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【研究目的と研究の必要性】 
食中毒事例発生後での原因究明はもちろん、発生以前に食中毒細菌を含む食品等を、検出

する試みは公衆衛生上重要です。生化学性状において特徴の少ない病原体は、PCR により

食品から検索するのが一般的です(1)。大腸菌の仲間、エシェリヒア・アルバーティー 
(Escherichia albertii 以下 E. albertii とします) はヒトと鳥の感染症として新たに登録され

た菌種です(2, 3)。E. albertii に汚染された食品を摂食することによってヒトが食中毒にな

ることがあります(4)。本菌の媒介食品に関する報告はありません。従って本菌の媒介食品

を特定することは重要です。［本研究で、私共は PCR を用いて野菜が E. albertii の媒介食

品であることを示そうとしました。しかし、野菜からは本菌は分離されず、結果的に、E. 
albertii に特異性があるとされる PCR プライマー (5) が、E. albertii 以外の菌の遺伝子を

検出することが判明しました。］ 
 

【研究計画・実施内容・結果】 
合計 188 のスプラウト野菜（モヤシ 105 検体、カイワレ 25 検体、ブッコリースプラ

ウト 17 検体、赤キャベツスプラウト 8 検体、エンドウ豆スプラウト 8 検体、マスター

ドスプラウト 7 検体、青じそスプラウト 6 検体、クレソンスプラウト 5 検体、そばスプ

ラウト 3 検体、ピーナッツスプラウト 2 検体、ルッコラスプラウト 1 検体、ケールプラ

ウト 1 検体）を福岡県内のスーパーマーケットから、購入し検体としました (2013 年 3
月から2014年3月の間)。サンプル25gを、225ml の緩衝ペプトン水(Oxoid, Hampshire, UK)
にて、35°C 、18 時間培養しました。それぞれの培養液を遠心分離し (13,800 × g、5 分間) 、
上清を取り除きました。沈渣を生理食塩水 (1 mL) に懸濁し、遠心分離をおこない (13,800 
× g、5 分間)、その沈渣をさらに 1 mL の 0.1× TE buffer （5% Chelex 100 (Bio-Rad 
Laboratories, Hercules, CA, USA)を加えたもの）に再懸濁しました。これを 10 分間煮沸

し、その後、遠心分離をおこない (13,800 × g、5 分間)、上清を PCR の鋳型 DNA とし

ました。 E. albertii を検出するための PCR プライマーlysP107F/lysP358R および 
mdh50F/mdh164R を用いて E. albertii 特異的とされる遺伝子の増幅を試みました。方法は

文献のとおりです (3, 5)。PCR 反応には GoTaq Green Master Mix (Promega, Madison, WI, 
USA) を使用しました。PCR の反応条件は 95°C、2 分間処理の後、合計 35 サイクルの 
PCR 反応 (94°C にて 30 秒間、60°C にて 30 秒間、72°C にて 30 秒間)です。反応機器

として Veriti Thermal Cycler (Foster City, CA, USA) を用いました。これらの PCR プライ

マーは、E. albertii と大腸菌を区別するため多くの研究で用いられてきました (6, 7)。 
PCR の結果は、72 (38%) のサンプルから E. albertii に特異的とされる遺伝子が検出さ

れました（モヤシ 63 検体、ブッコリースプラウト 3 検体、カイワレ 2 検体、赤キャベ

ツスプラウト 2 検体、ピーナッツスプラウト 2 検体）。さらに、この 72 検体中の 68 検
体に対して別の E. albertii の特異的遺伝子を検出する PCR プライマーである 
EA0134-283F (5′-TTGCGTACTAACGCAGGATG)/EA0134-446R 
(5′-TGTGACTGTTGGGCTATTGG) を用いて検査しました。このプライマーは E. albertii 
TW07627 (ABKX00000000.1) の特異的遺伝子を標的としてデザインしました。PCR の反
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応条件は 95°C、2 分間処理の後、合計 35 サイクルの PCR 反応 (94°C にて 30 秒間、

58°C にて 30 秒間、72°C にて 30 秒間)をおこないました。しかしながら、このプライマ

ーセットに対していずれの検体も陽性反応を示しませんでした。続いて、

lysP107F/lysP358R および mdh50F/mdh164R のプライマーで陽性反応を示した検体に

ついて、E. albertii の分離を試みました。しかし、菌は分離できませんでした。次いで、モ

ヤシ 3 検体から得られた PCR 産物 (lysP107F/lysP358R および mdh50F/mdh164R よ
り得られたもの) を DNA シークエンスしましたが、E. albertii の塩基配列とはかなり異な

っていました。そこで、別のモヤシ検体から得られた PCR 産物 をクローン化しました。

クローン化は、pGEM-T Easy Vector System (Promega, Fitchburg, WI, USA) キットを用い、

得られた透明な大腸菌集落をアンピシリンナトリウム (100 mg/L) を加えた Luria-Bertani 
broth (Becton, Dickinson and Company) にて一夜培養しました。組み替えたプラスミドの

抽出には、QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Hilden, Germany) を用いました。産物を
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit on a 3500 genetic analyzer (Applied 
Biosystems, Carlsbad, CA, USA) で DNA シークエンスしました。得られたシークエンス

を Basic Local Alignment Search Tool (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) を用いて検索しま

した。 
クローン化した PCR 産物は、既に登録されていた E. albertii の塩基配列(GenBank 

accession GU967959 and GU969742) と異なっていました (lysP の 203 bp のうち 87% 
が一致、mdh の 59 bp うち 86% が一致)。 も塩基配列が一致した細菌は Klebsiella 
variicola  (GenBank accession CP001891) でした (lysP の 203 bp のうち 91% が一致 
[この領域は amino acid permease-associated region], そして mdh の 59 bp うち 100% 
が一致) (Fig. 1)。このことは PCR 産物が E. albertii 以外の細菌からもたらされたことを示

しています。また、lysP と mdh が、同一の細菌に由来するとは限りません。mdh 領域に

関しては、mdh50F および mdh164R プライマーと反応する CP001891 (K. variicola) の領

域は プライマーとそれぞれ 88.9% (24/27) および 75.9% (22/29) 塩基しか配列が一致し

ませんでした (Fig. 2)。このことは、このプライマーによって、PCR 反応の前に、低温で

準備したにもかかわらず K. variicola に対する非特異的な反応が起きたことを示していま

す。一方、lysP 領域ではどのような細菌が検出されたかは明らかでありません。lysP のプ

ライマーで検出された生物は､CP001891 (K. variicola) の塩基配列とわずか 91% の一致

率しかありませんでしたし、プライマーと反応する CP001891 (K. variicola) の領域は プラ

イマーに対して低い塩基配列の一致率しかありませんでした (Fig. 2)。したがって、得られ

た PCR 産物は、K. variicola 以外の (塩基配列がデータベースに登録されていない) 微生

物に由来すると考えられます。但し、この領域では、プライマー lysP107F/lysP358R によ

り非特異反応が起こったか否かは不明なものです。今回、新たに得られた lysP と mdh の
塩基配列は DDBJ に、AB935988 および AB935989 として登録しました。 

 
E. albertii 検出用プライマーの能力を測る目的で、69 の E. albertii 分離株または菌株

に対し EA0134-283F/EA0134-446R, lysP107F/lysP358R および mdh50F/mdh164Ｒ を
用いて PCR 反応を行いました。この 69 株の中には、E. albertii LMG 20976T、LMG 20973、
Shigella boydii ATCC 12032 ( E. albertii であることが判明しています (5)) を含んでいます。

さらに 16 株の非 E. albertii 株 (Morganella morganii ATCC25830、Citrobacter freundii 
ATCC8090、Klebsiella oxytoca ATCC8724、Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Braenderup、S. Typhimurium ATCC13311、Klebsiella pneumonia ATCC4352、K. pneumoniae 
K6 ATCC700603、Escherichia coli ATCC11775T、E.coli O157 ATCC43894、Proteus mirabilis 
ATCC7002、Yersinia enterocolitica O3 および 5 株の ive other E.coli) を検査しました。こ

の結果、3 組のプライマーは 69 株の E. albertii のすべてと反応しました。このほか 
lysP107F/lysP358R は、Morganella morganii ATCC25830 と反応しました。

mdh50F/mdh164R は Citrobacter freundii ATCC8090, Klebsiella oxytoca ATCC8724, S. 
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Braenderup および S. Typhimurium ATCC13311 とも反応しました。また、

EA0134-283F/EA0134-446R は非 E. albertii とは反応しませんでした。 
 

【考察と今後の研究課題】 
この研究は、プライマー lysP107F/lysP358R および mdh50F/mdh164R (3, 5) によ

り検出される E. albertii 以外の微生物がスプラウト野菜に存在することを示しています。

このことは、これらのプライマーが、今回の様な条件下で食品試料から PCR を用いて、

E. albertii を検出しようとする時、十分な特異性を持っていないことを示しています。そ

れ故、食品試料から PCR を用いて、E. albertii を検出しようとする場合、プライマー 
EA0134-283F/EA0134-446R を用いるなど補助的な方法が必要かもしれません。 

 
なおこの研究内容は国際英文誌 Japanese Journal of Infectious Disease 2014 年 11 月号

に掲載予定です (8)。  
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図 1. モヤシから得られたクローン化した DNA と腸内細菌の参照配列の比較：lysP (上 

203 bp 比較) と mdh (下 59 bp 比較)。カッコ内はGenBank accession numbers。
バーは the number of nucleotide substitutions per site を示します。 
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図 2. プライマーの塩基配列とそれに対応する腸内細菌の参照配列の比較：

lysP107F/lysP358R (上 203 bp 比較) と mdh50F/mdh164R (下 59 bp 比較)。カ

ッコ内は GenBank accession numbers。バーは the number of nucleotide 
substitutions per site を示します。 
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