
2000年代初頭に登場したリアルタイムPCR装置は瞬く間に汎⽤化し，今は⽣命科学の研究現場に
おける必須ツールとなっています．特に近年になって，ウイルス検出や診断などの実臨床の場でも
多く活⽤されるようになりました．さらに，より精緻な定量が可能なデジタルPCRが登場し，イン
パクトの⾼い論⽂が多数発表されています．そこでこの度，PCRによる「定量」を切り⼝に「リア
ルタイムPCR」「デジタルPCR」の原理，解析プロトコールを⼀体として紹介する定番書を⽬指
し，本書は企画されました．⽣命科学の研究者や学⽣，テクニシャン，臨床現場の医師やメディカ
ルスタッフの⽅すべてのバイブルをめざします．

本書へのご出稿のポイント
● 最新PCRの原理からよくわかる︕

リアルタイムPCR，デジタルPCRを扱う上で知っておいてほしい，基本原理・解析の基本を懇切丁寧に
解説

● 最先端の事例による，応⽤の効く「スタンダード」プロトコール
ウイルス検出や⾎中miRNA測定など，分野の第⼀線で活躍する研究者・開発者による，現場で使える具
体的な使⽤事例を紹介

● ラボに1冊，⼈気定番書の⼤幅改訂
「リアルタイムPCR実験ガイド（2008）」から続く，⼈気定番書の⼤幅改訂版

⽣命を科学する 明⽇の医療を切り拓く
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リアルタイム･デジタルPCR
実験スタンダード
検出・定量・診断のためのパーフェクトマニュアル （仮題）

◆ 遺伝⼦発現解析 ◆ 遺伝⼦量解析 ◆ ジェノタイピング解析 ◆ PCR検査
◆ エクソソーム ◆ Covid-19 ◆ メチル化解析 ◆ CNV解析
◆ リキッドバイオプシー ◆ 環境DNA ◆ SNP解析
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章立て（敬称略） 

序文 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

核酸の基礎知識と PCR の基本原理（仮題） 

  核酸の構造／DNA の構造と特徴／RNA の構造と特徴／DNA 複製と RNA 転写／PCR の原理 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

 

第１部 リアルタイム PCR 

基本編 

1．リアルタイム PCR の原理（仮題） 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

2．リアルタイム PCR の定量方法（仮題） 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

協力／ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社，ライフテクノロジーズジャパン株式会社 

＜リアルタイム PCR を使った解析の基本＞ 

3．転写産物からの遺伝子発現解析の流れ：cDNA 合成（仮題） 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

4．遺伝子発現量の測定の実際（仮題） 

玉田翔子（ライフテクノロジーズジャパン株式会社） 

5．遺伝子変異（SNP）のタイピングの原理：TaqMan®プローブを使う（仮題） 

勝本 博（ライフテクノロジーズジャパン株式会社） 

6．特異的アレルの検出の原理：castPCR 法による体細胞変異の検出（仮題） 

勝本 博（ライフテクノロジーズジャパン株式会社） 

 

 



 

 

 

7．プライマー/プローブの設計の手順①（最新のウェブ検索情報を含めて） 

   インターカレーション法とプローブ法の場合（仮題） 

大瀬 塁（ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社） 

8．プライマー/プローブの設計の手順②（最新のウェブ検索情報を含めて） 

   マルチプレックス PCR の場合（仮題） 

清水則夫（東京医科歯科大学再生医療研究センター） 

 

実践編 

＜発現解析（ｍRNA、miRNA）＞ 

1．経時的な遺伝子発現を量る：時計遺伝子の概日発現リズムを例に（仮題） 

小川雪乃、程 肇（金沢大学理工研究域） 

2．遺伝子発現抑制効果を評価する：siRNA による RNAi を例に（仮題） 

程久美子（東京大学大学院理学系研究科） 

3．遺伝子変異を検出する：遺伝子変異を検出する：BRAF 遺伝子変異を例に（仮題） 

木庭幸子、奥山隆平（信州大学医学部皮膚科学教室） 

4．ddPCR による環境 DNA の検出（仮題） 

土居秀幸（兵庫県立大学大学院 情報科学研究科） 

5．網羅的な発現をみる：マイクロアレイとの比較を例に（仮題） 

鈴木孝昌（国立医薬品食品衛生研究所） 

6．内在性コントロール遺伝子の設定（仮題） 

萩原圭祐（大阪大学大学院医学系研究科） 

 

 



 

 

7．miRNA 生合成経路をみる：MCPIP1 が miRNA 生合成に与える影響を例に（仮題） 

鈴木 洋、宮園浩平（東京大学大学院医学系研究科） 

8．TaqManArrayPlate による複数のターゲット遺伝子の発現解析（仮題） 

岡 直美、近藤一博（東京慈恵会医科大学基礎・臨床講座ウイルス学講座） 

＜細胞外 RNA（エクソソーム RNA）解析＞ 

9．加齢に伴って減少する血中マイクロ RNA（仮題） 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

10．分泌型 miRNA を捉える：血清・血漿に存在する miRNA を例に（仮題） 

木村公俊（Brigham and Women's Hospital） 

＜ウイルスの検出＞ 

11. 下水試料からの Covid-19 の RNA の検出（仮題） 

原本英司（山梨大学大学院総合研究部） 

12．ウイルス感染症を診断する：ウイルスゲノムの定性的検査と定量的検査（仮題） 

清水則夫（東京医科歯科大学再生医療研究センター） 

13. 新型コロナウイルスの変異株の検出（仮題） 

木村博一（群馬パース大学） 

＜遺伝子タイピング＞ 

14．SNP タイピング（仮題） 

宮川 卓（公益財団法人東京都医学総合研究所） 

15．コピー数多型を検出する：CYP2D6 の遺伝子多型を例に（仮題） 

勝本 博（ライフテクノロジーズジャパン株式会社） 

＜エピジェネティックス＞ 

16．エピジェネティックな状態を知る：がんと DNA メチル化を例に（仮題） 

山下 聡（国立がん研究センター研究所） 



 

 

 

第２部 デジタル PCR 

基本編 

1．デジタル PCR の原理と応用（仮題） 

北條浩彦（国立精神・神経医療研究センター） 

実践編 

1．CNV 解析（仮題） 

平安恒幸（金沢大学） 

2．診断のための遺伝子変異の検出：尿中 BRAF 変異遺伝子の測定を例に（仮題） 

後藤裕子、佐伯亘平（岡山理科大学獣医学部獣医学科） 

3．遺伝子変異を検出する：BRAF 遺伝子変異を例に（デジタル PCR）（仮題） 

奥山隆平（信州大学医学部皮膚科学教室） 

4．リキッドバイオプシー：非小細胞肺がんを例に（仮題） 

西尾和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室） 

5．miRNA 生合成経路をみる（仮題） 

鈴木 洋、宮園浩平（東京大学大学院医学系研究科） 

6．mRNA：神経芽細胞腫の最小残存病変の予後スコアを作成を例に（仮題） 

西村範行（神戸大学大学院医学研究科） 

7．cfDNA からのメチル化の検出（仮題） 

新城恵子、近藤 豊（名古屋大学大学院医学系研究科） 

8. シングルセルドロップレットデジタル PCR 法：幹細胞遺伝子治療後の遺伝子導入細胞の生着

率解析を例に（仮題） 

内山 徹（国立成育医療研究センター） 
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