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Fig.2 リムルス試薬の反応性に及ぼす B- グルカンの
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(3) B- グルカンのリムルス試薬
に対する反応性は、β-1,3グルコシド結合以外の結合
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Fig.3 リムルス試薬の反応性に及ぼす B- グルカンの
CM 基置換度の影響

が増えるに従って反応性が
低下する。
今回のデータは、筆者らの試薬を用

次回は「第 35 話 抗生物質のエン
ドトキシン試験」
の予定です。
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