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中洞式山地酪農・技術編 1 0 

中 桐 正*・赤崎勇次** 

1 7 .細菌検査の方法

①検査の概要

第一義に，日本において乳類を販売するにあたり

一定の菌数を超える大腸菌及び一般細菌が検出さ

れた製品は販売しではならない規定がある。この規定

をクリアするためには製造現場に，製品中の大腸菌

及び一般細菌の陰・陽性を知り得る技術が必要となる。

生産された乳製品は例外なくこの検査の対象となり，

細菌検査を通過した物のみが出荷販売が可能となる。

これは昭和 26年 12月 27日に施行された「乳等

省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)J 

による取り決めである。菌検査は菌数をコロニー

(斑点)の数により判定し，陰・陽性が判断される。

乳製品の場合，大腸菌は 1コロニー以上，一般細菌

は5万以上で陽性の判定となり陰性以外は再検査を

かけ再判定する。再検査の段階で陽性結果が出た場

合において，販売不可の製品となる。

これを怠った場合，または何らかの事象により一

定の菌数を超えた製品が市場に流れた場合，販売責

任者は回収の義務が課せられる。場合によっては，

営業停止という重い罰を与えられることもある。こ

のことから，検査は製造の末端工程ではあるが販売

においては第一に重要な必須事項であることは言

うまでもない。

また乳自体の検査(比重・糖度・酸度・クリーム

ライン・アルコーノレ凝集など)も行うため，適正な

検査を行えるか否かによって製品の安心・安全が保

たれるのと同時に，品質保持の役割を担っているの

が製品検査といえよう。

検査においては製造現場に検査専用の部屋があ

ること，必要機材があることが求められる。検査員

は特に資格(公的には食品衛生資格者というものも

ある)は必要としない。各細菌の検査方法に則って

行い，製品が生産されるごとに一定量のサンプノレを

採取して調べる。

・中洞牧場・東京農業大学客員教授(Tad酪 hiNakahoral 
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②必要設備

ア)高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)

必要機材を滅菌処理(完全に無菌にするための

処理)する機械。

イ)三角フラスコ

各細菌に応じた培地作りのために必要。仕様は

100~200 mlの物が妥当。

ウ)ビーカー

粉末培地(培地の素)を量る容器として使用。

エ)試験管

希釈液を入れ検体を希釈するために使用。

オ)メスシリンダー

主に培地調合に必要となる精製水の正確な質量

を量るのに使用。

カ)マイクロヒ。ベット・メスピッベット

検体を希釈液に入れたり，希釈検体をシャーレ

に移す際に使用。必要希釈倍率に応じて仕様を

変えること。

※弊社では 1000μlと200μlを採用。 1000μlは大腸菌・
一般細菌検査に使用。 200μlは黄色ブドウ球菌検査に使
用。

キ)マイクロピペット用チップ

高圧蒸気滅菌可能なものを用意。また，各ピペッ

トの仕様に合わせた物であること。使用後は洗

浄して，高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)にて

滅菌処理後に再使用可能。

※使い捨てのものもあるので，それぞれの意向に合わせて
用意すると良い。

ク)コンラージ棒

黄色ブドウ球菌の菌数を測定する卵黄加マン

ニット食塩培地に，希釈検体を馴染ませるとき

に使用。

ケ)高精度電子天秤

培地の調合に使用。正確な配合を叶えるために

必須。

0369-5247/13/干500/1論文/JCOPY
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コ)クリーンベンチ

装置の中から外に向けて空気が排出されること

により，外部からの汚染を防ぐ装置。滅菌機材

をクリーンエリアで操作するために必要。

サ)ウォーターパス

水槽内の水を一定の温度に保つための装置。

培地の適正温度保持などのために使用。

シ)インキュベーター

庫内を一定の温度と湿度で保ち，細菌を培養

する装置。

ス)シャーレ

検体と培地を入れ，インキュベーターによって

細菌を培養するために必要。

セ)希釈液(リン酸バッファー入生理食塩水)

各検体を必要に応じて希釈する際に使用。

ソ)精製水

粉末培地調合時に必要。各培地の割合に応じた

量を調整・配合する。

タ)菌検査用培地等

i )デソキシコレート寒天

大腸菌群選択分離及び菌数測定。

ii)標準寒天

検体内の一般細菌数測定。

温)BGLB

牛乳・原乳専用の大腸菌群陰陽性の推定。

iv)マンニット食塩+無菌卵黄液

SA(黄色ブドウ球菌)の細菌測定。

v)大腸菌群数迅速測定プレート

大腸菌の陰・陽性を速やかに判定できるベト

リフィルム。再検査など緊急的な検査を必要

とする際に活用すると良い。

vi)黄色ブドウ球菌 EX測定プレート

SA(黄色ブドウ球菌)の陰・陽性を速やかに判

定できるべトリフィルム。搾乳牛の個体検査

(乳房炎判定)などに使用すると良い。

v並)ミルクドクタ~ß

乳の残留抗生物質の有無を簡易的に調べる

ことができる。

③検査準備

菌検査には準備が必要。方法について以下に順を

追って解説する。

1.各培地の調合

ア)デソキシコレート寒天

必要機材を滅菌機にかける。必要樹オは，スプーン・

ビーカー・メスシリンダー・精製水(三角フラスコ)。

滅菌が完了したら，高精度電子天秤で粉末培地

(デソキ、ンコレート)を必要な分だけ量り入れ精

製水に配合する。割合は 4，5g/100m!(粉末培地

/水)。

配合時は，アルコールランプなどを用い培地内

に余計な菌が入らないよう投入口などを祭る。

調合が終わるまで極力火のそばで作業をし，

蓋をするときも投入口と蓋を笑り閉める。

調合が終われば，湯煎をして粒々が無くなるまで

粉末培地を良く溶かす。完成後はウォーターパス

に入れ適正温度(50
0C前後)で保持する。

イ)標準寒天培地

まず三角フラスコを用い調合する。精製水200m!

に対し粉末培地(標準寒天培地)4，5gを配合して，

コンロにかけた鍋の中にお湯を沸かして配合済

みの培地を湯煎する。粒々が無くなるぐらい加

熱して，溶け切ったら滅菌器にかけて滅菌処理

する。滅菌後はウォーターパスに入れ適正温度

(50
0C前後)で保持する。

ウ)BGLB

三角フラスコの中に 4，5gの粉末培地(BGLB)を

入れ精製水 100m!を注ぐ。よく混ぜながら，鍋の

中で湯煎をして完全に溶かす。

試験管の中にダーラム管を入れ，そこに完成した

BGLB培地をメスピペットで 10m!入れて滅菌器

にかける。

※滅菌器から取り出すとき，出来るだけ熱いうちに取り出
すよう心掛ける。熱いうちに取り出さないと，ダーラム
管に気泡が溜まり検査判定ができなくなるので注意が
必要。滅菌後はウォーターパスに入れ適正温度(500C前

後)で保持する。

エ)マンニット食塩培地+無菌卵黄液

三角フラスコの中に粉末培地(マンニット食塩

培地)を 11.19量り入れ，精製水 100m!を配合する。

調合したものを湯煎して完全に溶かす。完全に

溶かしたら滅菌機にかけ，滅菌完了後ウォー

ターパス (50
0

C)の中で保持する。

培地の温度が 50
0

Cぐらいまでに下がってきたら，

ウォーターパスから取出し三角フラスコの外側を

アルコールで、殺菌してクリーンベンチ内に入れ

ておく。
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培地が入った三角フラスコの投入口をアノレコール

ランプなどで、突った後，メスピペットで無菌卵黄

液を 10ml量り入れ手早く混ぜる。

無菌卵黄液を配合した培地を，滅菌したシャーレ

に入れ薄く延ばす。シャーレ投入時は，ク リーン

ベンチ内かアルコーノレランプの火の傍で行い，

外部の菌が混入しないよう気を付ける。また無菌

卵黄液を配合した培地は非常に早く固まるため，

投入までの工程を手早くするよう心掛けたい。

シャーレ内の培地が固まったのを確認したら，

インキュベーターに入れ 24時間保管をする。 24

時間後，培地にコロニーが現れなければ冷蔵庫

に移し検査まで清潔に保管する。 出来上がった

培地入りシャーレは，アルミホイ ーノレなどで密

閉保管すると良い。

2 必要機材を高圧蒸気滅菌器にて滅菌

メスシリンダー，三角フラスコ，メスピペット，

マイクロヒ。ベット用チップ，ビーカー，精製7.K，必要

培地等，検査に必要なものを全て滅菌。

滅菌工程は滅菌機内で 120
0

C/30分加熱。

3. 滅菌処理後の管理

滅菌が完了 したら滅菌器から機材を取り出し，調

合が必要な培地はこの段階で調合する。培地は完全

に溶けているかを確認する。調合から滅菌まで完了

した培地は，ウォーターパスにて適温(50
0
C前後)で

保管する。

その他の滅菌機材は，外気に触れぬようクリーン

ベンチ内に入れ検査中は清潔に保管する。

④検査実施

ア)サンプノレの取り方

サンプルは内容物が同じであっても，複数採取

する必要がある。 これは検査の信想性を上げる

狙いがあるのと同時に陽性判定が出た場合，どの
つぶさ

段階で菌が混入したかを備に知ることができる

からである。 もしも製造過程で過失を犯して

しまった場合，次の製造方法の改善にも繋がる。

サンプル採取は，滅菌瓶を用いた『充填口出し ・

タンク口出し』 ・製品ボトルを用いた『サンプル

1 ~411 ・ 『賞味期限用サンプノレ』の 3 種類が

妥当であろう。

採取方法は『充填口 ・タンク出し』の場合は，

アノレコーノレまたはジア塩素酸などで殺菌した

ビーカーを用い，溢さないよう十分に注意して

滅菌瓶に注ぐ。このとき滅菌瓶の淵に検体がつか

ないようにする。滅菌瓶の淵に検体が付くと，

外部の菌が混入し易くなるので注意が必要。

サンプルが適量採取出来たら，滅菌瓶の口と蓋

にアルコールを吹きかけ素早く閉める。

『サンプノレ 1 ~411 ・ 『賞味期限用サンプル』は

製品同様に充填機を用いて採取し，サンプル名 ・

日付 ・賞味期限を記載しておく 。

採取したサンプルは，速やかに冷蔵庫に入れ検査

を待つ。

イ)検査方法

検査において基本的な作業は以下のとおりである。

i)検体を希釈する。滅菌希釈液 9mlに対し，検体

1mlをメスピペット又はマイクロピペットを

用い希釈。

希釈時はアルコールランプなどの火の傍(写真 1)

で行い試験管の口 ・蓋や，ピペットの先などを

笑り外部の菌が入らないよう極めて注意する。

写真 1

u)希釈検体を滅菌シャーレに 1ml投入する。

シャーレに投入する際も，アルコールランプ

などの火の傍で行い外部からの菌が入るのを

防ぐ。

ui)滅菌済みの培地を適量入れ，良く混ぜる。培

地投入時もアルコーノレランプなどの火の傍で

行い，外部の菌が入らないよう注意を怠らな

い(写真 2)。

※デソキシコレートの場合のみ培地を 2度投入し重層する。
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写真 2

iv)シャーレ内の培地が固まったのを確認して，

シャーレを反転させる。加えて，ふせんなど

を用い検体名を表記する。

v) nv.nのシャーレを 35
0

Cに設定したインキュ

ベーター内で必要時間保持し，判定を待つ。

vi)判定時間となれば判定。陰 ・陽性の記録及び

報告を行う。

ウ)ベ トリフィルムの使用方法

i )検体を希釈する。

ii)希釈検体を外部の菌が入らないよう注意しな

がら，ピペットで 1m!注ぎ入れる。

iii)検体を入れたら気泡が残らないようフィルム

をしっカミりと閉じる。

iv)インキュベーターに入れて判定を待つ。

エ)補完検査

検査工程のなかには菌検査の他に，補完的な

検査も含まれるので紹介する。

・比重

牛乳 ・原乳の純度を測る。

メスシリンダー内に牛乳 ・原乳専用の比重言十を

入れて比重を見る。牛乳を注ぎ，浮かんだ比重計

が 1，03以上であれば牛乳として出荷できる。

-糖度測定

製品の適正糖度や，原乳の糖度を知ることができる。

糖度計を用い，加糖製品や原乳などの糖度を測る 0

.酸度測定

原乳の酸度を知ることによって，乳自体の鮮度を

簡易的に判定することができる。

原乳 [8，8mllに対しフェノールフタレイン液 [2滴]

を垂らし良く混ぜる。ビュレットを用い，水酸化

ナトリウム水溶液で中和滴定を行う(=フェノー

ルフタレイン液入りの原乳に，水酸化ナトリウム

水溶液を薄らピンクになるまで徐々に加える。水

酸化ナトリウム水溶液をいくら加えたかによっ

て酸度を判定する)。

-クリームライン測定

原乳に含まれる脂肪分を簡易的に知ることがで

きる。

原乳のク リームラインを測定。試験管にピッベッ

トを用い 10m!の原乳を量り入れ， 24時間後に判

定。判定はノギスを用い，上澄のクリームライン

の長さを見る。

・アルコーノレ凝集

原乳の品質を簡易的に知ることができる。

原乳 1m!に対し同量のアルコールを投入して凝

集率を見る。アルコールは 70%のものを使用する。

判定は凝集率を見て， I-J， I::!::J， I+Jで判定

する。上記の判定から農林水産省の規定で I特

等乳J，I一等手LJ，I二等乳J，I異常乳」と位置付

けられる。

-残留抗生物質検査

ミノレクドクタ-sを用いて判定。専用カップに

2m!の原乳を注ぎ，ミルクドクタ-sを浸して浮

き上がってくる線を見る。

ミルクドクタ-sに三本線がクッキリと浮き上

がれば陰性。線が表れなかったり，一本線 ・二本

線の場合は陽性となる。

※陽性(残留抗生物質入り)の原乳は加工 ・出荷不可。

エ)各培地の判定方法

各培地には判定時期と方法があるので解説する。

i)デソキ、ンコレート寒天培地

判定時期は 20時間 (::!::2h)経過後。

判定方法は，培地内に表れた蛍光色の赤いコロ

ニー(写真 3)をマジックなどを用い数えて，その

数を希釈倍率に戻して菌数を出す。

註)標準寒天培地

判定時期は 24時間 (::!::3h)経過後。

判定方法は，培地内に表れた白いコロニーを

マジックなどを用いて数えて，その数を希釈

倍率に戻して菌数を出す。

iii)卵黄加マンニット食塩寒天培地

判定時期は 24時間 (::!::3h)経過後。
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写真 3

判定方法は培地内に表れた，蛍光色の黄色い

コロニーを数えて，その数を希釈倍率に戻し

て菌数を出す。

iv)BGLB 

判定時期は 24時間経過後。

判定方法は試験管内のダーラム管を見て気泡

の有無を確認する。

v)ベ トリフィルム

大腸菌群迅速測定プレートの判定時期は，菌

数が多い場合 4~5 時間，推定時間は 14 時間，

測定時間は 24時間経過後となる。

判定方法はフィルム内に表れた気泡を発生さ

せるコロニーを数えて，その数を希釈倍率に

戻して菌数を出す。

黄色ブドウ球菌数 EX測定プレートの判定時

間は 24時間(:t2h)経過後。

判定方法はフィルム内に表れた赤紫色のコロ

ニーを数えて，その数を希釈倍率に戻して菌

数を出す。

赤紫以外のコロニーがフィルム内に表れた

場合，フィルムを剥がし専用ディスクを触媒

として入れて 1~3 時間インキュベーター内で

保持。判定時間にインキュベーターから取出

し，ピンクゾーン(コロニーの周りに発生する

ピンク色の謁)が出たコロニーのみ数えて，

その数を希釈倍率に戻して菌数を出す。

⑤検査後の洗浄と廃棄物処理

検査後の機材は，洗浄をして清潔に保管しておく

必要がある。ここではその工程についても触れて

おきたい。

ア)洗浄

洗浄に用いる洗剤は，一般の中性洗剤で良い。

スポンジ等を用いて，汚れを良く落としておく 。

試験管などの細い容器は，専用のスポンジ等で

洗うと良い。

メスシリンダー，メスピペット，マイクロピペッ

トチ.ップなどは摩擦による傷が原因で値が変化

してしまうので，スポンジやブラシで擦らず

洗剤と水またはお湯で流し洗う。

きれいに洗えた機材は必ず洗浄瓶を用いて精製

水で‘濯ぎ，専用の台で良く乾かしておく 。

イ)使用済み培地の廃棄

使用済みの卵黄加マンニット食塩寒天培地 -

BGLBは滅菌処理後に廃棄し， シャーレ・試験

管 ・ダーラム管は D，洗浄』の方法に則って

洗浄し再利用する。

その他の使用済み培地の処理については産業

廃棄物として扱い，各市町村の指示に従って

回収処分する。
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