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抄　庫　　　　　　　　　を用いた　　　　　　　による　　　　　法で　　　　　細胞から発現す

るβ　　　　　　　　　　の定量化を試みた　　　一9細胞を　　βで刺激すると,濃度依存的に

の発現はup-　　　　　していた｡この時　　　　　　　　解析でシングルピークが

楊られ,アガロースゲル上でもシングルバンドが待られた.

このことより　　　　　　　　　を用いた　　　　　　はβ　　　　　　　　　　の発現を定量

化するのに有効な方法であることが実証されたo

辛-ワード　　　　　　　　定義的　　　　　　β

緒　　　　　盲

組織,細胞における　　　　の発塊を同定す

るため　　　　　　　　法　　　　　　法が用い

られてきた｡　　　　　　　法は簡便で容易に

の発現を同定できることから,多用され

てきている｡しかしながら,その定室的評価は困

難であり,定室的評価を行うためにこれまでいく

つかの方法が試みられてきた　｡その結果,

簡便であるはずの　　　　　法をより複雑にす

ることになっている｡最近,蛍光発色により,

法による増幅　　　産物室を評価す

ることのできる　　　　　　が開発された

われわれは先頃,抗細菌性タンパクである

β　　　　　の,様々なとトロ腔后平上皮癌由来

細胞株での発現様式を　　　　　法により明らか

にした6'｡ β　　　　　には　　　　と　　　が

あるが　　　　はある種のサイトカインでそ

の発現の変動することが解ってきている7)｡本

研究では, β　　　　　　の発現を検索する際

の　　　　　　　の有用性を検索するために,

ヒトロ腔后平上皮癌由来細胞株　　　を用い,

β添加時のヒトβ　　　　　　　　　　の発

項を　　　　　　　　による蛍光標識法を用いて

検討した｡
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認されている口腔由来后平癌細胞株　　　を用

いた6)｡　　　　含有DMI∃Mにて48時間培養

を行った後,培養液を血活の含有しない

に交換し　　　β　　　　　　　　　　っ

を　　　　　　　　　　添加し24時間培養を行っ

た｡その後,それそれから

を用いて

RNAの抽出を行い　　　　室を吸光度計Bio-

島津,京都)にて測定し

プライマー　　　　を用いて　　　を作製し

た｡ β　　　　　　　　　　の定量的発現状態を

観察するために

による　RTI

PCR法を行った｡プライマーとして

および

を用い

た8)｡蛍光色素として, 2本鎖DNA特異的色素

である

を用い　　　　を最終濃度

を4mMの条件で　　　　　　　による増幅を

行った｡尚,プライマーダイマーの形成を防ぐた

め　　　　　　　　　は予め

を加え,ホットスタート

により行った｡　　　　サンプルをそれぞれ

1 mlづっ加え　　　産物定量のために外部標

準法を用いたO　すなわち,定量サンプル以外に

βを添加していないサンプルの　　　　をコ

ントロールとして　　　　　　　　　　　定量時

に同時に増幅することでそれぞれの結果を検量線

に置き換え,これを使って実験サンプルを定量し

た｡増幅産物は　　　　　　　解析と,さらに

最終的な産物を2 %アガロースゲルで電気泳動

後,トランスイルミネークー(コスモバイオ,秦

京)で観察し,シングルバンドの確認を行った｡

尚,インターナルコントロールとして

のプライマ　　　　　　を用いた｡今回行った

の温度設定次ぎのようである｡

Denaturation : 95℃ 2　min, Amplification ･.

stepl. 95oCOsec,step2. 55oC5sec,steps.

72oCIOsec, Melting curve analysis : Step l.

95℃　　　　　　　　　　o oC 0
o

結　　　　　果

SCC-9のβ　　　　　　　　　　　の増幅産物

を　　　　　　　　でリアルタイムにモニタリン

グすると　　　　　　の　　βを添加したもの

で,増幅曲線の立ち上がりが最も早く,発現が鼻

も強いことが明らかであった｡その他, IL-1β

を添加したものではいずれの濃度でも,無添加の

ものに比べて増幅曲線の立ち上がりが早く,発現

の高いことが明らかであった｡検量線を用いた定

義では,増幅曲線を対数関数曲線で表わし,平行

になったところでサイクル数の少ない方から3点

をとり比較した｡その結果無添加では

βを　　　　　添加したものでは

では　　　　　　　　　　　では　　　　と

なり, β　　　　　　　　　　の発≠鋸ま　　β添

加により濃度依存的に上昇していることが明らか

であった｡また,最も発現の強かった

mlでは,無添加に比べ,約2.5倍の発現となっ

ていた｡　　　　　　　解析では融解温度が

oCでピークが-一一つであり,最終PCR産物のゲル

上での観察でもシングルバンドであり,増幅検出

された蛍光強度は単一のPCR産物に由来するも

のであることを示唆していた｡また,インターナ

ルコントロールとして用いた　　　　の増幅曲

線は指関数曲線が平行になっている範囲ですべて

ほぼ一致していた｡

考　　　　　察

本研究では　　　　　　　を用いて　　　の

と卜β　　　　　　　　　　　の発寛が　　　βに

よって　　　　　　　　されることを定量的に実

証した｡

による定量的pCR法は　　　年

に始めて報害された方法であり　　翌年,市販

されるようになった｡最近になり,これを用いた

法による臨床診断-の応用も試みられ

てきている　｡
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図1増幅指数関数曲線による定量

は　　　βを　　　　　添加した　　　をそれぞれ
に加えたもので,この結果を検量線に置き換えた｡ IL-1b添加群ではコントロールに比べて,約2.5倍の

β　　　　　の発現上昇が観察される｡
βの　　　への影響

β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β

し1β　　　　　　　　　し1β　　　　　　　　　　　β

を用いたPCR法を行う際に　　　　　　　を用いる方法がある　　　　　｡前者

pcR増幅物を蛍光発色させる方法として,　　　は基本的にはどのプライマーにも適応でき,簡便

よる方法と　　　　　　　　　　　だという利点があるが,特異性に劣ることのある

-　51 -
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図2 Meltingcurve解析   
Meltingcurve解析により増幅検地された蛍光色素は，単一のPCR産物に由来することを示唆しており（矢  

印），primerdimer（矢じり印）もはとんど認められない  

では，簡便さを重視．しSYBRGreenを用いた  

が，Meltingeurve解析ではど⊥クが一つであ  

り，アガロースゲル上でもシングルバンドとなっ  

ており，得られた結果は極めて特異性の高いも  

のとなっていた。このように，特異性が高く，プ  

l
 
l
 
 

254bp  

イマーダイマーのみられない時には，SYBER reenトを用いた方法でも，定量の信頼性の高い のと考えられた。定量する際の検量線を得るに  図3 PCR最終産物のアガロース電気泳動  
増幅DNAをゲル上で観察すると，シング  

ルバンドであることが明らかである。  
は，通常，ターゲットとするDNAで濃度が明ら  

かになっているものを用いる必要がある11）12）13）  

本研究では，ターゲットとするDNAの量を3  

段階に変えることによって検量線を得た。ター  

ゲットとするmRNAの発現がすでに明らかに  

なっているもので，その発現変化を観察する実験  

では，本方法は有効であるものと考えられた。   

という欠点がある12）。一方後者は，標的とする  

cDNAによってデザインされたプライマーに  

よって変えなくてはいけないが，蛍光増幅産物は  

極めて特異的であるという利点がある13）。本研究  
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■   

図4 G3PDHの増幅指数関数曲線  
コントロールとして用いたG3PDHの蛍光強度はいずれも同様である。  
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Abstract

β

β

1β

electrophoresis of the PCR products also revealed a single band. These results indicate that

β

defensin 2 mRNA.　　　　　　　　　　　　　　　　(The Shihwa Gahuho, loo : 277-282, 2000)
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