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令和４年３月１５日 

 

事業実施報告書 

 

1. 事業名 ：令和３年度植物品種等海外流出防止総合対策委託事業 

 

2. 課題名 ：種子伝染性病害の検査手法の開発等の取組 

 

3. 課題目標 ：ダイコン種子の黒斑細菌病菌（Pseudomonas syringae pv. 

maculicola および Pseudomonas cannabina pv. alisalensis）

検査マニュアル（案）の作成 

 

4. 実施期間 ：令和３年度 

 

5. 担当機関 ：農研機構 種苗管理センター 試験・検査部 種苗検査課 

 

6. 試験方法 

 農研機構植物防疫研究部門において開発されたダイコン種子の黒斑細菌

病（Pseudomonas syringae pv. maculicola および Pseudomonas cannabina 

pv. alisalensis；以下、Psm および Pca）検出法に基づき試験を実施した。

当該検出法を種苗管理センターの依頼検査に実装することを想定し、本試験

では主に、 

① 選択培地検定、遺伝子解析および病原性試験の精度確認 

② 汚染度の異なる複数のダイコン種子試料からの黒斑細菌病菌の確実

な検出 

について試験を実施し、検査マニュアル案を作成した。 

  

7. 試験結果 

① 農研機構遺伝資源センターから分譲された菌株について、2 種類の選択

培地（mKBC及びmKBTA）上でのコロニーの生育速度、色味、形状な

どの性状について確認した。その結果、2種類の病原菌のうち Pcaにつ

いては、同一菌株であっても異なる性状を示す場合があることが確認さ

れ、当該検定における重要管理点（CCP）とした。また、遺伝子解析お

よび病原性試験の手法については、ベースとした検出法の通り想定され

る検出精度を得ることができた。 
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② 汚染度の異なる試料を準備し、種苗検査課、病害検査担当者 4名にて室

内試験を実施した。その結果、供試した 10 試料全てについて 4 名とも

想定される正しい結果を得ることができた（別紙１）。 

③ 試験①及び②の結果にもとづき、検査マニュアル案（別紙２）を作成し

た。 

 

8. 引用規格・参考資料 

① Inoue Y., Takikawa Y. (2021) Primers for specific detection and 

identification of Pseudomonas syringae pv. maculicola and P. 

cannabina pv. alisalensis. Applied microbiology and biotechnology 

105,1575–1584 

② 井上康宏 特開 2021-122216 「アブラナ科黒斑細菌病菌判定用プライマ

ーセット、及びこのプライマーセットを用いたアブラナ科黒斑細菌病の

検査方法」 2021 年 8月 30 日公開 

③ International Seed Testing Association (2017) International Rules for 

Seed Testing, Edition 2017, Annexe to Chapter 7: Seed Health Testing 

Methods, 7-019a: Detection of Xanthomonas campestris pv. 

campestris on Brassica spp. 

④ 「ダイコン種子からの黒斑細菌病菌検査標準作業手順書-公開版-」、農研

機構、SOP21-404K、2022年 1月 7日初版発行 

 

9. その他 

・ 別紙１；「室間試験結果について」 

・ 別紙２；「ダイコンの Pseudomonas syringae pv. maculicola および

Pseudomonas cannabina pv. alisalensisの検査」マニュアル

案 



別紙１ 

令和４年３月１５日 

種苗管理センター 

試験・検査部 種苗検査課 

 

室内再現性試験結果について 

 

1．試験目的 

ダイコンの Pseudomonas syringae pv. maculicola（Psm）および

Pseudomonas cannabina pv. alisalensis（Pca）検査マニュアル（案）を作

成するにあたり、農研機構、植物防疫研究部門にて開発された当該病害の検

出法の妥当性を室内試験により確認する。 

 

2．実施期間 

 2021年 11月から 2022年 1月まで 

 

3．実施者 

種苗検査課 大﨑 康平、松田 輝子、篠坂 響、佐藤 仁敏 

 

4．実施方法 

 大﨑が準備した汚染度の異なるダイコン種子試料（表 1 参照）について、

上記１の検出法を用いて黒斑細菌病菌の有無を確認する。 

 

5．試験結果 

 試験の結果を表 1に示した。準備した全ての試料について想定される正し

い結果が得られた。なお、試料 F 及び G については培地上のコロニー数が

少なく、一部の実施者は標準培地による分離工程以降を実施することができ

なかった。 

以上の結果からダイコン黒斑細菌病検出法について、種苗管理センター内

における妥当性が確認されたので、当該検査マニュアル案を作成した（別紙

2）。 

  



別紙１ 

表 1．室内再現性試験の結果 

 

 

以上 

 

大﨑 松田 篠坂 佐藤

-1 不検出 Pca Pca Pca

-2 Pca Pca 不検出 Pca

-1 Psm Psm 不検出 Psm

-2 Psm Psm Psm Psm

-1 Psm Psm Psm Psm

-2 Psm Psm 不検出 Psm

-1 不検出 不検出 不検出 不検出

-2 不検出 不検出 不検出 不検出

-1 不検出 不検出 不検出 不検出

-2 不検出 不検出 不検出 不検出

-1 Pca Pca Pca ＊

-2 Pca Pca 不検出 ＊

-1 Psm Psm Psm ＊

-2 Psm Psm Psm ＊

-1 Pca Pca 不検出 Pca

-2 Pca Pca Pca Pca

-1 Psm Psm Psm Psm

-2 Psm Psm 不検出 Psm

-1 Pca Pca Pca Pca

-2 Pca Pca Pca Pca

試料＃
想定される結果
（汚染度）

Pca

（中）

Psm

（高）

Pca

（中）

D

E

F

G

H

I

J

Pca

（高）

Psm

（中）

Psm

（高）

健全

健全

A

B

C

Psm

（中）

Pca

（高）

＊　培地上のコロニー数が少なかったため分離できなかった。

試験実施者

結果
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ダイコンのPseudomonas syringae pv. maculicola及びPseudomonas 

cannabina pv. alisalensisの検査（案） 

 

 

 病原体 ：Pseudomonas syringae pv. maculicola (Psm)/ P. cannabina pv. alisalensis (Pca) 

 対象作物 ：ダイコン（無処理種子に限る） 

 病名  ：黒斑細菌病 

 検査方法 ：洗浄液培養法 

 引用規格 ：「ダイコン種子の黒斑細菌病菌検査標準作業手順書-公開版-」、農研機構、SOP21-

404K、2022 年 1 月 7 日初版発行 

 検査試料量 ：30 000 粒／1 試料（推奨） 

 

 

0．免責事項 

この検査マニュアル案は、上記の引用規格に準じて作成している。また、当該マニュアル案を使用

する前に以下の免責事項を一読し、了承した上で使用すること。 

検査スタッフのスキルや検査室の機器と条件、試薬、サンプリング方法など、多くの要因が結果に

影響を与える可能性がある。このため、当該マニュアル案に従っている検査機関が同等の結果を得ら

れることを保証できない。したがって、訴訟等が発生した場合、当該マニュアル案の検査への使用に

ついて一切の責任を負うことはできない。 

 

1. 準備する器具及び試薬 

1.1 器具類 

○ サンプリング用器具（ピンセット、バット、スプーンなど） 

○ 天秤（0.001 gまで秤量可能なもの） 

○ 培地用ペトリ皿（9 cmφの滅菌済みプラスチック製） 

○ pH メーター又は pH試験紙（0.1 pH まで測定可能なもの） 

○ オートクレーブ 

○ メスシリンダー 

○ ストマッカーバッグ（推奨）、又はフラスコやポリエチレン袋（種子洗浄用） 

○ 振とう機（100～125 rpm に設定できるもの） 

○ コンラージ棒（平板培地塗布用） 

○ ターンテーブル（平板培地塗布用） 

○ チューブ（種子洗浄液の回収や段階希釈、遺伝子解析用） 

○ 恒温器（26～28℃に設定できるもの） 

○ 実体顕微鏡（透過照明を備えたもの） 

○ 遠心機（PCR チューブ・プレートの遠心用） 

○ サーマルサイクラー 
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○ マイクロピペット及び滅菌済み専用チップ 

○ 白金耳（画線用） 

○ クリーンベンチ 

○ 育苗用ポリポット（φ9 cm） 

○ 滅菌済み爪楊枝（接種用） 

 

1.2 試薬等 

○ 参照菌株（コロニー性状が典型的な MAFF 菌株） 

（推奨菌株、Psm：MAFF106179、Pca：MAFF106156） 

○ 生理食塩水（6 を参照。種子洗浄用は Tween 20 を添加したもの） 

○ 平板培地（6 を参照。mKBTA、mKBC、King’s B 培地） 

○ 培養土（ヰセキ培養土など） 

○ キャベツ種子（来陽など、病原性試験用） 

○ 遺伝子解析用試薬（6 を参照） 

○ 殺菌用 70％エタノール 

 

2. 検査前後の注意事項 

2.1 異なる検査試料間のクロスコンタミネーションを防ぐために、試料ごと、検査ごとに必ず使

用機器や作業台、手などを 70％エタノールで殺菌する。 

 

3. 検査方法 

3.1 検査試料の抽出（サブサンプリング） 

3.1.1 ISTA Rules Chapter 7.4.1 及び Chapter 10 に従い、検査試料を抽出する。 

＊ 1 サブサンプルあたり最大 10 000 粒までとする。 

3.1.2 サブサンプルに分けた種子は振とう用容器（ポリ袋など）に入れ、検査開始まで室温保

存しておく。 

 

3.2 種子洗浄及び希釈平板塗布 

3.2.1 陰性対照区として、生理食塩水及び Tween 20 入り生理食塩水、それぞれ 100 L を

mKBTA 及び mKBC 培地、各 1 枚に塗布する。 

3.2.2 サブサンプルを入れた容器（上記 3.1）に、Tween 20 入り生理食塩水（種子洗浄用液；

6 を参照）を添加する。添加量は下表の通りとする。 

＊ Tween 20 の添加、種子洗浄用液の添加はクリーンベンチ内で行うこと。 

＊ 表：種子洗浄用液の添加量 

種子 100 粒重 種子 1 gあたりの添加量 

1 g 未満 2.5 mL 

1 ~ 2 g 2.25 mL 

2 g 以上 2.0 mL 



別紙 2 

 3 / 10 

 

3.2.3 125 rpm、2.5 時間、室温で振とうする。 

3.2.4 振とう後、15 mL チューブに種子洗浄液 3 mL 程度を採取し、これを原液とする。 

＊ 採取前に容器内の種子洗浄液を混和すること。 

3.2.5 原液 0.5 mL を採取し、生理食塩水 4.5 mL を入れた 15 mL チューブに移し、ボルテッ

クスする（10 倍希釈液）。 

＊ 段階希釈するときには、ピペッティング、ボルテックスを必ず行うこと。また、チッ

プを毎回交換すること。 

3.2.6 10 倍希釈液 0.5 mL を採取し、生理食塩水 4.5 mL を入れた 15 mL チューブに移し、ボ

ルテックスする（100 倍希釈液）。 

3.2.7 100 倍希釈液、10 倍希釈液、原液の順に、それぞれ 100 L を mKBTA 培地及び mKBC

培地、各 1 枚に塗布する。 

＊ ターンテーブル、滅菌済みコンラージ棒を用いて、培地上に均一に広げること。 

＊ 希釈液調製後、30 分以内に培地への塗布を済ませること。 

3.2.8 検査試料を全て塗布した後、参照菌株の懸濁液を調製する。King’s B 培地上のコロニー

をかき取り、1.5 mL チューブに入れた生理食塩水中でよく懸濁する。 

＊ 種子洗浄の前日までに、凍結保存している参照菌株を白金耳等で削り取り、King’s B

培地に塗布、25℃で培養しておくこと。 

＊ チューブ内の生理食塩水が、やや濁る程度のコロニーをかき取る。 

3.2.9 この懸濁液を生理食塩水で 10 倍ずつ段階希釈した液を調製し、104 及び 106 倍希釈液、

それぞれ 100 L を検査試料と同様に選択培地に塗布し、これを陽性対照区とする 

3.2.10 塗布し終わった選択培地は、25℃で、3～4 日間培養する。 

 

3.3 選択培地上のコロニーの鑑別 

3.3.1 培養後、陰性及び陽性対照区の培地を鑑別し、Psm または Pca のコロニー及び雑菌のコ

ロニー形成を確認し、検査表に記録する。 

＊ 鑑別時の照明は、試料ステージの内蔵照明（透過照明）を利用する。 

＊ 培地上のコロニーが以下の状態の場合、検査表にその記号を記録する。 

st (Sterile) ；培地上にコロニーが観察されない。 

m (Many) ；個々のコロニーを識別できるが、およそ 300 を超えている。 

c (Confluent) ；コロニー同士が融合し、計数できない。 

3.3.2 検査試料の培地について、陽性対照区のコロニーと比較しながら、Psmまたは Pca と疑

われるコロニーの有無を確認し、検査表に記録する。 

＊ 以下に、各選択培地上の Psm及び Pca コロニーの主な特徴及び写真を示す。 

［mKBTA 培地（図 1）］ 

Psm：コロニー周辺はスクロース分解により緑～黄色を呈す。コロニーの大きさは

不均一で、茶褐色、表面は光沢がある。実体顕微鏡下では、黄色～黄土色を

呈し、凹凸は見られない。 

Pca：Psmと同じくスクロース分解によりコロニー周辺が緑～黄色を呈す。コロニ

ーの大きさは Psm よりも大きく、茶褐色～黒色、表面は光沢がある。実体
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顕微鏡下では大きく 2 種類観察され、1 種は中心部が暗緑色～黒色で、その

周囲は白色になっており、放射状に線が見られる（眼球のような）。もう 1 種

は暗緑色～黒色部分が先述のタイプよりも広く、表面に不定形の凹凸が見ら

れる。 

   

図 1．培養 3~4 日目、mKBTA 培地上の Psm 及び Pca のコロニー写真。 

 

［mKBC 培地（図 2）］ 

Psm：コロニーの大きさは不均一で、白色、表面は光沢がある。実体顕微鏡下では、、

全体的に白色～白桃色を呈しており、中心部が特に白桃色を呈す。表面に不

定形の凹凸が見られ、輪郭はやや不明瞭である。 

Pca：Psm と同じくコロニーの大きさは不均一で、白色～クリーム色、特に中心部

が濃くなっており、表面は光沢がある。実体顕微鏡下では、2 種類観察され、

真っ白なタイプと白色～白桃色で表面に不定形の凹凸が見られるタイプが

ある。どちらも Psm に比べて輪郭が明瞭である。 

   

図 2．培養 3~4 日目、mKBC 培地上の Psm 及び Pca のコロニー写真 

 

3.4 疑わしいコロニーの分離 

3.4.1 上記 3.3 で Psm 及び／または Pca と疑われるコロニーが観察された場合、1 サブサンプ

ルあたり最低 6 コロニーを King’s B 培地に分離する。このとき、陽性対照区の Psm 及

び Pca も King’s B 培地に画線する。 

＊ 図 3－左）のように、6 コロニーを外側に、Psm/Pca コロニーを中心部に画線する。 

＊ 分離できるのが 6 コロニー未満の場合は、できるだけ全てのコロニーを分離すること。 

＊ 選択培地上のコロニーを King’s B 培地に分離する際には、管理番号、サブサンプル番

号及び分離菌番号を必ず明記すること。 
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図 3．King’s B 培地写真。左）画線方法の一例、右）培養後、紫外光照射下の様子 

 

3.4.2 画線塗布後、25℃、24~48 時間培養する。 

3.4.3 培養後、King’s B 培地上のコロニー性状を陽性対照と比較しながら鑑別する。 

＊ King’s B 培地上の Psm/Pca は基本的に蛍光色素を産生する（図 3－右）。 

3.4.4 King's B 培地に分離した菌株が Psm または Pca と疑われた場合、PCR または病原性試

験によって最終判定を行う。 

＊ PCR の場合は、3.5 へ 

＊ 病原性試験の場合は、3.6 へ 

 

3.5 PCR による判定 

3.5.1 3.4 の疑わしい分離株を爪楊枝でかき取り、25 µL の滅菌ミリ Q 水に懸濁し、さらにこ

の懸濁液を 5 倍希釈したものを鋳型とする。 

3.5.2 PCR 反応液を調製する（6 を参照）。 

3.5.3 1 チューブまたは 1 ウェルあたり、PCR 反応液を 20 µL ずつ分注する。 

3.5.4 分離株、陽性対照菌株及び核酸フリー水の鋳型 DNA をそれぞれ 5 µL ずつ指定のチュー

ブまたはウェルに添加する。 

＊ どのチューブまたはウェルにどの鋳型 DNA を添加したかを記録しておくこと。 

3.5.5 チューブまたはプレートに蓋をし、遠心する。 

3.5.6 サーマルサイクラーにチューブまたはプレートをセットし、PCR を行う。 

＊ サイクル条件は 6 を参照。 

3.5.7 PCR 産物について、電気泳動によりバンドの有無、サイズを確認し、判定する。 

＊ 表：バンドパターンによる判定方法 

プライマー名 ALS_rev1 MAC_rev1 
判定結果 

バンドサイズ 900 bp 590 bp 

バンドの有無 

＋ ＋ Pca 及び Psm 検出 

＋ － Pca 検出 

－ ＋ Psm 検出 

－ － 不検出 
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3.6 病原性試験による判定（3.6.1 または 3.6.2 へ） 

3.6.1 温室で実施する場合 

① Psm、Pca 感受性キャベツ品種（来陽、X ボールなど）を準備する。 

② 分離株１つにつき、本葉 3～4 枚が展開した苗を 1～3 つ準備する。 

＊ 苗の数は、検査者の技量をもとに判断してよい。 

③ King’s B 培地上のコロニーを滅菌済み爪楊枝でかき取り、葉に穿刺する。1 葉につき

6～8 カ所、1 苗につき 2 葉に接種する（図 4）。陽性及び陰性対照区も同様に設ける。 

④ 接種した苗は温室内の病原性試験用のスペースに置き、5～10 日間管理する。 

＊ 接種後、一晩は過湿状態に保ち、感染を促すこと。 

⑤ 接種 5 日後から、陽性対照区と検査区の症状を比較、観察する。Psm 及び Pca の病

徴は、接種（穿刺）部分の周辺が初めは退緑し、徐々に褐変していく（図 4）。 

＊ Xcc 近縁種である Xc. pv. armoraciae や Xc. pv. raphani もキャベツに対して暗黒

色の壊死性病斑を示すので注意すること。 

 

図 4．接種後 4 日目のキャベツの病徴。左）Psm、右）Pca 

⑥ それぞれの分離株について、病徴の有無を記録する。 

 

3.6.2 恒温器で実施する場合 

① Psm、Pca 感受性キャベツ品種（来陽、X ボールなど）を準備する。 

② 分離菌株１つにつき本葉を 2～6 枚準備する。 

＊ 葉の枚数は、検査者の技量をもとに判断してよい。 

③ 準備した苗の葉を葉柄から切り取り、切り口に水を含ませた脱脂綿を巻いて、プラス

チックケースに並べる。 

＊ 脱脂綿の乾燥を防ぐために、ケースの底面に水を含ませたペーパータオルを敷い

ておく。 

④ King’s B 培地上のコロニーを滅菌済み爪楊枝でかき取り、葉に穿刺する。1 葉につき

6～8 カ所に接種する（図 5）。陽性及び陰性対照区も同様に設ける。 

⑤ プラスチックケースに蓋をして、ポリ袋で包んでから 25℃、12 時間明暗期に設定し

た恒温庫に入れる。 
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⑥ 接種 2 日後から陽性対照区と検査区の症状を比較、観察する。Psm 及び Pca の病徴

は、接種（穿刺）部分の周辺が初めは退緑し、徐々に褐変していく。 

  

図 5．恒温器を用いた場合の接種 5 日後の病徴。左）Psm、右）Pca 

 

 

4. 検査結果の評価・報告 

4.1 以下の内容について検査結果を報告する。 

・ 供試種子数、検査法及び検出された病原菌の学名 

・ 陰性の結果が出た場合（下記の場合）、「不検出」とする。 

＊ 選択培地または King’s B 培地上に Psm/Pca と疑われるコロニーがなかった場合。 

＊ PCR において、特異的増幅がなかった場合。 

＊ 病原性試験において病徴が観察されなかった場合。 

・ 陽性の結果が出た場合、「検出」とし、検査したサブサンプル数に対する検出されたサブサ

ンプル数について報告する。また、選択培地検定や PCR により Psm、Pca のいずれかが

判明している場合には、検査表にどちらが検出されたかを記録する。 

 

 

5. 参考文献 

International Rules for Seed Testing, Validated Seed Health Testing Methods, 7-019a: Detection 

of Xanthomonas campestris pv. campestris and Xanthomonas campestris pv. raphani in 

brassica spp. seed 

 

 

6. 試薬等の調製 

6.1 生理食塩水 

試薬 添加量／1 L 

塩化ナトリウム（NaCl） 8.5 g 

蒸留水 1000 mL 
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① 試薬を計量し、蒸留水を加える。 

② 溶解した後、121℃、15 psi、15 分間、オートクレーブする。 

③ 種子洗浄用液は、種子洗浄直前に Tween 20 を添加し、調製する。 

＊ 生理食塩水 100 mL につき、20 L の Tween 20 を加える。 

 

6.2 mKBTA 培地 

試薬 添加量／1 L 

リン酸水素 2 カリウム（K2HPO4）     1.0 g 

硫酸マグネシウム 7 水和物（MgSO4・7H2O）     0.2 g 

ペプトン（Bacto Proteose Peptone 推奨）     5.0 g 

スクロース（Sucrose）    20.0 g 

BTB（bromothymol blue）     0.05 g 

寒天（BD BactoTM Agar 推奨） 15.0 g 

蒸留水 1000 mL 

アンピシリンナトリウム（Ampicillin sodium） 

 (100 mg/mL in 滅菌蒸留水) a 
0.1 mL 

メチルバイオレット（Methyl Violet B） 

(10 mg/mL in 50 or 70% EtOH) a 
0.1 mL 

亜テルル酸カリウム（Potassium Tellurite (IV)） 

(250 mg/mL in 滅菌蒸留水) a 
0.1 mL 

ナイスタチン（Nystatin） 

(35 mg/mL in 50 or 70%EtOH) a 
1.0 mL 

① 抗生物質など（a の試薬 4 つ）を除く全ての試薬を計量し、蒸留水に溶解する。 

② pH6.8～7.0 に調製する。 

③ 121℃、15 psi、15 分間、オートクレーブする。 

④ a の試薬を用意する。 

＊ アンピシリンナトリウム： 10 mL に 1 g 溶解する。 

＊ メチルバイオレット：50％または 70％エタノール 10 mL に 100 mg 溶解する。 

＊ 亜テルル酸カリウム：滅菌蒸留水 10 mL に 2.5 g溶解する。 

＊ ナイスタチン：50％または 70％エタノール 10 mL に 350 mg 溶解する。 

⑤ オートクレーブ後、50～60℃くらいに冷めたら、④の調製試薬を加える。 

⑥ 90 mmφのシャーレに 18 mL ずつ分注する。 

⑦ 培地表面を乾燥させた後、ポリエチレン袋に入れ、4℃保管する。 

＊ 培地調製後、1 ヶ月以内に使用する。 
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6.3 mKBC 培地 

試薬 添加量／1 L 

リン酸水素 2 カリウム（K2HPO4） 1.0 g 

硫酸マグネシウム 7 水和物（MgSO4・7H2O） 0.2 g 

ペプトン（Bacto Proteose Peptone 推奨） 2.0 g 

スクロース（Sucrose） 20.0 g 

寒天（BD BactoTM Agar 推奨） 15.0 g 

蒸留水 900 mL 

ホウ酸（Boric acid、15 g/L）a    100 mL 

セファレキシン（Cephalexin） 

(20 mg/mL in 50 or 70%EtOH) a 
4.0 mL 

ナイスタチン（Nystatin） 

(35 mg/mL in 50 or 70%EtOH) a 
1.0 mL 

① 抗生物質など（a の試薬 3 つ）を除く全ての試薬を計量し、蒸留水に溶解する。 

② ホウ酸を 15 g 計量し、1 l の蒸留水に溶解する（①とは別のフラスコで）。 

③ 溶解した①の液を pH6.8～7.0 に調製する。 

④ 調製した①と②の液を 121℃、15 psi、15 分間、オートクレーブする。 

⑤ 抗生物質を用意する。 

＊ セファレキシン：50％または 70％エタノール 10 mL に 200 mg 溶解する。 

＊ ナイスタチン：50％または 70％エタノール 10 mL に 350 mg 溶解する。 

⑥ オートクレーブ後、ホウ酸液を加える。次いで、50~60℃くらいに冷めたら、抗生物質を

加える。 

⑦ 90 mmφのシャーレに 18 mL ずつ分注する。 

⑧ 培地表面を乾燥させた後、ポリエチレン袋に入れ、4℃保管する。 

＊ 培地調製後、1 ヶ月以内に使用する。 

 

6.4 King’s B 培地 

試薬 添加量／1 L 

リン酸水素 2 カリウム（K2HPO4） 1.5 g 

硫酸マグネシウム 7 水和物（MgSO4・7H2O） 1.5 g 

ペプトン（Bacto Proteose Peptone 推奨） 20.0 g 

グリセリン（Glycerin） 10.0 mL 

寒天（BD BactoTM Agar 推奨） 15.0 g 

蒸留水 1000 mL 

① 試薬を計量し、蒸留水（DDW）に溶解する。 

② 121℃、15 psi、15 分間、オートクレーブする。 

③ 50~60℃くらいに冷めたら、90 mmφのシャーレに 18 mL ずつ分注する。 

④ 培地表面が乾燥したら、使用まで常温で保管する。 
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6.5 PCR 反応試薬及びサイクル条件 

試薬 
μL/1 ウェル 

最終濃度 
懸濁液 *1 コロニー*1 

PCR grade H2O  14.24   19.24    

10 x Reaction Buffer ＊2 2.5     2.5    1× 

50 mM MgCl2 0.6    0.6    1.5 mM 

2.5 mM dNTP mix 1.6    1.6    0.2 mM 

10 μM プライマー3 種 ＊3    各 0.32    各 0.32  0.16 μM 

0.5 U/μL BIOTaq DNA polymerase＊1 0.1    0.1   0.025 U/μL 

合計 20.0    25.0     

鋳型 DNA 5.0    コロニー  

＊1 鋳型 DNA として懸濁液を調製する場合（3.5.1）、コロニーPCR を実施す

る場合（3.5.2） 

＊2 BIOTAQ DNA Polymerase (Bioline, London, UK)を推奨。他の Taq 

polymerase でも増幅可能。ただし、濃度を確認すること。 

＊3 Psm 及び Pca 特異検出プライマー 

 hrpK_fw1（共通） ：GTCTGGGCGGACAGATGAT 

ALS_rv1（Pca 用） ：CATGTTCGCGGCAGTTACC 

MAC_rv1（Psm 用） ：CGCCTTCTGGTGTGCTTTAC 

 

ステップ 温度（℃） 時間 

初期変性 95 3 min 

30 cycle 

95 30 sec 

58 25 sec 

72 30 sec 

反応停止 
72 5 min 

4 ∞ 

 

 


