
I. 細菌・真菌・原虫用培地

使用法 貯法・使用期限 組　成

加温溶解した培地を適当な容器に必要量ずつ分注、121℃で15分間高
圧蒸気滅菌後使用する。
本培地は食品、特に魚介類からの腸炎ビブリオの増菌培養および菌数
計算（MPN値）に適する。

注意
①本培地での培養は、通常37℃で18～24時間であるが、24時間以上の
培養は他の菌が発育してくる恐れがあるので避ける。また、急ぐ場
合は8時間培養でもよい。
②通常は透明な淡褐黄色を呈するが、吸湿が進むと濃褐色に変色す
る。このような場合は本来の性能を発揮しないので使用を避ける。

室温に保存（要防湿）。
3年間。

33.0ｇ（1L分）中　
ペプトン ............................................... 10.0g
酵母エキス ............................................ 3.0g
塩化ナトリウム ............................... 20.0g
ポリミキシンB .......................25万単位  
........................................................ pH7.4±0.1

備 考
微生物検査必携（1987）
食品衛生検査指針（2004）

包装
希望納入価格

100g
3,300円

製品コード腸炎ビブリオ増菌用

食塩ポリミキシンブイヨン「ニッスイ」
Salt Polymyxin Broth“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

使用法 貯法・使用期限 組　成

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。
腸炎ビブリオ・コレラ菌分離用として強度の選択性を有し、グラム陽
性菌および大便中に常在する多くのグラム陰性菌は発育を阻止され
る。
コレラ菌やV.alginolyticusのような白糖分解菌は混濁した黄色集落
を、腸炎ビブリオのような白糖非分解菌は中心部が緑青色の集落を形
成する。ときに腸球菌やProteusが発育することがあるが、その集落は
著しく小さいので鑑別は容易である。
本培地では、他の培地に比して検体を多量塗布する必要がある。　

室温に保存（要防湿）。
3年間。　

86.0ｇ（1L分）中　
酵母エキス ............................................ 5.0g
ペプトン ............................................... 10.0g
白糖 .......................................................... 17.0g
チオ硫酸ナトリウム .............................. 10.0g
クエン酸ナトリウム .............................. 10.0g
コール酸ナトリウム ....................... 3.0g
クエン酸第二鉄 .................................. 1.0g
塩化ナトリウム ............................... 10.0g
牛胆汁末 .................................................. 5.0g
プロムチモールブルー .............. 0.04g
チモールブルー ............................... 0.04g
カンテン ............................................... 15.0g
........................................................ pH8.8±0.1

備 考
微生物検査必携（1987）
衛生試験法注解（1990）　
食品衛生検査指針（2004）
　

包装
希望納入価格

300g
4,600円

製品コード腸炎ビブリオ・コレラ菌分離用

TCBS寒天培地「ニッスイ」
Thiosulfate citrate bile Saccharose Agar“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

使用法 貯法・使用期限 組　成

加温溶解した培地を中試験管に約10mLずつ分注、121℃で15分間高圧
蒸気滅菌後使用する。
本培地はコレラ菌の増菌培養用として開発されたものであるが、腸炎
ビブリオの増菌にも使用できる。
コレラ菌等、Vibrioは培地表層部に多く発育する。

注意
①本培地での選択性はあまり強くはないので、培養は通常37℃で6～8
時間にとどめる。
②Vibrioの保存はカシトン培地（またはSCD培地）に1％NaClを添付し
て保存する。

室温に保存（要防湿）。
3年間。　　

20.0ｇ（1L分）中　
ペプトン ............................................... 10.0g
塩化ナトリウム ............................... 10.0g
........................................................ pH8.8±0.1

（腸炎ビブリオ用には、塩化ナトリ
ウムをさらに10ｇ加え、pH8.6に調
整して用いる）　備 考

微生物検査必携（1987）
衛生試験法注解（1990）　
食品衛生検査指針（2004）

包装
希望納入価格

100g
2,300円

製品コードコレラ菌用

アルカリ性ペプトン水「ニッスイ」
Alkaline Peptone Water“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

使用法 貯法・使用期限 組　成

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。
被検材料をやや多めに塗布し、35～37℃で18～20時間培養する。
腸炎ビブリオ・コレラ菌分離用としての選択性は中等度で、TCBS寒
天培地よりは選択性は弱い。しかし、その半面、コレラ菌の集落は大き
く、さらに診断用血清に凝集しやすい利点がある。
コレラ菌のような白糖分解菌はウォーターブルーの発色により青色
を帯びた集落を、腸炎ビブリオのような白糖非分解菌はやや赤味が
かった少し不透明な集落を形成する。　

室温に保存（要防湿）。
3年間。　　

80.0ｇ（1L分）中　
酵母エキス ............................................ 5.0g
ペプトン .................................................. 5.0g
白糖 .......................................................... 12.5g
タウロコール酸ナトリウム ....... 5.0g
ラウリル硫酸ナトリウム ............ 0.2g
クエン酸ナトリウム ....................... 8.0g
チオ硫酸ナトリウム ....................... 8.5g
リン酸一水素ナトリウム ............ 7.5g
クエン酸鉄 ............................................ 3.0g
塩化ナトリウム ............................... 10.0g
ウォーターブルー ............................ 0.2g
クレゾールレッド ......................... 0.02g
カンテン ............................................... 15.0g
........................................................ pH9.0±0.1

備 考
微生物検査必携（1987）
衛生試験法注解（1990）

包装
希望納入価格

300g
5,300円

製品コード腸炎ビブリオ・コレラ菌分離用

ビブリオ寒天培地「ニッスイ」
Vibrio Agar“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

使用法 貯法・使用期限 組　成

加温溶解後、約60℃に冷却した基礎培地1L当たりに0.1％亜テルル酸
カリウム水溶液1.0mlを加えて使用する。基礎培地の高圧蒸気滅菌や
亜テルル酸カリウム添加後の再加熱は行わない。
本培地はエルトールコレラ菌分離用として、分離菌の診断用血清との
凝集のしやすさも考慮して開発された培地である。エルトールコレラ
菌はマンノースを発酵して黄色（中心部はかっ色）の集落を形成する。
その他のVibrio属菌は、大部分が発育を抑制され、まれに発育しても
その集落は小さく、青色を呈するので鑑別は容易である。河川水など
の検体は、選択増菌したのち本培地に塗布培養するとよい。　

室温に保存（要防湿）。
3年間。　

60.0ｇ（1L分）中　
ペプトン ............................................... 10.0g
肉エキス .................................................. 5.0g
塩化ナトリウム ............................... 10.0g
D-マンノース .................................... 20.0g
ラウリル硫酸ナトリウム ............ 0.2g
ポリミキシンB .......................18万単位
ブロムチモールブルー .............. 0.04g
クレゾールレッド ......................... 0.04g
カンテン ............................................... 14.7g
........................................................ pH8.4±0.1

備 考
微生物検査必携（1987）

包装
希望納入価格

240g
8,400円

製品コードエルトールコレラ菌分離用

PMT寒天基礎培地「ニッスイ」
PMT Agar Base“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

使用法 貯法・使用期限 組　成

本品102.4gを精製水1,000mLに加温溶解し、約20mLずつシャーレに分
注して使用する。高圧蒸気滅菌をしてはならない。
被検材料をそのまま、または増菌培養後塗布し、35～37℃、18～24時間
培養する。
腸炎ビブリオは青～青緑色の集落を形成し、V.vulnificus、
V.cholerae、V.minicusは淡桃色～赤紫色の集落を、V.alginolyticusは
発色せず白色集落を形成する。大腸菌群やビブリオ属以外の菌は発育
が抑制される。

室温に保存（要防湿）。
3年間。　

102.4ｇ（1L分）中　
ペプトン ............................................... 10.0g
酵母エキス ............................................ 5.0g
白糖 .......................................................... 30.0g
チオ硫酸ナトリウム ....................... 6.4g
クエン酸ナトリウム .................... 10.0g
塩化ナトリウム ............................... 20.0g
ピルビン酸ナトリウム ................. 5.0g
胆汁酸塩 .................................................. 3.0g
選択剤 .................................................... 0.27g
発色酵素基質 .................................... 0.25g
カンテン ............................................... 12.5g
........................................................ pH8.8±0.2

包装
希望納入価格

300g
12,000円

製品コード腸炎ビブリオ分離用

X-VP寒天培地「ニッスイ」
X-VP Agar“Nissui”

腸炎ビブリオ・コレラ菌用


