
パルスフィールドゲル電気泳動法(Pulsed-Field Gel Electrophoresis, PFGE)の
標準化及び画像診断を基盤とした分散型システムの有効性に関する研究

矢野　昭起　　　長野　秀樹　　　森本　　洋　　　熊田　洋行

渡辺治雄編,平成12年度厚生科学研究費補助金

新興･再興感染症研究事業　総括･分担研究報告書,国立感染症研究所,東京　pp.23-30

平成12年に北海道で発生した腸管出血性大腸菌感染症の

うち,当所が入手したO157菌36菌株について,パルスフィー

ルドゲル電気泳動法(Pulsed-Field Gel Electrophoresis,

PFGE　を用いた疫学的解析を行った.その結果,疫学的

に関連性が疑われた事例(家族内感染例,患者とその環境

由来株,接触者等)に由来する菌株のPFGEパターンは

一致した.一方,散発事例由来株はそれぞれが異なったパ

ターンを示した.このことから, PFGEは菌株を効率良

く弁別するのに有効な手段であることが示された.

新生児マススクリーニングにおける検査の精度管理

福士　　勝1)　三上　　篤2)　本間かおり2)　藤田　晃三2)

辻　　章夫3)　成瀬　　浩4)　渡辺　倫子41　稲岡　一孝5)

梅橋　豊蔵6)　市原　　侃

平成12年度厚生科学研究補助金(こども家庭総合事業)報告書(第1/7

分担研究:マススクリーニングの精度保証システムの確立に関する研究　2001, pp.452-459

新生児マススクリーニングの精度管理は,採血機関,検

査機関,精査機関が連携し総合的に行われなければならな

い.検査機関における精度管理としては,検体の受付･登

録,検査の実施,検査結果の判定,陽性者の精査機関への

受診勧奨までのすべての業務が対象となる.また,検査機

関の検査における責任体制の明確化も必要である.そこで,

陽性例の見逃し防止にポイントをおいて,本研究で開発し

ている｢新生児スクリーニング検査データ解析･内部精度

管理のコンピュータプログラム｣を使用した検査機関にお

ける具体的な精度管理マニュアルを作成した.

1)札幌市保健福祉局生活衛生部

2)札幌市衛生研究所

3)昭和大学薬学部

4)(財)東京顕微鏡院

5)大阪府立母子保健総合医療センター

6)(財)化学及血清療法研究所
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北海道衛生検査所外部精度管理調査
-生化学的検査･血清学的検査･微生物学的検査-

山野　公明　　　川瀬　史郎　　　佐藤　千秋　　　森本　　洋

長野　秀樹　　　熊田　洋行　　　矢野　昭起

北海道立衛生研究所編,平成12年度(第11回)北海道衛生検査所外部精度管理調査結果報告書,
北海道保健福祉部,札幌,平成13年3月

北海道の外部精度管理調査事業における平成12年度の調

査を,登録衛生検査所39施設に対して実施し,その結果に

ついて,データの集計及び解析を試み報告した.

尿中ポルフィリンを用いた先天性銅代謝異常症(ウィルソン病)の
早期診断法の開発などに関する基礎的研究

中山　憲司　　　高澤　　啓1)　竹中　文樹　　　寺井　　格

奥井　登代　　　大山　　徹2)　田村　　守1)

北海道立衛生研究所編,平成11年度共同研究事業研究報告書,
北海道立衛生研究所,札幌,平成12年6月

本共同研究事業は,著者らがウィルソン病モデル動物を

用いた実験において見い出した銅代謝異常とヘム代謝異常

との密接な関連に基づき,ヘム代謝の観点からウィルソン

病の臓器障害に関する分子メカニズムを探索すると共に,

同疾病の尿或いは血中の早期診断指標の可能性について検

討を行うことを目的として実施されている.

平成11年度は号　ウィルソン病における分子レベルでのへ

ム代謝異常の発症メカニズムを解明するため,ウィルソン

病モデル動物を用いて肝機能障害の進行に伴うポルフィリ

ン代謝異常の変化について検討し,その研究結果について

記載した.

1)北海道大学電子科学研究所

2)東京農業大学生物産業学部

Spontaneous Porphyria of the Long-Evans Cinnamon Rat
An Animal Model of Wilsons Disease

Kenji Nakayama, Akira Takasawa1) Itaru Term,

Toyo Okui, Tohru Ohyama2) and Mamoru Tamura1)

Proceeding of the 5th International Porphyrin-Heme Symposium, 64 (2000)

著者らは,ヒトウイルソン病のモデル動物であるLong-

EvansCinnamon (LEC)ラットにおいて,腎臓及び肝臓

でのポルフィリン体の異常蓄積と,ポルフィリン体の過剰

な尿排泄を特徴とするヘム代謝異常の存在を明らかにした.

本報告においては､銅代謝とヘム代謝の密接な関連性につ

いて指摘した.

1)北海道大学電子科学研究所

2)東京農業大学生物産業学部
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ウィルソン病患者の尿中へム代謝産物動態からみた銅代謝変化

中山　憲司　　　市原　　侃　　　寺井　　格　　　中島美知子

浦口　弘子　　　林　三起子　　　山崎　由香　　　田村　正秀

高澤　　啓1)　田村　　守1)　窪田　　満2)　小林　邦彦2)

長坂　博範3)　鈴木　　健4)　青木　継稔5)

平成12年度厚生科学研究(子ども家庭総合研究事業)報告書(第1/7

分担研究:効果的なマススクリーニング事業の実施に関する研究　2001, pp.535-539

ウィルソン病(WND)患者尿を用いたヘム代謝異常の

検索と,早期診断指標としての尿中ヘム代謝産物の有用性

に関する検討を実施した.

本研究の結果によって,複数の新規WND患者におい

て尿中総porphyrin濃度とCopro.Ⅰ濃度の異常な増加を

示すRotor's症候群様のporphyrinパターンの存在が確認

されたことにより, WNDにおけるヘム代謝異常の存在

が確認された.しかし, WND早期診断法としての尿中

porphyrin動態の利用に関しては,異常が認められる時期

等について更なる検討が必要であると思われた.また,治

療中の安定期WND患者尿の解析により, D-penicillamine

(D-Pc)投与治療よる銅の過剰捕捉がヘム代謝を変化させ,

尿中総porphyrin濃度の減少を起こすことが明らかとな

った.本知見は,今後,重篤な副作用を呈するD-Pc療法

の,副作用予防の一つの指標となりうる可能性を示すもの

となった.

1)北海道大学電子科学研究所

2)北海道大学医学部小児科

3)埼玉医科大学小児科

4)東京都予防医学協会

5)東邦大学医学部第2小児科

北海道におけるエキノコックスの動物間流行,
宿主動物の生態,対策法の検討

田村　正秀　　　高橋　健一　　　浦口　宏二　　　伊東　拓也

神谷正男編,平成12年度　厚生科学研究費補助金(新興･再興感染症研究事業)
エキノコックス症の監視.防御に関する研究,平成12年度　総括･分担研究報告書,

北海道大学大学院獣医学研究科,札幌,平成13年3月　pp･15-17

北海道が実施したエキノコックス症媒介動物の感染状況

に関する調査結果についてとりまとめるとともに,自然界

でのエキノコックスの維持にとって重要な宿主動物の生態,

特に生息数に関する調査結果および対策法について報告し

た.平成11年度の全道のキツネの感染率は45.8%であった.

全道的にキッネに疥癬の流行が見られ,根室地域ではその

影響と見られるキツネの個体数の減少が認められた.多包

虫症の流行地域である根室市で駆虫薬入りのキツネ用ベイ

ト剤を散布し,宿主動物の感染率の変化について検討を開

始した.
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北海道におけるエキノコックスの宿主動物と流行状況

高橋　健一　　　森　千恵子1)

北海道の公衆衛生, 27, 73-80 (2001)

北海道におけるエキノコックス症(多包虫症)は,礼文

島や根釧地区での流行の後, 1980年代以降はその流行地域

が全道的に拡大し,また,動物間での流行に高まりが認め

られている.本症の予防にあたっては,感染源となる動物

における流行状況を的確に把握することが重要である･そ

こで,北海道におけるエキノコックスの宿主動物,流行域

の変遷,宿主動物の生態とエキノコックスの伝播の関係,

感染予防対策について述べた.

1)北海道保健福祉部食品衛生課

PCR法によるボツリヌス毒素遺伝子及びRPLA法による
ボツリヌス毒素の簡易･迅速検出について

武士　甲一

厚生科学研究費補助菌｢新興･再興感染症研究事業｣
食餌性ボツリヌス中毒及び乳児ボツリヌス症に関する研究報告書,

厚生省,東京,平成13年3月

競合PCR法により,ボツリヌス毒素遺伝子のコピー数

を定量した.この毒素遺伝子のコピー数から算出した菌数

は,培養試験による菌数の測定結果と一致することを確認

した･また,ボツリヌスA型, B型, E型毒素をRPLA

法で簡易.迅速に定量で切るシステムを確立した.本法は

特異性に優れ,その検出感度は良好で,マウス試験におけ

る5-10MLDに相当した.

食品中の食中毒菌の殺菌と殺菌効果の
迅速検定システムの開発に関する研究

武士　甲一　　　池田　徹也　　　山口　敬治　　　砂川　紘之

林　隆幸　　西　紘平1)　北川　雅彦1)　菅原　玲1)

目黒　孝治2)　山上　良明2)　藤倉　潤治2)　牧野　壮一3)

田村　正秀

白寿生科学研究所㈱　㈱MCE　㈱プラムネット　㈱北冷製作所
㈱タック　事業化特別研究事業,

北海道立衛生研究所,札幌,平成13年3月

オゾン単独及びオゾン･二酸化炭素混合ガスを用いた殺

菌磐昔により,食肉,水産加工品,イチゴを対象にその殺

菌効果と品質評価を行った.各食品において殺菌効果が認

められ,また,食肉及び水産加工品における脂質の酸化,
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イチゴにおけるビタミンCに大きな変動は認められなか

った.一方, CCD画像解析を原理とする細菌自動計測機

については,一般生菌数,大腸菌群,大腸菌などの汚染指

標菌の測定が,全自動で短時間内に解析できることが確認

された.本事業で開発された両装置については今後,その

実用化が期待できるものである.

1)北海道立中央水産試験場

2)北海道立花･野菜技術センター

3)帯広畜産大学畜産学部

乳幼児期食物アレルギーの症状と推移の実態

我妻　義則1)　梅津　愛子2)　田中　洋子3)　我妻　浩治4)

高橋　　豊5)　渡辺　一彦6)　新山　和人　　　佐藤千鶴子

斉藤　明子

小児科臨床　54(1), 7-18 (2001)

乳幼児期の食物アレルギーの経過を知る目的で,食物ア

レルギーの診断後の症状とその推移の実際を平均26カ月間

12～48カ月)観察した.食事摂取後の即時型反応22例,

非即時型5例を含む31例を対象とした.食物摂取による最

初のアレルギー症状(エピソード)は平均8カ月で起き,

診断時,複数のアレルゲンの症状が67%に認められた.こ

の時の平均血清総IgE値は111IU/mLと高かった.卵を

全例で,牛乳を11例で除去したが,観察終了時で摂取可能

となった例は加熱卵で21例,牛乳で2例であった. 卵に対

する心理的抑制例が7例認められた.乳児喘息症は7例で

あったが,うち5例で両親のどちらかに喘息を認めた.ア

トピー性皮膚炎は70%で軽快した.食事除去の指示には発

育栄養の評価を的確にすることが必須であると同時にダニ

に対する環境整理の徹底が重要である.

1)札幌市わがつまこどもクリニック

2)札幌市うめつ小児科

3)札幌市栄北小児科

4)石狩市我妻小児科

5)斗南病院小児科,現幌南病院小児科

6)勤医協札幌病院小児科,現渡辺一彦小児科医院

ゼラチンアレルギー患児におけるHLA解析(続報)

熊谷　卓司1)　山中　　樹1)　綿谷　靖彦1)　堤　　裕幸2)

千葉　俊三2)　斉藤　明子　　奥井　登代　　矢野　昭起

脇坂　明美3)

厚生科学研究費補助金.健康安全確保総合研究分野

予防接種の効果的実施と副反応に関する総合的研究報告書

厚生労働省,東京, 2001年3月　pp.161-167

ゼラチンアレルギーの発生が一部の集団に偏在している

ことに関し,特定の免疫調節遺伝子が関わっていることが

示唆されている.この間題に対するアプローチのひとつと

して,ゼラチンアレルギー患者群に高頻度に出現する特定

のHLAハプロタイプが存在するか否かについて確認を行

った.その結果,日本人に比較的広く分布し,白人には極

めて稀であるHLA-DR9が日本人のIgE陽性ゼラチンア

レルギー患者群に有意に高い頻度で出現していることが明

らかとなった.

1)札幌小児アレルギー感染症研究会

2)札幌医科大学医学部小児科

3)日本赤十字血漿分画センター
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ゼラチン含有DTPワクチンにより感作されたゼラチンアレルギー症例
におけるリンパ球増殖反応試験の経時的推移について

熊谷　卓司1)　鎌田　　誠1)　五十嵐千春1)　由利　賢次1)

古川　秀嗣1)　長田　伸夫1)　斉藤　明子　　　奥井　登代

矢野　昭起

厚生科学研究費補助金･健康安全確保総合研究分野

予防接種の効果的実施と副反応に関する総合的研究報告書

厚生労働省,東京, 2001年3月　pp.168-172

ゼラチン含有DTPワクチンにより少なくともリンパ球

レベルの感作を受けた被接種者がその後どのような転機を

とるかが懸念される.そこで,ゼラチン含有DTPワクチ

ンの接種を受けゼラチン特異的リンパ球増殖反応試験

(LST)が陽性であると確認された被接種者,及びゼラチ

ン非含有DTPワクチンの接種後,ゼラチン特異的LST

が陰性であった被接種者について数年後にどのような経過

をとっているかについて検討した.その結果,一度感作を

受けた個体は,リンパ球レベルのメモリーはなかなか減弱

しないことが明らかになった.また,今回検討した症例で

はゼラチンIgEが陽性化した例はみられなかった.さらに,

ゼラチン非含有DTPワクチン被接種者において,陰性で

あったゼラチン特異的LSTが陽性化した例もみられた.

1)札幌小児アレルギー感染症研究会

ゼラチンアレルギー患児におけるゼラチン特異的免疫反応の経時的推移

熊谷　卓司1)　鎌田　　誠1)　五十嵐千春1)　由利　賢次1)

古川　秀嗣1)　長田　伸夫1)　奥井　登代　　　斉藤　明子

矢野　昭起

厚生科学研究費補助金.健康安全確保総合研究分野
予防接種の効果的実施と副反応に関する総合的研究報告書

厚生労働省,東京, 2001年3月　pp.173-177

ゼラチン含有ワクチン接種あるいはゼラチン含有食品摂

食時に即時型副反応を呈し,ゼラチンIgE抗体及びゼラ

チン特異的リンパ球増殖試験　LPT)が陽性であった症

例について,数年後,再びゼラチンIgE抗体測定及びゼ

ラチン特異的LPTを行いその時間的推移を検討した.そ

の結果,陽性群15例中10例において,ゼラチン特異的IgE

は検出感度以下となった.しかしながら,ゼラチン特異的

リンパ球の活性は即時型反応群,非即時型反応群共に多く

の症例で陽性を持続しており,活性も低下傾向を認めなか

った.

1)札幌小児アレルギー感染症研究会
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地域における医薬品試験等のネットワーク化に関する研究
1998-2000

石橋無味雄1)　中田　琴子1)　中野　道晴

谷本　　剛2)　鹿庭なほ子1)　沢辺　善之3)

石橋無味雄編,厚生科学研究費補助金総合研究報告書,
国立医薬品食品衛生研究所,東京,平成13年3月

不正不良医薬品に関する情報を交換し,市場からの排除

を目的として,国立医薬品食品衛生研究所をキーステーシ

ョンとした医薬品の試験検査情報等に関するメイリングリ

スト｢衛研薬事ネットワーク｣を薬事関係国立研究機関と

地方衛研との間に構築した.現在,このネットワークには,

66機関214名が参加している.

ネットワーク利用法の紹介,セキュリティに関する留意

点についてネットワークに発信した.

また本研究の一環として,北海道立衛生研究所LAN上

に掲示板と北海道保健ネット(北海道衛研,保健福祉部,

保健所職員を対象とした情報交換メーリングリスト)を構

築した.

1)国立医薬品食品衛生研究所

2)国立医薬品食品衛生研究所大阪支所

3)大阪府立公衆衛生研究所

DNAチップ利用による環境ホルモン類の生体に与える影響評価に関する研究

- 3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (PenCB)の遺伝子発現に及ぼす影響-

小島　弘幸　　　寺井　　格　　　堀　　義宏

田中　祐二1,2)　山崎　健一1)　田村　正秀

RSP事業緊急育成試験事業｢超微量発現性情報伝達系遺伝子解析による環境汚染評価技術

及び生物機能の高度利用による環境修復技術の開発｣研究成果報告書,

財団法人　北海道科学･産業技術振興財団,札幌,平成13年3月　pp.33-46

内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)として疑われるPCB

の中で最も毒性の強い3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl

PenCB)の生体に与える影響について最新のDNAマイ

クロアレイを用いて調べた.最初に,ダイオキシンや

PCB暴露により発現変動が推測される20種類の遺伝子断

片を載せたオリジナルアレイを用いて, DNAマイクロア

レイ技術の有用性を確認した.つぎに,市販されているア

レイを用いて, PenCB暴露の指標となる遺伝子(バイオ

マーカー)の網羅的発現解析を行った.その中で,マイク

ロアレイで発現変動を示した遺伝子がRT-PCR法による

確認試験においても同じく変動していることを認めた.さ

らに,ダイオキシンに対して感受性が異なる2系統のマウ

スにPenCBを低用量投与し,市販アレイを用いて,それ

ぞれの肝臓及び脳で発現変動する遺伝子を見出した.

1)北海道大学大学院地球環境科学研究科

2)(財)北海道科学.産業技術振興財団
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DNAマイクロアレイを用いた遺伝子発現解析のための
RNA抽出方法の最適化

田中　祐二1,2)　小島　弘幸　　渕本　淳雅1)　山崎　健一1)

RSP事業緊急育成試験事業｢超微量発現性情報伝達系遺伝子解析による環境汚染評価技術
及び生物機能の高度利用による環境修復技術の開発｣研究成果報告書,

財団法人　北海道科学･産業技術振興財団,札幌,平成13年3月　pp.16-27

最近, DNAマイクロアレイを用いた遺伝子発現のグ

ローバル解析法が普及しはじめている. DNAマイクロア

レイを用いた遺伝子発現解析法とは,数千から数万種類の

DNAをスライドガラスなどに固定したDNAマイクロア

レイに,解析したいRNAから調製したターゲットDNA

をハイブリダイズさせることによって,アレイ上に固定し

た全ての遺伝子の発現を一度に解析する方法である.技術

的には開発途上の方法であるが,一度に多数の遺伝子発現

情報を得ることができるため,多くの生物でのポストゲノ

ムプロジェクトとして,その応用が期待されている.本稿

では,このシステムの始点ともなるRNA抽出方法につい

て,著者らがこれまでに遭遇した様々な問題や工夫につい

て報告した.

1)北海道大学大学院地球環境科学研究科

2)(財)北海道科学･産業技術振興財団

ゼラチンアレルギー発症におけるアレルギー素因の関与について

熊谷　卓司1)　鎌田　誠1)　五十嵐千春1)　由利　賢次1)

古川　秀嗣1)　長田　伸夫1)　我妻　浩治1)　小島　弘幸

斎藤　明子　　　奥井　登代　　　矢野　昭起

厚生省予防接種副反応研究班･予防接種リサーチセンター
｢予防接種の効果的実施と副反応に関する総合的研究｣平成11年度研究報告書,

厚生省,東京,平成12年3月　pp.291-296

ゼラチン含有ワクチン接種がワクチンに関係したゼラチ

ンアレルギーの一義的感作要因であることを示す成績が蓄

積されつつある.著者らは,アレルギー素因との関係を調

べるため,ゼラチン含有ワクチン接種の際に副反応を呈し

てゼラチンアレルギーと診断された症例において,種々の

食物抗原(卵白,牛乳,大豆,栄,小麦)に対するリンパ

球の反応性を測定した. Pearson相関係数及びSpearman

相関係数による解析から,ゼラチン.卵白.米の3つの抗

原の問で強い相関関係(r≧0.7)が見られた.さらに,

重回帰分析を用いた場合には,食物抗原の中で米に対する

反応性が最も良くゼラチンへの反応性を予測している結果

となった.今回の成績はゼラチンアレルギー患者における

HLA typingの報告と合わせ興味深いと考えられた.

1)札幌小児アレルギー感染症研究会
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花粉症座談会･北海道ブロック
シラカンパ花粉症とOAS

川堀　眞一1)　渡邉　昭仁1)　間口　四郎2)

東松　琢郎3)　小林　　智

メディカル朝日, 29(12別冊), 1-8 (2000)

全国の花粉症の現状と花粉症に関するトピックをテーマ

に,全国8カ所で全国花粉症座談会が開催された.このう

ち, ｢北海道における花粉飛散状況｣と｢シラカバ花粉症

とOAS (oralallergysyndrome)｣をテーマに開催され

た北海道ブロック座談会の内容を報告した.

1)恵佑会札幌病院

2)札幌厚生病院

3)名寄市立総合病院

2000年有珠山噴火による温泉への影響
(洞爺湖温泉･壮瞥温泉調査報告書)

吉田　茂夫1)　高橋　　守1)　内野　栄治　　　市橋　大山

貝田　捷哉2)　中村　博志2)　松川　俊和2)　西山　栄治2)

藤瀬　康昭2)　藤本　和徳3)　秋田　藤夫3)　高橋　徹哉3)

鈴木　隆広3)　柴田　智郎3)　岡崎　紀俊3)

北海道保健福祉部薬務課編,札幌,平成13年3月

有珠山は平成12年3月31日, 23年振りに噴火し,周辺地

域住民に大きな被害を与えた.道では被災地の虻田町及び

壮瞥町から,復興に向けた温泉資源の現況に関する緊急の

調査要望を受け,保健福祉部薬務課,道立衛生研究所,塞

蘭保健所,道立地質研究所の4機関の職員から成る｢有珠

山噴火に係る温泉資源等調査チーム｣を設置し,洞爺湖温

泉と壮瞥温泉の源泉の泉質と坑井や利用施設の被害状況に

ついて調査した.本報告書では調査チームが実施した各源

泉の泉質,物理検層等の検査結果に加え,噴火までの資源

状況の変遷についてまとめた.

1)北海道保健福祉部薬務課

2)北海道室蘭保健所

3)北海道立地質研究所

放射能調査年報43
(平成11年4月～平成12年3月)

福田　一義　　　青柳　直樹　　　横山　裕之

北海道立衛生研究所生活科学部放射線科学科編,

北海道立衛生研究所,札幌,平成12年5月

科学技術庁の委託事業を主体とした北海道における環境 放射能水準に関する平成11年度の調査結果をまとめた.降
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水の全ベータ放射能測定値(試料数154),降下物,上水,

湖水,海水,農畜水産物,牛乳,日常食,土壌,海底土な

どのガンマ線放出核種分析値(試料数65),農畜水産物の

ストロンチウム-90とセシウム-137の放射化学分析値(試

料数16)及び空間放射線量率(連続測定)の測定値に異

常は認められなかった.

特別研究　エキノコックス症対策に関する研究開発報告書
(平成8年4月～平成13年3月)

古屋　宏二

北海道立衛生研究所,札幌,平成13年3月

北海道のエキノコックス症マススクリーニングにおいて

は,血清試験としてELISA法を一次検診, WB

(Western blotting)法を二次検診に用いている.本研究

では主としてWB成績と関連する免疫血清学的,疫学的,

臨床化学的,病理生物学的検討を行った.

衛生研究所遺伝子工学基礎技術導入に関する特別研究

加藤　芳伸　　　八木　欣平　　　古屋　宏二　　　久保亜希子

浦口　宏二　　　澤田　幸治　　　大山　　徹1)

北海道立衛生研究所編,平成12年度報告書,北海道立衛生研究所,札幌,平成13年3月

遺伝子工学基礎技術の導入を目的として｢寄生虫や衛生

動物などの種の同定のための遺伝子技術の開発に関する研

究｣, ｢内分泌撹乱化学物質の高感度評価法に関する研究｣

及び｢原虫類などの遺伝学的解析に関する研究｣を行った.

(1)寄生虫や衛生動物などの種の同定のための遺伝子技術

の開発に関する研究

ヒトから排泄された条虫の遺伝子解析を行い,この条虫

が無鈎条虫であることを明らかにした. DNA診断法が寄

生性の条虫の種を同定するのに有効な手法であることを示

した.

(2)内分泌撹乱化学物質の高感度評価法に関する研究

甲状腺ホルモン作用を簡便に測定するために作成した甲

状腺ホルモン応答配列を持つレポータープラスミドをヒト

培養細胞(HepG2)に導入して遺伝子活性試験を行なった.

AGGTCAtttcAGGTCA配列を導入したRXR/TR-レポー

タープラスミドが甲状腺ホルモン作用を測定するのに有効

であることを明らかにした.

(3)原虫類などの遺伝学的解析に関する研究

北海道の市立動物園で飼育されているウサギで起こった

神経症が,ミクロスポリジア症であることを認めた.この

神経症の病原体である原虫は, PCR, DNAシーケンシ

ングによる遺伝子解析からEncephalitozoon cuniculiであ

った.

1)東京農業大学生物産業学部
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