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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査試料中の標的微生物を検出するための方法であって、
（１）検査試料からＤＮＡを抽出し、かつ抽出したＤＮＡを一本鎖ＤＮＡに解離させる工
程、
（２）得られた一本鎖ＤＮＡと、標的微生物のＤＮＡの一鎖中の第１の領域の塩基配列に
ストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有する第１のプローブが表面
に担持されておりかつ磁性を有する少なくとも１つの第１の粒子と、該一鎖中の第１の領
域とは重複しない第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズす
る塩基配列を有する第２のプローブおよびフェロセンが表面に担持されている非磁性金属
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ナノ粒子からなる少なくとも１つの第２の粒子とを、該一本鎖ＤＮＡ中にある第１の領域
と第１のプローブとの間、および、該一本鎖ＤＮＡ中にある第２の領域と第２のプローブ
との間のハイブリダイゼーションを許容する条件下において接触させ、それにより該一本
鎖ＤＮＡを介して第１の粒子と第２の粒子とが連結された複合体を形成させる工程、
（３）磁気的相互作用を介して該複合体を回収する工程、
（４）回収した複合体を電気化学測定に供し、それによりフェロセンを検出する工程
を含み、
前記（４）の工程が、回収した複合体の存在下、フェロセンの酸化電位においてＬ−プ
ロリン脱水素酵素によるＬ−プロリンの酸化反応を生じさせ、それにより発生した電流を
測定することを含む、前記方法。
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【請求項２】
第１の粒子の平均粒径が１００〜５００ｎｍであり、かつ、第２の粒子の平均粒径が１
０〜１００ｎｍである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
非磁性金属ナノ粒子が金ナノ粒子である、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
第１のプローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドであり、かつ、第２のプロー
ブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドである、請求項１〜３のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項５】
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第１の領域と第２の領域とが、標的微生物のＤＮＡの該一鎖中で５０〜２００００塩基
離れた位置に存在する、請求項１〜４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
標的微生物が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属
菌、腸管出血性大腸菌、ビブリオ属菌、レジオネラ属菌およびセレウス菌からなる群から
選択される１以上の微生物である、請求項１〜５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
（１）標的微生物のＤＮＡの一鎖中の第１の領域の塩基配列にストリンジェントな条件
下でハイブリダイズする塩基配列を有する第１のプローブが表面に担持されておりかつ磁
性を有する少なくとも１つの第１の粒子と、（２）該一鎖中の第１の領域とは重複しない
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第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有す
る第２のプローブおよびフェロセンが表面に担持されている非磁性金属ナノ粒子からなる
少なくとも１つの第２の粒子と、（３）Ｌ−プロリン脱水素酵素およびＬ−プロリンとを
組み合わせてなる、検査試料中の標的微生物の検出用試薬キット。
【請求項８】
第１の粒子の平均粒径が１００〜５００ｎｍであり、かつ、第２の粒子の平均粒径が１
０〜１００ｎｍである、請求項７に記載の試薬キット。
【請求項９】
非磁性金属ナノ粒子が金ナノ粒子である、請求項７または８に記載の試薬キット。
【請求項１０】

30

第１のプローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドであり、かつ、第２のプロー
ブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドである、請求項７〜９のいずれか１項に記載
の試薬キット。
【請求項１１】
第１の領域と第２の領域とが、標的微生物のＤＮＡの該一鎖中で５０〜２００００塩基
離れた位置に存在する、請求項７〜１０のいずれか１項に記載の試薬キット。
【請求項１２】
標的微生物が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属
菌、腸管出血性大腸菌、ビブリオ属菌、レジオネラ属菌およびセレウス菌からなる群から
選択される１以上の微生物である、請求項７〜１１のいずれか１項に記載の試薬キット。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、衛生検査のための有害微生物の検出技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
有害微生物による食中毒や感染症は深刻な社会問題となっている。例えば、メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）による院内感染が依然として発生している他に、カンピ
ロバクターやサルモネラ属菌による問題がある。そのため、適切な防疫処置を実施するた
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めの有害微生物の迅速な検出手段が求められている。
【０００３】
従来の有害微生物に対する検出方法には、培養法、免疫学的手法、遺伝子工学的手法（
リアルタイムＰＣＲ法等）等がある。いずれの方法も感度は高いものの、長期間の培養や
煩雑な操作を必要とするため、迅速な検知は不可能であった。また、リアルタイムＰＣＲ
法ではコストが高いという問題がある。さらに、検出には大型の装置が必要であるため、
携帯性に乏しく「その場」分析も困難である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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当該技術分野における上述の現状に鑑み、従来法に比して迅速かつ簡便な有害微生物の
高感度バイオセンシング技術が求められている。本発明はそのような技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者らは、上記の課題を解決するために、簡便、安価、検出装置が小型である等の
利点を有する電気化学的検出法に着目した。本発明者らは、更に鋭意検討を行い、検出の
目的とする微生物のＤＮＡの一鎖にハイブリダイズできるプローブが表面に担持された磁
性粒子、ならびに、該一鎖の異なる領域にハイブリダイズできるプローブおよび電気化学
的活性物質が表面に担持された非磁性金属ナノ粒子を利用するシステムに想到した。当該
システムを用いた検出では、検査試料中の一本鎖化された標的ＤＮＡを上記２種類の粒子
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上の各プローブとハイブリダイズさせ、２種類の粒子が標的ＤＮＡを介して連結された複
合体を形成させる。磁気的相互作用を利用して回収した複合体を電気化学測定に供して、
電気化学活性物質の存在を検出することで、検査試料中の標的微生物の存在の有無を決定
できる。また、電気化学測定において、電気化学的活性物質の酸化電位または還元電位に
おいて電極上で酸化還元酵素−基質反応を生じさせ、それにより起こる電子の移動を電気
化学的活性物質のそれぞれ還元または酸化に連結させることで、電極に流れる電流を増幅
することもできる。本発明者らは、以上の方法論をメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲ
ＳＡ）の検出に用いたところ、７ｆｍｏｌの感度でＭＲＳＡのＤＮＡを検出できることを
確認した。また、当該方法論を用いた検出は、測定対象以外の菌に対して応答を示さず、
高い選択性を有していた。本発明者らは、これらの知見に基づいて更に検討を行い、本発
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明を完成させるに至った。
【０００６】
本発明は即ち、以下の通りである。
［１］検査試料中の標的微生物を検出するための方法であって、
（１）検査試料からＤＮＡを抽出し、かつ抽出したＤＮＡを一本鎖ＤＮＡに解離させる工
程、
（２）得られた一本鎖ＤＮＡと、標的微生物のＤＮＡの一鎖中の第１の領域の塩基配列に
ストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有する第１のプローブが表面
に担持されておりかつ磁性を有する少なくとも１つの第１の粒子と、該一鎖中の第１の領
域とは重複しない第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズす
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る塩基配列を有する第２のプローブおよび電気化学的活性物質が表面に担持されている非
磁性金属ナノ粒子からなる少なくとも１つの第２の粒子とを、該一本鎖ＤＮＡ中にある第
１の領域と第１のプローブとの間、および、該一本鎖ＤＮＡ中にある第２の領域と第２の
プローブとの間のハイブリダイゼーションを許容する条件下において接触させ、それによ
り該一本鎖ＤＮＡを介して第１の粒子と第２の粒子とが連結された複合体を形成させる工
程、
（３）磁気的相互作用を介して該複合体を回収する工程、
（４）回収した複合体を電気化学測定に供し、それにより該電気化学的活性物質を検出す
る工程
を含む、前記方法。
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［２］第１の粒子の平均粒径が１００〜５００ｎｍであり、かつ、第２の粒子の平均粒径
が１０〜１００ｎｍである、上記［１］に記載の方法。
［３］非磁性金属ナノ粒子が金ナノ粒子である、上記［１］または［２］に記載の方法。
［４］電気化学的活性物質がフェロセンである、上記［１］〜［３］のいずれか１つに記
載の方法。
［５］第１のプローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドであり、かつ、第２のプ
ローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドである、上記［１］〜［４］のいずれか
１つに記載の方法。
［６］前記（４）の工程が、回収した複合体の存在下、該電気化学的活性物質の酸化電位
において酸化酵素による基質の酸化反応を生じさせるか、または、該電気化学的活性物質
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の還元電位において還元酵素による基質の還元反応を生じさせ、それにより発生した電流
を測定することを含む、上記［１］〜［５］のいずれか１つに記載の方法。
［７］基質がＬ−プロリンであり、かつ、酸化酵素がＬ−プロリン脱水素酵素である、上
記［６］に記載の方法。
［８］標的微生物が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、カンピロバクター属菌、サルモネ
ラ属菌、腸管出血性大腸菌、ビブリオ属菌、レジオネラ属菌およびセレウス菌からなる群
から選択される１以上の微生物である、上記［１］〜［７］のいずれか１つに記載の方法
。
［９］（１）標的微生物のＤＮＡの一鎖中の第１の領域の塩基配列にストリンジェントな
条件下でハイブリダイズする塩基配列を有する第１のプローブが表面に担持されておりか
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つ磁性を有する少なくとも１つの第１の粒子と、（２）該一鎖中の第１の領域とは重複し
ない第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を
有する第２のプローブおよび電気化学的活性物質が表面に担持されている非磁性金属ナノ
粒子からなる少なくとも１つの第２の粒子とを組み合わせてなる、検査試料中の標的微生
物の検出用試薬キット。
［１０］第１の粒子の平均粒径が１００〜５００ｎｍであり、かつ、第２の粒子の平均粒
径が１０〜１００ｎｍである、上記［９］に記載の試薬キット。
［１１］非磁性金属ナノ粒子が金ナノ粒子である、上記［９］または［１０］に記載の試
薬キット。
［１２］電気化学的活性物質がフェロセンである、上記［９］〜［１１］のいずれか１つ
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に記載の試薬キット。
［１３］第１のプローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドであり、かつ、第２の
プローブが２０〜１００塩基のオリゴヌクレオチドである、上記［９］〜［１２］のいず
れか１つに記載の試薬キット。
［１４］酸化酵素および基質、または、還元酵素および基質を更に含む、上記［９］〜［
１３］のいずれか１つに記載の試薬キット。
［１５］基質がＬ−プロリンであり、かつ、酸化酵素がＬ−プロリン脱水素酵素である、
上記［１４］に記載の試薬キット。
［１６］標的微生物が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、カンピロバクター属菌、サルモ
ネラ属菌、腸管出血性大腸菌、ビブリオ属菌、レジオネラ属菌およびセレウス菌からなる
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群から選択される１以上の微生物である、上記［９］〜［１５］のいずれか１つに記載の
試薬キット。
【発明の効果】
【０００７】
本発明の方法により、高い感度での有害微生物の検出を迅速、簡便かつ安価に行うこと
ができる。本発明の方法は、プローブの選択により、あらゆる種類の微生物の検出を可能
とする。電極上での酵素−基質反応を利用する実施形態により、更に高い感度の有害微生
物の検出が可能となる。本発明はまた、そのような方法を行うための試薬キットも提供す
る。
【図面の簡単な説明】

50

(5)

JP 6198040 B2 2017.9.20

【０００８】
【図１】ハイブリダイゼーションの確認のためのＰＣＲの結果を示す電気泳動写真である
。
【図２】酵素および基質あり（破線）、または酵素および基質なし（実線）のときに測定
された電流を電位に対して示したサイクリックボルタモグラムを示す。
【図３】ＭＲＳＡのゲノムＤＮＡの量（横軸；単位：ｆｍｏｌ）に対して電流測定値（縦
軸；単位：ｐＡ）をプロットした図である。
【図４】ＭＲＳＡまたはＥ．ｃｏｌｉ由来のＤＮＡに対する電流応答を示す図である。実
線はＭＲＳＡ由来ＤＮＡ、破線は大腸菌由来ＤＮＡ、一点鎖線は対照に対応する。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１０】
（検出方法）
【００１１】
本発明の方法に供され得る検査試料は、標的微生物の検出を所望される任意の試料であ
ってよい。本発明の方法は、典型的には、食品や飼料等の衛生検査のために利用され得る
ため、検査試料としては、例えば、牛乳、水、緑茶、酸性飲料等の飲料や、食肉、チルド
食品、生鮮食品（肉、野菜、魚）、弁当・惣菜等の幅広い食品や飼料等が挙げられる。ま
た、検査試料の性状は固体、液体および気体のいずれであってもよい。検査試料は、前記
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のような製品または生体試料そのものを希釈もしくは濃縮したもの、または前処理（例：
酸素処理、磁性ビーズ処理、カラム処理、加熱処理、ろ過、または遠心分離等）をしたも
のであってもよい。
【００１２】
本発明の方法により検出の対象とされる微生物（即ち、「標的微生物」）は、検出が所
望される任意の種類の微生物であってよく、細菌、放線菌、真菌類等が挙げられる。標的
微生物は、例えば、食中毒または感染症の原因菌であり得る。具体的には、例えば、ブド
ウ球菌属菌（例：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）等の黄色ブドウ球菌等）、
カンピロバクター属菌（例：カンピロバクター・ジェジュニ、カンピロバクター・コリ、
カンピロバクター・フェタス、カンピロバクター・スプトルム等）、サルモネラ属菌（例
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：サルモネラ・チフィ、サルモネラ・パラチフィＡ、サルモネラ・エンテリチジス、サル
モネラ・チフィムリウム、サルモネラ・コレラスイス、サルモネラ・ダブリン等）、エシ
ェリヒア属菌（例：腸管出血性大腸菌（Ｏ１１１、Ｏ１５７等）等）、ビブリオ属菌（例
：コレラ菌、腸炎ビブリオ等）、レジオネラ属菌（例：レジオネラ・ニューモフィラ等)
、シゲラ属菌（例：シゲラ・ソンネイ、シゲラ・ディゼンテリエ、シゲラ・フレキシネリ
ー、シゲラ・ボイデイ等）、クロストリジウム属菌（例：ボツリヌス菌等）、リステリア
属菌（例：リステリア・モノサイトゲネス等）、マイコバクテリウム属菌（例：マイコバ
クテリウム・ツベルクロシス等）、クリプトスポリジウム属菌（例：クリプトスポリジウ
ム・パルバム等）、コクシエラ属菌（例：コクシエラ・バーネッティイ等）、フランシセ
ラ属菌（例：フランシセラ・ツラレンシス等）、バチルス属菌（例：セレウス菌（例：バ
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チルス・セレウス）、バシラス・アントラシス等）、エルシニア属菌（例：エルシニア属
ペスティス等）等が挙げられる。特に、食品の衛生検査の目的のために好ましい標的微生
物として、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、カンピロバクター属菌（例：カ
ンピロバクター・ジェジュニ、カンピロバクター・コリ、カンピロバクター・フェタス、
カンピロバクター・スプトルム等）、サルモネラ属菌（例：サルモネラ・チフィ、サルモ
ネラ・パラチフィＡ、サルモネラ・エンテリチジス、サルモネラ・チフィムリウム、サル
モネラ・コレラスイス、サルモネラ・ダブリン等）、腸管出血性大腸菌（Ｏ１１１、Ｏ１
５７等）、ビブリオ属菌（例：コレラ菌、腸炎ビブリオ等）、レジオネラ属菌（例：レジ
オネラニューモフィラ等)、セレウス菌（例：バチルス・セレウス）等が挙げられる。標
的微生物は、検出のために使用するナノ粒子や、それに担持されるプローブに応じて、１
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種または２種以上であり得る。
【００１３】
以下、本発明の方法の各工程について説明する。
【００１４】
［工程（１）］
検査試料からのＤＮＡの抽出は、自体公知の方法に従って行うことができ、例えばフェ
ノール抽出法、フェノール・クロロホルム抽出法、アルカリ溶解法、ボイル法等を用いる
ことができる。また、市販のＤＮＡ抽出キットや核酸自動抽出装置を用いてＤＮＡを抽出
する方法が挙げられる。
10

【００１５】
抽出したＤＮＡの一本鎖ＤＮＡへの解離は、後述するプローブ修飾粒子とＤＮＡとを混
合する前に行ってもよいし、混合後に行ってもよいが、一本鎖ＤＮＡとプローブとのハイ
ブリダイゼーションを効率よく行うために、通常、混合後に行われる。一本鎖ＤＮＡへの
解離は、熱変性（例：９５℃、１０分間）により行うことができる。
【００１６】
［工程（２）］
工程（２）では、得られた一本鎖ＤＮＡと、上記の第１のプローブが表面に担持されて
おりかつ磁性を有する少なくとも１つの第１の粒子と、上記の第２のプローブおよび電気
化学的活性物質が表面に担持されている非磁性金属ナノ粒子からなる少なくとも１つの第
２の粒子とを適切な溶液中で接触させ、該一本鎖ＤＮＡを介して第１の粒子と第２の粒子
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とが連結された複合体を形成させる。
【００１７】
第１の粒子を構成する粒子は、それ自体が磁性粒子であってもよいし、磁性物質を被覆
した粒子であってもよい。磁性粒子の材料は特に限定はされないが、通常、金属または金
属酸化物の粒子であり、例えば、Ｎｉ粒子や金属鉄、Ｆｅ３Ｏ４、γ‑Ｆｅ２Ｏ３、Ｃｏ‑
γ‑Ｆｅ２Ｏ３、（ＮｉＣｕＺｎ）Ｏ・（ＣｕＺｎ）Ｏ・Ｆｅ２Ｏ３、（ＭｎＺｎ）Ｏ・
Ｆｅ２Ｏ３、（ＮｉＺｎ）Ｏ・Ｆｅ２Ｏ３、ＳｒＯ・６Ｆｅ２Ｏ３、ＢａＯ・６Ｆｅ２Ｏ
３、ＳｉＯ２で被覆したＦｅ３Ｏ４[Emzyme

Microb. Technol., vol. 2, p. 2‑10 (1980)

参照]等の各種フェライト粒子、およびそれらと各種の高分子材料（例：ナイロン、ポリ
アクリルアミド、ポリスチレン等）との複合粒子であってよい。第１の粒子の平均粒径は
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、通常、１０ｎｍ〜１００μｍであり、好ましくは５０ｎｍ〜５μｍであり、より好まし
くは１００〜５００ｎｍである。平均粒径は、一般的な動的光散乱測定装置を用いて測定
することができる。
【００１８】
第１の粒子の表面には、標的微生物のＤＮＡの一鎖中の第１の領域の塩基配列にストリ
ンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有する第１のプローブが担持されて
いる。第１の領域は、標的微生物のＤＮＡにおいて既知の塩基配列を有する領域から選択
される。単一の標的微生物についての特異的検出が所望される場合、該微生物に特有の塩
基配列を有する領域が第１の領域として選択される。あるいは、複数の標的微生物につい
ての一括的検出が所望される場合、それらの微生物の間で相同性が高い塩基配列を有する
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領域が第１の領域として選択される。
【００１９】
第１のプローブは、ＤＮＡ、ＲＮＡまたは人工合成核酸（ＰＮＡ、ＬＮＡ、ＢＮＡ等）
であり得るが、通常、ＤＮＡである。プローブの塩基長としては、通常２０〜１００塩基
であり、好ましくは２５〜５０塩基であり、より好ましくは２５〜３０塩基である。
【００２０】
上記のストリンジェントな条件としては、(1) 洗浄に低イオン強度および高温、例えば
、50℃で0.015 M 塩化ナトリウム/0.0015 M クエン酸ナトリウム/0.1% 硫酸ドデシルナト
リウムを使用し、(2) ホルムアミドのような変性剤、例えば、0.1% ウシ血清アルブミン/
0.1% フィコール/0.1% ポリビニルピロリドン/750 mM 塩化ナトリウム、75 mM クエン酸
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ナトリウムを含む50 mM リン酸ナトリウム緩衝液 (pH 6.5) とともに、50% (v/v) ホルム
アミドを42℃で使用することを特徴とする反応条件が例示される。あるいは、ストリンジ
ェントな条件は、50% ホルムアミド、5xSSC (0.75 M NaCl、0.075 M クエン酸ナトリウム
)、50 mM リン酸ナトリウム (pH 6.8)、0.1% ピロ燐酸ナトリウム、5xデンハート溶液、
超音波処理鮭精子DNA (50 mg/ml)、0.1% SDS、及び10% 硫酸デキストランを42℃で使用し
、0.2xSSC及び50% ホルムアルデヒドで55℃で洗浄し、続いて55℃でEDTAを含有する0.1xS
SCからなる高ストリンジェント洗浄を行うものであってもよい。当業者は、プローブ長等
のファクターに応じて、ハイブリダイゼーション反応および／または洗浄時の温度、緩衝
液のイオン強度等を適宜調節することにより、容易に所望のストリンジェンシーを実現す
ることができる。ハイブリダイゼーションは、自体公知の方法あるいはそれに準じる方法

10

、例えば、Molecular Cloning, 2nd ed. (J. Sambrook et al., Cold Spring Harbor Lab
. Press, 1989) に記載の方法などに従って行なうことができる。また、市販のライブラ
リーを使用する場合、ハイブリダイゼーションは、添付の使用説明書に記載の方法に従っ
て行なうことができる。
第１の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有
するプローブとしては、例えば、第１の領域の塩基配列に相補的な塩基配列と約70%以上
、好ましくは約80%以上、より好ましくは約90%以上、更により好ましくは約95%以上、特
に好ましくは約97%以上、最も好ましくは100%の相同性を有する塩基配列を含有する核酸
などが挙げられる。本明細書における核酸配列の相同性は、例えば、相同性計算アルゴリ
ズムNCBI BLAST (National Center for Biotechnology Information Basic Local Alignm
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ent Search Tool) を用い、以下の条件 (期待値=10; ギャップを許す; フィルタリング=O
N; マッチスコア=1; ミスマッチスコア=‑3) にて計算することができる。
【００２１】
磁性粒子と第１のプローブとの結合様式としては、物理吸着、イオン結合、共有結合等
が挙げられるが、不可逆的な結合を実現するために共有結合が望ましい。両者の共有結合
は、核酸プローブの一つの末端に第一の官能基を導入し、該官能基と結合できる第二の官
能基を磁性粒子に導入し、両者を結合することにより得ることができる。第一の官能基と
して、イソシアネート基、エポキシ基、ホルミル基、メルカプト基等が挙げられ、第二の
官能基として、アミノ基が挙げられる。第一の官能基および第二の官能基の組み合わせを
前記と逆のものとしてもよい。更に、第一の官能基として、マレイミジル基、α，β‑不
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飽和カルボニル基、α‑ハロカルボニル基、ハロゲン化アルキル基、アジリジン基および
ジスルフィド基等が挙げられ、第二の官能基としては、チオール基が挙げられる。第一の
官能基および第二の官能基の組み合わせを前記と逆のものとしてもよい。官能基が導入さ
れた磁性粒子として、市販のものを利用することもできる。あるいは、後述の実施例に示
されるように、磁性粒子にアミノ基を導入し、該アミノ基とSulfo‑SMCCのN‑ヒドロキシコ
ハク酸活性化エステルとを反応させた後、更に反応生成物中のSulfo‑SMCCに由来するマレ
イミド基と、末端にチオール基を導入した第１のプローブとを結合させてもよい。
【００２２】
第２の粒子は、非磁性金属ナノ粒子から構成される。非磁性金属ナノ粒子としては、金
、銀、銅、アルミニウム、マグネシウム等のナノ粒子が挙げられる。安定性およびチオー
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ル基との親和性の観点から、金ナノ粒子が好ましい。第２の粒子の平均粒径は、通常、１
０〜５００ｎｍであり、好ましくは１０〜１００ｎｍである。平均粒径は、一般的な動的
光散乱測定装置を用いて測定することができる。
【００２３】
第２の粒子の表面には、標的微生物のＤＮＡの第１のプローブに関して述べたものと同
じ一鎖中の、第１の領域とは重複しない第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件
下でハイブリダイズする塩基配列を有する第２のプローブ、および、電気化学的活性物質
が担持されている。第２の領域についても、第１の領域とは重複しないという条件の下で
、第１の領域と同様の基準に従って選択することができる。該２つの領域は、通常、５０
〜２００００塩基、好ましくは１００〜３００塩基だけ離れた位置に対応する。両領域が
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近過ぎる場合、一方のプローブと標的ＤＮＡとのハイブリダイゼーションが他方のプロー
ブと標的ＤＮＡとのハイブリダイゼーションを妨害する可能性があり、一方、両領域が離
れ過ぎている場合、ステムやヘアピンを形成する可能性がある。
【００２４】
第２のプローブについても、ＤＮＡ、ＲＮＡまたは人工合成核酸（ＰＮＡ、ＬＮＡ、Ｂ
ＮＡ等）であり得るが、通常、ＤＮＡである。プローブの塩基長としては、通常２０〜１
００塩基であり、好ましくは２５〜５０塩基であり、より好ましくは２５〜３０塩基であ
る。
【００２５】
ストリンジェントな条件についても、第１のプローブで説明したものが適用される。
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第２の領域の塩基配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズする塩基配列を有
するプローブとしては、例えば、第２の領域の塩基配列に相補的な塩基配列と約70%以上
、好ましくは約80%以上、より好ましくは約90%以上、更により好ましくは約95%以上、特
に好ましくは約97%以上、最も好ましくは約100%の相同性を有する塩基配列を含有する核
酸などが挙げられる。核酸配列の相同性は、上記と同様にして計算することができる。
【００２６】
電気化学的活性物質は、電気化学的に検出可能な物質であって、かつ金属ナノ粒子に連
結可能なものであれば特に制限されない。電気化学的活性物質は、例えば、可逆な酸化還
元反応時に生じる酸化還元電流を測定することで物質の検出が可能な、酸化還元性を有す
る化合物を挙げることができる。具体的には、例えば、フェロセン、フェロセン誘導体（

20

例：ヒドロキシメチルフェロセン、Ｎ，Ｎ，Ｎ−トリメチルアミノメチルフェロセン等）
、ｐ−アミノフェノール、フェロシアン化カリウム、ビピリジニウム誘導体等が挙げられ
る。
【００２７】
第２のプローブおよび電気化学活性物質の金属ナノ粒子との結合様式は、互いに同じ種
類のものであってもよいし、互いに異なる種類のものであってもよく、例えば、物理吸着
、イオン結合、共有結合等が挙げられる。例えば、金属ナノ粒子とチオール基との親和性
を利用して、チオール化した第２のプローブおよび電気化学活性物質を金属ナノ粒子と室
温で混合し、自己組織化により第２のプローブおよび電気化学活性物質を金属ナノ粒子の
表面に担持させることができる。
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【００２８】
上述の一本鎖ＤＮＡ、第１の粒子および第２の粒子を接触させ、一本鎖ＤＮＡ中の第１
の領域と第１のプローブとの間、および、一本鎖ＤＮＡ中の第２の領域と第２のプローブ
との間でハイブリダイズさせることにより、一本鎖ＤＮＡを介して第１の粒子と第２の粒
子とが連結された複合体を形成させる。ハイブリダイゼーションは、自体公知の方法ある
いはそれに準じる方法、例えば、Molecular Cloning, 2nd ed. (J. Sambrook et al., Co
ld Spring Harbor Lab. Press, 1989) に記載の方法などに従って行なうことができる。
ハイブリダイゼーションは、通常、室温〜７０℃（例：４５℃）にて０．５〜２０時間（
例：２時間）かけて行われる。
【００２９】
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［工程（３）］
工程（３）では、磁気的相互作用を介して複合体が回収される。回収は、例えば以下の
通りに行うことができる。ハイブリダイゼーション後の反応液を含むマイクロチューブ等
の容器の外側からマグネットを近付けて、第１の粒子との磁気的引力を生じさせ、それに
より複合体を容器の壁面に吸着させる。その状態で溶液を廃棄する。不純物を排除するた
めに、溶液廃棄後の容器内にリン酸カリウム緩衝液等の洗浄液を加えた後、上記と同様の
磁気的分離を再度行うことが好ましい。
【００３０】
［工程（４）］
工程（４）では、回収した複合体を電気化学測定に供し、それにより電気化学的活性物
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質を検出する。電気化学測定法は、電気化学的活性物質の検出が可能である限り、特に制
限されない。作用極および対極からなる２電極方式を用いてもよいし、作用極、参照極お
よび対極からなる３電極方式を用いてもよい。測定の信頼性を高めるために、３電極方式
が好ましい。好ましい電極材料としては、例えば、作用極のためには白金、金、炭素、参
照極のためには銀／塩化銀、対極のためには白金、金、炭素が挙げられる。また、カーボ
ンナノチューブ、カーボンマイクロコイル、カーボンナノホーン、フラーレン、デンドリ
マーおよびそれらの誘導体等のカーボン材料を用いることもできる。これらのカーボン材
料は、それらの独特の特性（構造、導電性等）から電極材料に適しており、電極感度の増
大をもたらし得る。所定の期間、所定の電位をスクリーンプリント電極にかけてバックグ
ラウンドを安定化させてから測定を行うことが好ましい。バックグラウンドの安定後、適
当な緩衝液（例：５０ｍＭ

リン酸カリウム緩衝液（ｐＨ
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６．５））中に懸濁させたハ

イブリダイゼーション産物を電極に滴下し、電流を測定することができる。ハイブリダイ
ゼーション産物の代わりに緩衝液のみを滴下して同様に電流を測定した時の電流値をバッ
クグラウンドとし、サンプルにおいて観測された電流からバックグラウンドを差し引くこ
とが好ましい。
【００３１】
電流を増幅するために、電極上での酵素−基質反応を利用することも好ましい。この方
法は、ハイブリダイゼーション産物と同様に酵素および基質を電極に滴下し、電極上で酵
素反応を生じさせることにより行うことができる（ドロップ法）。ドロップ法は簡便であ
り、かつ高感度の測定を可能とする。一方、更に高感度の測定が所望される場合、酵素を

20

電極上に多層に固定する方法を採用することもできる（レイヤー・バイ・レイヤー法）。
電流測定のために電気化学的活性物質の酸化電位が印加される場合、電流を増幅するため
に、酸化酵素（オキシダーゼ）およびその基質が利用される。任意の酸化酵素と基質の組
み合わせを利用できるが、例えば、Ｌ−プロリン脱水素酵素とＬ−プロリン、グルコース
オキシダーゼとグルコース、グルタミン酸オキシダーゼとグルタミン酸、ピルビン酸オキ
シダーゼとピルビン酸、アルコールオキシダーゼとエタノール、乳酸オキシダーゼと乳酸
、尿酸オキシダーゼと尿酸等が挙げられる。一方、電流測定のために電気化学的活性物質
の還元電位が印加される場合、電流を増幅するために、還元酵素（レダクターゼ）および
その基質が利用される。任意の還元酵素と基質の組み合わせを利用できるが、例えば、ア
ルドースレダクターゼとアルドース、硝酸レダクターゼと硝酸、ジヒドロ葉酸レダクター
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ゼとジヒドロ葉酸、グルタチオンレダクターゼとグルタチオン等が挙げられる。酵素−基
質反応のための適切な補因子もあわせて滴下することが好ましい。
【００３２】
電気化学測定の結果として電気化学的活性物質が検出された場合、検査試料中には標的
微生物が存在したことが決定される。
【００３３】
（試薬キット）
【００３４】
本発明はまた、上述の本発明の方法を実施するための試薬キットを提供する。該試薬キ
ットは、上記の少なくとも１つの第１の粒子と上記の少なくとも１つの第２の粒子を組み
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合わせてなる。第１の粒子と第２の粒子は、別個の容器内に存在する形態であってもよい
し、単一の容器内に混合された形態であってもよい。複数種類の第１の粒子および／また
は第２の粒子が試薬キット中に含まれてもよい。また、該試薬キットは、電気化学測定に
おいて電流を増幅するための上述の酵素および基質を含んでもよい。各用語の定義および
好ましい態様は、本発明の方法において上述した通りである。
【００３５】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れない。
【実施例】
【００３６】
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1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の検出
【００３７】
本発明の方法を用いて、MRSAの検出試験を行った。
【００３８】
[材料の調製]
MRSA
試験用のMRSAとしては、ATCC‑70060 (ATCCTM)(関東化学より購入)を用いた。
プローブ
プローブの設計は、DNA Data Bank of Japan (DDBJ)等のゲノムDNAデータベースに登録

10

されたMRSA DNAの配列情報に基づいて行った。MRSAのmecA領域の一部分と完全に相補的な
塩基配列を有する以下の2種類のプローブを合成した。
DNAプローブ1：5

‑TCTGGAACTTGTTGAGCAGAGGTTC‑3

（配列番号：1）

DNAプローブ2：5

‑GCTTTGGTCTTTCTGCATTCCTGG‑3

（配列番号：2）

磁性ナノ粒子(MNP)‑DNAプローブ1コンジュゲート
MNPの表面にDNAプローブ1が担持されたMNP‑DNAプローブ1コンジュゲートを以下の通り
に作製した。
MNPとしては、Therma‑Max LAm Amine (Wako)を用いた。MNP （1mg）とSulfo‑SMCC（300
μg; Thermo Scientific）とを100mM リン酸緩衝液(pH 7.2)中、室温で2時間静置するこ
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とにより、MNPのアミノ基とSulfo‑SMCCのN‑ヒドロキシコハク酸活性化エステルとを縮合
させた。洗浄後、チオール化したDNAプローブ1 （5nmol）を加え、室温で8時間静置する
ことにより、縮合物中のSulfo‑SMCCに由来するマレイミド基をDNAプローブ1のチオール基
と反応させ、MNP‑DNAプローブ1コンジュゲートを得た。
金ナノ粒子(AuNP)‑DNAプローブ2‑フェロセンコンジュゲート
AuNPの表面にDNAプローブ2およびフェロセンが担持されたAuNP‑DNAプローブ2‑フェロセ
ンコンジュゲートを以下の通りに作製した。
AuNPとしては、Gold colloid (15nm)(British BioCell International)を用いた。AuNP
（500μg）と、チオール化したDNAプローブ2 (4nmol)と、11‑フェロセニル‑1‑ウンデカ
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ンチオール (400nmol)とを水:エタノール中、室温で48時間撹拌し、チオールの金に対す
る自己組織化によりAuNP‑DNAプローブ2‑フェロセンコンジュゲートを得た。
【００３９】
[ハイブリダイゼーションおよび磁気分離]
MRSAを溶菌し、フェノール・クロロホルム等により2本鎖ゲノムDNAを抽出した。抽出し
た2本鎖DNA (100μl)にMNP‑DNAプローブ1コンジュゲートおよびAuNP‑DNAプローブ2‑フェ
ロセンコンジュゲート（各3μl）を加えた後、熱処理(95℃, 10分)により2本鎖DNAを変性
させ、1本鎖DNAにした。その後、45℃で2時間ハイブリダイゼーションさせた。42℃にお
いて、ハイブリダイゼーション産物を磁気分離した状態で溶液を除去した後、50mM リン
酸カリウム緩衝液(pH 6.5)で洗浄を行い、再び磁気分離を行い、ハイブリダイゼーション
産物を回収した。
【００４０】
[ハイブリダイゼーションの確認]
ハイブリダイゼーションを確認するために、PCRを行った。PCRは以下の手順で行った。
回収したハイブリダイゼーション産物を超純水にて3回洗浄したものをPCRのために用い
た。PCR用の反応混合液の組成は以下の通りである。
【００４１】
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【表１】
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【００４２】
PCRの条件は、94℃で5分の後、94℃で30秒、55℃で30秒、72℃で9秒を30サイクル行い
、72℃で7分の後、4℃で保存した。
PCR後のサンプルをアガロースゲルで電気泳動し、増幅されたDNA断片を確認した。電気
泳動の結果を図1に示す。図1中、Mのレーンはマーカーに対応し、1および2のレーンはそ
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れぞれ40.2μgおよび26.7μgのゲノムDNAと修飾ナノ粒子とをハイブリダイゼーションさ
せたものに対応し、3のレーンは24.6μgのゲノムDNA、4のレーンは修飾ナノ粒子のみで同
様にハイブリダイゼーションの操作を行ったものに対応する。結果は、ハイブリダイゼー
ションさせたレーン1、2は146塩基対の位置にバンドが現れ、ハイブリダイゼーションさ
せていない3、4はバンドが現れなかったことを示している。これにより、本研究で合成し
たプローブ修飾ナノ粒子を用いることで、ハイブリダイゼーションが生じることや、ハイ
ブリダイゼーション産物を分離、抽出できたことが確認された。
【００４３】
[電気化学測定]
電気化学測定は、対極、参照極および作用極を有するスクリーンプリント電極(アズバ
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イオ社)（電位制御装置：BAS社 Model 800B）を使用する3電極方式で行った。本研究では
、フェロセンを酸化させ、この時の電子移動を電極で検知するというシステムを採用した
。また、この電流を増幅するためにL‑プロリンとL‑プロリン脱水素酵素を電極上へドロッ
プするドロップ法を使用した。基質と酵素の触媒反応により生じる電子が酸化体のフェロ
センと反応することで、還元体のフェロセンを増やすことができる。そのため、フェロセ
ンの酸化電位を印加することで、より多くの電子を電極に流すことが可能となる。図2に
は、基質および酵素を使用した場合と使用していない場合のサイクリックボルタンメトリ
ーを示している。この図は、基質と酵素を用いることで、電流値を増幅できることを示し
ている。
【００４４】
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電気化学測定は具体的には以下の通りに行った。
スクリーンプリント電極に+0.25Vの印加電位(vs. Ag/AgCl)を40分かけてバックグラウ
ンドを安定させた。電極上に、50mMリン酸カリウム緩衝液(pH 6.5) 10μlへ懸濁させたハ
イブリダイゼーション産物を滴下し、電流が安定した後に、100mM L‑プロリン2μlおよび
342pM L‑プロリン脱水素酵素2μlを混合したものを滴下し、フェロセンの酸化による電流
応答を測定した。電流応答は、基質および酵素の滴下前と滴下から100秒後の電流値の差
をΔiとし、また、ハイブリダイゼーション産物の代わりに50mMリン酸緩衝液(pH 6.5)を
滴下し、その後同様に測定した時の電流値をバックグラウンドとし、サンプルにおいて観
測されたΔiから差し引くことでサンプルの電流応答とした。電流応答の結果を下記表2お
よび図3に示す。
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【００４５】
【表２】

【００４６】
結果が示すように、約7fmolのMRSA由来のゲノムDNAについて約100pAの電流応答が観測

10

され、7fmolから17fmolの間である程度の直線性が得られた。
【００４７】
更に、このセンシングシステムの選択性を確認するために、MRSAおよび大腸菌のDNAを
用い、上記と同様の条件で測定を行った。結果を図4に示す。結果は、MRSAのDNAでは電流
値の増幅が見られた一方、大腸菌のDNAでは電流値が増幅されていないことを示している
。20.0fmolの大腸菌DNAに対して観測された電流応答は‑30.5pAであった。以上のことから
、本システムは標的DNAに対する高い選択性を有することが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
本発明の方法により、高い感度での有害微生物の検出を迅速、簡便かつ安価に行うこと
ができる。本発明の方法は、プローブの選択により、あらゆる種類の微生物の検出を可能
とする。電極上での酵素−基質反応を利用する実施形態により、更に高い感度の有害微生
物の検出が可能となる。本発明はまた、そのような方法を行うための試薬キットも提供す
る。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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