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(57)【要約】
　リステリア属菌を含む微生物を培養する方法において使用するための、キレート化され
ていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤を含む培養培地が開示される。その培地は、
サンプルを培養して、そのサンプル中の細菌の存在を検出するために使用され得る。培養
培地に添加するための、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤および脱酸素剤を含む組
成物も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物学的に有効な濃度の：
　ａ）キレート化されていないマグネシウムイオン；および
　ｂ）脱酸素剤
を含む、培養培地。
【請求項２】
　脱酸素剤が、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒ
ａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される、請求項１に記載の培
地。
【請求項３】
　生物学的に有効な濃度の：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
をさらに含む、請求項１に記載の培地。
【請求項４】
　選択物質をさらに含む、請求項３に記載の培地。
【請求項５】
　実質的にマグネシウムをキレート化しない緩衝剤をさらに含む、請求項１に記載の培地
。
【請求項６】
　リステリア属菌を培養するための請求項１に記載の培地。
【請求項７】
　前記鉄（ＩＩＩ）塩が、約０．０５ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記リチウム塩が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記マグネシウム塩が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；かつ
　前記脱酸素剤が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在する、
請求項２に記載の培地。
【請求項８】
　選択物質をさらに含む、請求項７に記載の培地。
【請求項９】
　生物学的サンプルを培養するための方法であって、該方法は、生物学的に有効な濃度の
キレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤を含む培地中で該サンプルを
培養する工程を包含する、方法。
【請求項１０】
　培地が、
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　培地が、選択物質をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記鉄（ＩＩＩ）塩が、約０．０５ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記リチウム塩が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記マグネシウム塩が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；かつ
　前記脱酸素剤が、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在する、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
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　リステリア属菌を培養するための請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　サンプル中の細菌を検出するための方法であって、該方法は、生物学的に有効な濃度の
：
　ａ）キレート化されていないマグネシウムイオンおよび
　ｂ）脱酸素剤
の存在下において該サンプルを培養する工程を包含する、方法。
【請求項１５】
　脱酸素剤が、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒ
ａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される、請求項１４に記載の
培地。
【請求項１６】
　培養工程が、
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
の存在下において行われる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記培養工程が、選択物質の存在下において行われる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　細菌が、リステリア属菌である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　培養培地に添加するための組成物であって、前記組成物は、マグネシウムをキレート化
しない緩衝剤および脱酸素剤を含む、組成物。
【請求項２０】
　生物学的に有効な濃度の：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
をさらに含む、請求項１８に記載の組成物。
【請求項２１】
　リステリア属菌を培養するための、請求項１８に記載の組成物の使用。
【請求項２２】
　生物学的に有効な量のキレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤を含
む液体の培養培地を得るための希釈に適した、粉末の培養培地。
【請求項２３】
　希釈された培地が、生物学的に有効な量の：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
をさらに含む、請求項２１に記載の粉末の培養培地。
【請求項２４】
　リステリア属菌を培養するためのキットであって、該キットは、脱酸素剤およびマグネ
シウムをキレート化しない緩衝剤を備える、キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景
　１．分野
　開示される主題は、概して、微生物を培養する培地および方法ならびに微生物を検出す
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【背景技術】
【０００２】
　２．関連刊行物

【０００３】
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　要旨
　ある実施形態において、生物学的に有効な濃度の：キレート化されていないマグネシウ
ムイオン；および脱酸素剤を含む培養培地が開示される。
【０００５】
　別の実施形態において、その脱酸素剤は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール
酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択
される。
【０００６】
　別の実施形態において、上記培地は、生物学的に有効な濃度の：リチウム塩；または鉄
（ＩＩＩ）塩；またはリチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩をさらに含む。
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【０００７】
　別の実施形態において、上記培地は、選択物質（ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ａｇｅｎｔ）を
さらに含む。
【０００８】
　別の実施形態において、上記培地は、実質的にマグネシウムをキレート化しない緩衝剤
をさらに含む。
【０００９】
　別の実施形態において、上記培地は、リステリア属菌（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｓｐｐ．）
を培養するための培地である。
【００１０】
　別の実施形態において、
　前記鉄（ＩＩＩ）塩は、約０．０５ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記リチウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記マグネシウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；かつ
　前記脱酸素剤は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在する。
【００１１】
　別の実施形態において、上記培地は、選択物質をさらに含む。
　ある実施形態において、生物学的サンプルを培養するための方法が開示され、その方法
は、生物学的に有効な濃度のキレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤
を含む培地中でそのサンプルを培養する工程を包含する。
【００１２】
　上記方法の別の実施形態において、上記培地は、リチウム塩；または鉄（ＩＩＩ）塩；
またはリチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩を含む。
【００１３】
　上記方法の別の実施形態において、上記培地は、選択物質をさらに含む。
　上記方法の別の実施形態において、
　前記鉄（ＩＩＩ）塩は、約０．０５ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記リチウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；
　前記マグネシウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；かつ
　前記脱酸素剤は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在する。
【００１４】
　別の実施形態において、上記方法は、リステリア属菌を培養するための方法である。
　ある実施形態において、サンプル中の細菌を検出するための方法が開示され、その方法
は、生物学的に有効な濃度の：ａ）キレート化されていないマグネシウムイオンおよびｂ
）脱酸素剤の存在下においてそのサンプルを培養する工程を包含する。
【００１５】
　上記方法の別の実施形態において、脱酸素剤は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリ
コール酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群よ
り選択される。
【００１６】
　上記方法のある実施形態において、培養工程は：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
の存在下において行われる。
【００１７】
　上記方法のある実施形態において、培養工程は、選択物質の存在下において行われる。
　上記方法のある実施形態において、細菌は、リステリア属菌である。
【００１８】
　ある実施形態において、培養培地に添加するための組成物が開示され、その組成物は、
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マグネシウムをキレート化しない緩衝剤および脱酸素剤を含む。
【００１９】
　別の実施形態において、上記組成物は、生物学的に有効な濃度の：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
をさらに含む。
【００２０】
　別の実施形態において、リステリア属菌を培養するための、上記組成物の使用が開示さ
れる。
【００２１】
　ある実施形態において、生物学的に有効な量のキレート化されていないマグネシウムイ
オンおよび脱酸素剤を含む液体の培養培地を得るための希釈に適した粉末の培養培地が開
示される。
【００２２】
　その粉末の培養培地の別の実施形態において、希釈された培地は、生物学的に有効な量
の：
　ａ）リチウム塩；または
　ｂ）鉄（ＩＩＩ）塩；または
　ｃ）リチウム塩および鉄（ＩＩＩ）塩
をさらに含む。
【００２３】
　ある実施形態において、リステリア属菌を培養するためのキットが開示され、そのキッ
トは、脱酸素剤およびマグネシウムをキレート化しない緩衝剤を備える。
【００２４】
　本明細書の主題の特徴および利点は、添付の図面に図示されているような、以下の選択
された実施形態の詳細な説明に照らすとより明らかになるだろう。理解されるように、開
示されるおよび特許請求される主題は、すべてが請求項の範囲から逸脱することなく様々
な点において改変が可能である。したがって、図面および説明は、限定的ではなく、本質
的に例証としてみなされるべきであり、主題の完全な範囲は、請求項に示される。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　選択された実施形態の詳細な説明
　用語
　本開示において、単語「含む」は、その単語の前にある項目が含まれるが具体的に述べ
られていない項目は除外されないことを意味するために、非限定的な意味において使用さ
れる。特定の特徴または変数またはパラメータを含むかまたは含み得る実施形態において
、別の実施形態は、そのような特徴または変数またはパラメータからなり得るかまたはそ
れらから本質的になり得ることが理解されるだろう。不定冠詞「ａ」によるあるエレメン
トに対する言及は、文脈が、１つおよびただ１つのそのエレメントが存在することを明ら
かに要求していない限り、そのエレメントの２つ以上が存在する可能性を排除しない。
【００２６】
　本開示において、終点による数値の範囲の列挙は、その範囲内に包含されるすべての数
値（すべての自然数、すべての整数およびすべての分数の中間値を含む）を含む（例えば
、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４および５などを含む）。
【００２７】
　本開示において、単数形「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、その内容が明らかに他のことを
指示していない限り、複数の指示対象を包含する。したがって、例えば、「化合物（ａ　
ｃｏｍｐｏｕｎｄ）」を含む組成物に対する言及は、２つ以上の化合物の混合物を包含す
る。
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【００２８】
　本開示において、用語「または」は、その内容が明らかに他のことを指示していない限
り、通常、「および／または」を含む意味で使用される。
【００２９】
　本開示において、別段示されない限り、本明細書および請求項において使用される量ま
たは成分を表しているすべての数値、特性の測定値などは、すべての場合において用語「
約」によって修飾されていると理解されるべきである。したがって、文脈に照らして反対
のことまたは必然のことが示されていない限り、本開示に示される数値のパラメータは、
本開示の教示を利用して当業者が得ようとする所望の特性に応じて、ならびに測定および
定量の不正確さに照らして、変動し得る近似値である。請求項の範囲に対する均等論の適
用を制限せずに、各数値パラメータは、報告されている有効数字の数値に照らして、およ
び通常の丸めの手法を適用することによって、少なくとも解釈されるべきである。本開示
の広範囲に示されている数値の範囲およびパラメータは、近似値であるにもかかわらず、
特定の例に示されるそれらの数値の値は、これが、本開示の妥当性の限りならびに開示さ
れるおよび特許請求される主題と従来技術との相違と一致する限りにおいてのみ広く理解
される。
【００３０】
　本開示において、用語「ＰＯＤ」は、相違の確率のことを意味し、用語「ｄＰＯＤ」は
、相違の確率の差のことを意味する。
【００３１】
　本開示において、用語「感度」または「感度率」は、感度率＝（ＡｃｔｅｒｏＬｉｓｔ
ｅｒｉａ法において陽性の環境サンプルの数／第２の増菌によって確かめられた陽性の環
境サンプルの数）×１００％と定義される。
【００３２】
　本開示において、用語「特異性」または「特異率」は、特異率＝（ＡｃｔｅｒｏＬｉｓ
ｔｅｒｉａ法において陰性の環境サンプルの数／第２の増菌によって確かめられた陰性の
環境サンプルの数）×１００％と定義される。
【００３３】
　本開示において、用語「方法の一致（Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）」は、方法
の一致＝［１－｛（ＡｃｔｅｒｏＬｉｓｔｅｒｉａ法において真陽性および真陰性の試験
サンプルの数－公定法（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｍｅｔｈｏｄ）において真陽性および真陰
性の試験サンプルの数）／方法のサンプルの総数｝］×１００％と定義される。
【００３４】
　本開示において、用語「正確度」は、正確度＝［ＡｃｔｅｒｏＬｉｓｔｅｒｉａ法にお
いて確定陽性の試験サンプルの数／公定法において陽性の試験サンプルの数］×１００％
と定義される。
【００３５】
　本開示において、用語「培地（ｍｅｄｉａ）」、「培地（ｍｅｄｉｕｍ）」、「ブロス
」、「培養ブロス」などのすべては、細菌または微生物（ｍｉｃｒｏｂｅ）の菌株または
種であり得る所望の微生物（ｍｉｃｒｏｏｒｇａｎｉｓｍ）を培養するのに適した栄養分
の混合物のことを指す。特定の実施形態において、培地は、水、寒天、タンパク質、アミ
ノ酸、カエゼイン（ｃａｅｓｅｉｎ）加水分解物、塩、脂質、炭水化物、塩、ミネラルお
よびｐＨ緩衝剤のうちの１つ以上を含み得、エキス（例えば、肉エキス、酵母エキス、ト
リプトン、フィトン、ペプトンおよび麦芽エキス）を含み得、ルリア・ベルターニ（ＬＢ
）培地を含み得る。実施形態において、培地は、簡易培地、複合培地または限定培地であ
り得、強化培地であり得、多種多様の方法（そのすべてが当業者に容易に理解される）で
添加され得る。実施形態において、培地は、ＭＯＰＳ緩衝剤、鉄（ＩＩＩ）塩（例えば、
クエン酸第二鉄）、マグネシウム塩（例えば、硫酸マグネシウム）、リチウム塩（例えば
、塩化リチウム）を含み得、ピルビン酸塩を含み得る。実施形態において、培地は、本明
細書中に定義されるような任意のコア培地を含み得るか、またはそれからなり得る。実施
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形態において、培地は、簡易培地、複合培地または限定培地であり得、強化培地であり得
、多種多様の方法（そのすべてが当業者に容易に理解される）で添加され得る。用語「Ａ
ｃｔｅｒｏ／Ｌｉｓｔｅｒｉａ」および「ＡＬＥＭ」ブロス、培地、増菌培地などは、本
明細書の実施形態に係る培地に対する一般的な記述語として使用される。
【００３６】
　実施形態において、培地は、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤であり得るｐＨ緩
衝剤を含む。一連の実施形態において、ｐＨ緩衝剤は、ＭＯＰＳナトリウム塩とＭＯＰＳ
遊離酸との混合物であるが、別の実施形態では、一連の他の緩衝剤（例えば、炭酸緩衝剤
およびリン酸緩衝剤）が使用可能であり得、その培地にとって所望のｐＨを達成するよう
に当業者によって容易に選択され、実行される。
【００３７】
　実施形態において、培地は、複数の成分を含み、所望の濃度の特定の成分を含む液体培
地を提供するための所定の体積の水との混和に適した、通常、「粉末培地」、「培地粉末
」、「培地濃縮物」、「濃縮培地」などとも呼ばれる粉末または濃縮物の形態で提供され
得る。そのような粉末培地または濃縮培地は、完全であり得、これは、それが使用前に好
適な水、通常、滅菌水への溶解だけが必要であることを意味する。あるいは、実施形態に
おいて、粉末培地または濃縮培地は、不完全であり得、これは、使用に適した完全培地を
提供するために追加の成分を加える必要があることを意味する。実施形態において、粉末
培地または濃縮培地は、細菌を培養する際に実際に使用するための培地を生成するための
希釈に適した濃縮された形態において少なくとも部分的に水和した培地も包含する。本明
細書中で使用される用語「培地（ｍｅｄｉｕｍ）」または「培地（ｍｅｄｉａ）」は、文
脈が他のことを要求しない限り、細菌および微生物を培養するのに適した濃度で成分を有
する最終的な培地と、希釈に適した粉末培地または濃縮培地の両方を包含することが理解
されるだろう。
【００３８】
　本開示において、用語「脱酸素剤」は、遊離酸素または酸素ラジカルを除去するかまた
は不活性化する化学物質のことを意味する。特定の実施形態において、脱酸素剤は、ピル
ビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩または化合物、システイン、Ｌ－（＋）－塩
酸システイン、Ｌ－システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）（Ｐａｔｅｌ，１９９５）Ｎａ

２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される。実施形態において、特定の脱酸素剤は、左
旋性または右旋性（ｄｅｘｔｒｏｔａｔｏｒｙ）（ＬまたはＤ）の形態であり、ラセミ型
またはラセミ混合物であり得る。当業者は、そのような代替物から容易に選択し、そのよ
うな脱酸素剤が、当該実施形態に対するそれらの生物学的適合性に基づいて選択されるこ
とを認識するだろう。実施形態において、本開示において言及される脱酸素剤または他の
任意の試薬が、塩である場合、任意の生物学的に有効かつ適合性の塩が使用可能であり、
不適当な塩は、当業者によって容易に特定および回避される。実施形態において、塩は、
ナトリウム塩またはカリウム塩である。
【００３９】
　本開示において、用語「ピルビン酸塩」は、ピルビン酸（２－オキソ－プロパン酸とし
ても知られる）のすべての塩およびピルビン酸アニオンを含む任意の化合物ならびに任意
の生物学的に有効な異性体またはそれらの置換型を意味し、それを含む。実施形態におい
て、ピルビン酸塩は、ピルビン酸ナトリウムまたはピルビン酸カリウムである。当業者は
、例えば毒性に起因して、生物学的に有効でないかまたは望ましくない塩を容易に特定お
よび回避する。
【００４０】
　当業者は、目的の細菌に対して致死性のまたは有害な塩および他の化合物が回避され、
そのような塩および化合物が当業者によって容易に特定されることを容易に認識するだろ
う。
【００４１】
　本開示において、アルカリ金属は、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セ
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シウムおよびフランシウムのうちのいずれか１つのことを意味し、アルカリ金属塩は、前
述のもののうちのいずれかの任意の生物学的に許容可能な塩のことを意味する。実施形態
において、塩は、可溶性であり、有機または無機であり得、例としては、塩化物、リン酸
塩、硝酸塩、炭酸水素塩、ピルビン酸塩、エタン酸塩であり得る。
【００４２】
　本開示において、動詞「緩衝する」は、培養培地であり得る溶液のｐＨを、当業者に容
易に明らかになる方法で所定の範囲内に安定化することを意味する。名詞「緩衝剤」は、
溶液のｐＨを安定化するのに適した化学物質のことを意味する。
【００４３】
　本開示において、用語「塩」とは、関連する条件下において可溶性であるかまたは実質
的にもしくは部分的に可溶性である塩のことを指す。
【００４４】
　本開示において、サンプルまたは微生物を「生育する」または「培養する」に対する言
及は、そのサンプルまたは微生物が、目的の１つ以上の微生物の増殖または分裂の補助ま
たは促進に適したまたは実質的に適した条件下に保持されるプロセスのことを意味する。
これらの用語は、目的の微生物が実際に存在するか否かまたは検出可能な量で存在するか
否かに関係なく、サンプルが関連する条件に曝露される状況を包含することが理解される
だろう。
【００４５】
　本開示において、用語「塩」とは、可溶性もしくは実質的に可溶性であるか、または適
用可能な培養条件下において所望の生物学的有効性を有するのに必要な程度に可溶性であ
る、任意の生物学的に適合性の塩のことを指す。
【００４６】
　本開示において、「マグネシウムをキレート化しない緩衝剤」または「実質的にマグネ
シウムをキレート化しない緩衝剤」は、溶液由来の溶解されたマグネシウムイオンを実質
的にキレート化しないかもしくは捕捉しないかまたは生物学的に有意な程度にまでそのよ
うにしない緩衝剤のことを意味する。特定の実施形態において、マグネシウムをキレート
化しない緩衝剤は、３－モルホリノプロパン－１－スルホン酸；３－（Ｎ－モルホリノ）
プロパンスルホン酸；３－Ｎ－モルホリノプロパンスルホン酸；４－モルホリンプロパン
スルホン酸および「ＭＯＰＳ」とも呼ばれる３－（ｎ－モルホリノ）プロパンスルホン酸
であるかもしくはそれを含むか、またはＭＯＰＳナトリウム塩とＭＯＰＳ遊離酸との混合
物であるかもしくはそれを含む。別の実施形態において、一連の生物学的に許容可能な、
マグネシウムをキレート化しない緩衝剤が使用され得、それは当業者によって容易に特定
および選択される。いくつかの実施形態において、そのような緩衝剤は、ＭＯＰＳの置換
された形態または別途化学的に改変された形態である。同様に「非キレート化」または「
キレート化されていない」とは、溶液中に実質的に遊離しているイオンまたは化学物質の
ことを指す。
【００４７】
　本開示において、用語「基本」または「コア」培地またはブロスとは、当業者が容易に
認識するある特定の基本的な必須成分を含む不完全なブロスのことを指し、そのブロスの
詳細な組成は、目的の任意の微生物の増殖を補助するのに適したままで、実質的に変更さ
れ得る。したがって、実施形態において、コア培地は、塩、緩衝剤およびタンパク質エキ
スを含み、実施形態において、炭酸塩もしくはリン酸塩もしくはＭＯＰＳ緩衝剤を含むか
、またはナトリウム塩、マグネシウム塩およびカルシウム塩を含み得る。実施形態におい
て、１リットルのコア培地は、表１に示される処方を有する。しかしながら、別の実施形
態において、コア培地は、水、寒天、タンパク質、アミノ酸、カゼイン加水分解物、塩、
脂質、炭水化物、塩、ミネラルおよびｐＨ緩衝剤のうちの１つ以上を含み、実施形態にお
いて、エキス（例えば、肉エキス、酵母エキス、トリプトン、フィトン、ペプトンおよび
麦芽エキス）を含み、実施形態において、培地は、ルリア・ベルターニ（ＬＢ）培地；低
塩ＬＢ培地（１％ペプトン、０．５％酵母エキスおよび０．５％ＮａＣｌ）、ＳＯＢ培地
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（２％ペプトン、０．５％酵母エキス、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、２．５ｍＭ　ＫＣｌ、１０
ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　ＭｇＳＯ４）、ＳＯＣ培地（２％ペプトン、０．５％酵母
エキス、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、２．５ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　
ＭｇＳＯ４、２０ｍＭグルコース）、Ｓｕｐｅｒｂｒｏｔｈ（３．２％ペプトン、２％酵
母エキスおよび０．５％ＮａＣｌ）、２×ＴＹ培地（１．６％ペプトン、１％酵母エキス
および０．５％ＮａＣｌ）、ＴｅｒｒｉｆｉｃＢｒｏｔｈ（ＴＢ）（１．２％ペプトン、
２．４％酵母エキス、７２ｍＭ　Ｋ２ＨＰＯ４、１７ｍＭ　ＫＨ２ＰＯ４および０．４％
グリセロール）、ＬＢ　ＭｉｌｌｅｒブロスまたはＬＢ　Ｌｅｎｎｏｘブロス（１％ペプ
トン、０．５％酵母エキスおよび１％ＮａＣｌ）であるかまたはそれを含む。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１において、ＸおよびＹは、グラムとして表される数値である。ＸおよびＹの各々は
、独立して、０．０、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４、０．０５、０．０６、
０．０７、０．０８、０．０９、０．１、０．１１、０．１２、０．１３、０．１４、０
．１５、０．１６、０．１７、０．１８、０．１９、０．２、０．３、０．４、０．５、
０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．２、１．３、１．４、１．５、
１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．３、２．４、２．５、
２．６、２．７、２．８、２．９、３．０、３．１、３．２、３．３、３．４、３．５、
３．６、３．７、３．８、３．９、４．０、４．１、４．２、４．３、４．４、４．５、
４．６、４．７、４．８、４．９、５．０、５．１、５．２、５．３、５．４、５．５、
５．６、５．７、５．８、５．９、６．０、６．１、６．２、６．３、６．４、６．５、
６．６、６．７、６．８、６．９、７．０、７．１、７．２、７．３、７．４、７．５、
７．６、７．７、７．８、７．９、８．０、８．１、８．２、８．３、８．４、８．５、
８．６、８．７、８．８、８．９、９．０、９．１、９．２、９．３、９．４、９．５、
９．６、９．７、９．８、９．９、１０．０、１０．１、１０．２、１０．３、１０．４
、１０．５、１０．６、１０．７、１０．８、１０．９、１１．０、１１．１、１１．２
、１１．３、１１．４、１１．５、１１．６、１１．７、１１．８、１１．９、１２．０
、１２．１、１２．２、１２．３、１２．４、１２．５、１２．６、１２．７、１２．８
、１２．９、１３．０、１３．１、１３．２、１３．３、１３．４、１３．５、１３．６
、１３．７、１３．８、１３．９、１４．０、１４．１、１４．２、１４．３、１４．４
、１４．５、１４．６、１４．７、１４．８、１４．９、１５．０、１５．１、１５．２
、１５．３、１５．４、１５．５、１５．６、１５．７、１５．８、１５．９、１６．０
、１６．１、１６．２、１６．３、１６．４、１６．５、１６．６、１６．７、１６．８
、１６．９、１７．０、１７．１、１７．２、１７．３、１７．４、１７．５、１７．６
、１７．７、１７．８、１７．９、１８．０、１８．１、１８．２、１８．３、１８．４
、１８．５、１８．６、１８．７、１８．８、１８．９、１９．０、１９．１、１９．２
、１９．３、１９．４、１９．５、１９．６、１９．７、１９．８、１９．９、２０グラ
ムまたはそれ以上であり得、特定の実施形態において、Ｘ～Ｙの範囲は、ＸおよびＹの任
意の値によって範囲が定められ得る。特定の実施形態において、フィトン、トリプトン、
牛肉エキスおよび酵母エキスの改変型が、前述のものに対する好適な代用物であるとき、
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当業者によって容易に選択されることが理解されるだろう。いくつかの実施形態において
、マグネシウム、カルシウムおよびナトリウムの別の塩が使用され得、特定の実施形態に
おいて、マグネシウム、カルシウムおよびナトリウムに対する代替物が選択され得る。い
くつかの実施形態において、緩衝剤は、コア培地に含められ得、実施形態において、その
緩衝剤は、ＭＯＰＳ緩衝剤である。当業者は、基本培地に対する処方を特定の目的に適す
るように容易に適切に調整する。本明細書中に開示される増菌の有効性に適合する基本培
地に対する任意およびすべての変化形が、特許請求される主題の範囲内に含まれるように
意図されることが理解されるだろう。
【００５０】
【表２】

【００５１】
　当業者は、所望の微生物の増殖が、当該微生物に適合された選択された温度において最
も促進されることを容易に理解するだろう。特定の実施形態において、所望の微生物は、
リステリア属菌であり、培養工程は、約２９℃、３０℃、３１℃、３２℃、３３℃、３４
℃、３５℃、３６℃、３７℃、３８℃、３９℃、４０℃、４１℃、４２℃、４３℃または
それ以上において行われ得、使用されるブロスは、試験用のサンプルへの接種の前にこの
温度に予熱されるかまたは予熱され得る。特定の実施形態において、培養工程は、約３５
℃において行われ得、使用されるブロスは、試験用のサンプルへの接種の前にこの温度に
予熱され得る。本明細書中に開示される実施形態において、培養工程は、２９℃～４３℃
の任意の温度において行われ得、約２９℃、３０℃、３１℃、３２℃、３３℃、３４℃、
３５℃、３６℃、３７℃、３８℃、もしくは３９℃、もしくは４０℃、もしくは４１℃、
もしくは、４２℃もしくは４３℃、または２９℃～３０℃、３０℃～３１℃、３１℃～３
２℃、３２℃～３３℃、３３℃～３４℃、３４℃～３５℃、３５℃～３６℃、３６℃～３
７℃、３７℃～３８℃、３８℃～３９℃、３９℃～４０℃、４０℃～４１℃、４１℃～４
２℃もしくは４２℃～４３℃、あるいは３４℃～４３℃、または３５℃～４２℃、または
３６℃～４２℃、３８℃～４２℃、または３９℃～４１℃、または３９℃～４０℃、また
は３８℃～３９℃、または３９℃～４０℃、または４０℃～４１℃、または４１℃～４２
℃または４２℃～４３℃の温度において行われ得る。実施形態において、その温度は、３
２℃～３８℃または３３℃～３７℃である。本開示において、培地の「強化」とは、１つ
以上の所望の微生物の増殖または他の特徴を促進するための選択された成分の付加のこと
を指す。「強化液」とは、これらの追加の成分を含む溶液のことを指す。実施形態におい
て、強化液に含められる成分としては、ＭＯＰＳ、Ｆｅ（ＩＩＩ）塩、リチウム塩、ピル
ビン酸塩の１つ以上が挙げられ、実施形態において、選択増菌サプリメントは、１つ以上
の選択物質（例えば、ナリジクス酸、シクロヘキシミドおよび塩酸アクリフラビン）を含
む。特定の実施形態において、強化されたブロスは、硫酸マグネシウム、塩化リチウム、
クエン酸第二鉄、ピルビン酸ナトリウムおよび増菌サプリメントのうちの１つ以上を含む
。
【００５２】
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【表３】

【００５３】
　ＸおよびＹの各々は、独立して、０．０、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４、
０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、０．１、０．１１、０．１２、０
．１３、０．１４、０．１５、０．１６、０．１７、０．１８、０．１９、０．２、０．
３、０．４、０．５、０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．２、１．
３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．
３、２．４、２．５、２．６、２．７、２．８、２．９、３．０、３．１、３．２、３．
３、３．４、３．５、３．６、３．７、３．８、３．９、４．０、４．１、４．２、４．
３、４．４、４．５、４．６、４．７、４．８、４．９、５．０、５．１、５．２、５．
３、５．４、５．５、５．６、５．７、５．８、５．９、６．０、６．１、６．２、６．
３、６．４、６．５、６．６、６．７、６．８、６．９、７．０、７．１、７．２、７．
３、７．４、７．５、７．６、７．７、７．８、７．９、８．０、８．１、８．２、８．
３、８．４、８．５、８．６、８．７、８．８、８．９、９．０、９．１、９．２、９．
３、９．４、９．５、９．６、９．７、９．８、９．９、１０．０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２
７、２８、２９もしくは３０グラムまたはそれらの間の任意の値であり得、特定の変化形
の実施形態において、Ｘ～Ｙの範囲は、ＸおよびＹの任意の値によって範囲が定められ得
る。ＭＯＰＳ塩およびＭＯＰＳ遊離酸の相対量は、所望のｐＨを達成するのに必要である
ように調整されることが理解されるだろう。
【００５４】
　ＡおよびＢの各々は、独立して、０．０、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４、
０．０５、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９、０．１、０．１１、０．１２、０
．１３、０．１４、０．１５、０．１６、０．１７、０．１８、０．１９、０．２、０．
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３、０．４、０．５、０．６、０．７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．２、１．
３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．
３、２．４、２．５、２．６、２．７、２．８、２．９、３．０、３．１、３．２、３．
３、３．４、３．５、３．６、３．７、３．８、３．９、４．０、４．１、４．２、４．
３、４．４、４．５、４．６、４．７、４．８、４．９、５．０、５．１、５．２、５．
３、５．４、５．５、５．６、５．７、５．８、５．９、６．０、６．１、６．２、６．
３、６．４、６．５、６．６、６．７、６．８、６．９、７．０、７．１、７．２、７．
３、７．４、７．５、７．６、７．７、７．８、７．９、８．０、８．１、８．２、８．
３、８．４、８．５、８．６、８．７、８．８、８．９、９．０、９．１、９．２、９．
３、９．４、９．５、９．６、９．７、９．８、９．９、１０．０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２
７、２８、２９、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、３００
、４００、５００、６００、７００、８００、９００、１０００、２０００、３０００、
４０００、５０００、６０００、７０００、８０００、９０００、１０，０００、１１，
０００、１２，０００、１３，０００、１４，０００、１５，０００、１６，０００、１
７，０００、１８，０００、１９，０００、２０，０００、３０，０００、４０，０００
、５０，０００、６０，０００、７０，０００、８０，０００、９０，０００または１０
０，０００ｍｇ／リットルであり得る。
【００５５】
【表４】

【００５６】
　＊１本のバイアルを指示されるように再構成し、２．７ｍＬの内容物を１Ｌの培地に加
える。
【００５７】
　しかしながら、これらの量は、特定の要件に適合させるために変更され得、別の実施形
態では、最終的な強化培地が、約１×１０－６、２×１０－６、３×１０－６、４×１０
－６、５×１０－６、６×１０－６、７×１０－６、８×１０－６、９×１０－６、１×
１０－５、２×１０－５、３×１０－５、４×１０－５、５×１０－５、６×１０－５、
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７×１０－５、８×１０－５、９×１０－５、１×１０－４、２×１０－４、３×１０－

４、４×１０－４、５×１０－４、６×１０－４、７×１０－４、８×１０－４、９×１
０－４、１×１０－３、２×１０－３、３×１０－３、４×１０－３、５×１０－３、６
×１０－３、７×１０－３、８×１０－３、９×１０－３、１×１０－２、２×１０－２

、３×１０－２、４×１０－２、５×１０－２、６×１０－２、７×１０－２、８×１０
－２、９×１０－２、１×１０－１、２×１０－１、３×１０－１、４×１０－１、５×
１０－１、６×１０－１、７×１０－１、８×１０－１、９×１０－１、１０、２０、３
０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１×１０２、２×１０２、３×１０２、４×
１０２、５×１０２、６×１０２、７×１０２、８×１０２、９×１０２、１×１０３、
２×１０３、３×１０３、４×１０３、５×１０３、６×１０３、７×１０３、８×１０
３、９×１０３ｇ／リットルもしくはｍｇ／リットルまたはそれ以上もしくはそれ以下の
個別の成分をブロス中に含むことが当業者によって容易に理解されるだろう。
【００５８】
　本開示において、培養培地に対する「サプリメント」は、培養培地に加えるための溶液
、液体、固体または他の材料のことを意味する。サプリメントは、１つ以上の微生物の増
殖を促進する効果または目的を有し、特定の実施形態では、１つ以上の微生物の増殖を他
の望まれない微生物と比べて選択的に促進する。特定の実施形態において、サプリメント
は、マグネシウム塩、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩、ピルビン酸塩および選択物質のうち
の１つ以上を含むか、または容易に変換されるかもしくは代謝されて前述のもののいずれ
かを形成し得る前駆体もしくは改変された形態を含む。実施形態において、サプリメント
は、リステリア属菌の増殖を促進するためのサプリメントである。本開示において、用語
「選択物質」は、所望の微生物の増殖を補助するようにまたは望まれない微生物の増殖を
阻害するように働く化学物質または培養条件のことを意味する。特定の実施形態において
、選択物質には、抗生物質、スルファンアミド（ｓｕｌｐｈａｎａｍｉｄｅｓ）または防
腐剤が含まれる。特定の実施形態において、選択物質は、ナリジクス酸、シクロヘキシミ
ドおよび塩酸アクリフラビンのうちの１つ、２つまたは３つすべてであるかもしくはそれ
らを含むか、またはそれらに対する好適な等価物もしくは代替物を含む。用語「選択増菌
サプリメント」は、用語「選択物質」と等価である。特定の実施形態において、シクロヘ
キシミドの作用濃度は、培養培地１リットルあたり約３３．７５ｍｇであり、別の実施形
態では、１５～５０ｍｇ／リットル培養培地であるか、または５、１０、１５、２０、２
５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０
、９５、１００ｍｇ／リットル培養培地もしくはそれ以上より高くてもよい。特定の実施
形態において、ナリジクス酸の作用濃度は、培養培地１リットルあたり約２７ｍｇである
か、または１０～５０ｍｇ／リットル培養培地であるか、または５、１０、１５、２０、
２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９
０、９５、１００ｍｇ／リットル培養培地またはそれ以上より高い。実施形態において、
塩酸アクリフラビンの作用濃度は、約１０，１２５ｍｇ／リットルであるか、または６０
００～１５，０００ｍｇ／リットルであるか、または１０００、２０００、３０００、４
０００、５０００、６０００、７０００、８０００、９０００、１００００、１１０００
、１２０００、１３０００、１４０００、１５０００、１６０００、１７０００、１８０
００、１９０００、２００００ｍｇ／リットル培養培地またはそれ以上より高い。しかし
ながら、当業者は、多種多様の濃度の選択物質が使用され得、特定の目的のために好適な
調整が行われ得ることを認識するだろう。
【００５９】
　本開示において、用語「Ａｃｔｅｒｏ／Ｌｉｓｔｅｒｉａ」「ＡｃｔｅｒｏＬｉｓｔｅ
ｒｉａ」および「ＡＬＥＭ」、ブロス、培地、強化ブロスなどのすべてが、本明細書の実
施形態に係るブロスまたは培地のことを指す。
【００６０】
　本開示において、「培養条件」は、微生物を培養するためのパラメータのことを意味し
、培養培地の化学組成および物理的特性、ならびに培養物の温度、撹拌、封じ込めおよび
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持続時間を包含する。したがって、特定の別の実施形態において、培養物は、２９℃～４
３℃の任意の温度において維持され、特定の実施形態では、約３９℃の温度に維持される
。ある特定の実施形態において３０℃超および２５℃未満の温度ならびに実施形態におい
て２９℃～４３℃の温度で維持され、約２９℃、３０℃、３１℃、３２℃、３３℃、３４
℃、３５℃、３６℃、３７℃、３８℃、もしくは３９℃、もしくは４０℃、もしくは４１
℃、もしくは、４２℃もしくは４３℃、または２９℃～３０℃、３０℃～３１℃、３１℃
～３２℃、３２℃～３３℃、３３℃～３４℃、３４℃～３５℃、３５℃～３６℃、３６℃
～３７℃、３７℃～３８℃、３８℃～３９℃、３９℃～４０℃、４０℃～４１℃、４１℃
～４２℃、もしくは４２℃～４３℃、または３４℃～４３℃、もしくは３５℃～４２℃、
もしくは３６℃～４２℃、３８℃～４２℃、もしくは３９℃～４１℃、もしくは３９℃～
４０℃、もしくは３８℃～３９℃、もしくは３９℃～４０℃、もしくは４０℃～４１℃、
もしくは４１℃～４２℃、もしくは４２℃～４３℃の温度において行われ得ることが理解
されるだろう。実施形態において、温度は、３２℃～３８℃であるか、または３３℃～３
６℃も、本明細書中に開示される培地を使用して微生物を培養するために使用され得るが
、しかしながら、約２５℃～約３０℃の範囲を外れる温度が他の所望でない微生物のより
速い増殖をもたらし得、リステリアの増殖を阻害し得ることが見出されている。培養培地
のｐＨは、通常、７～８に設定され、例えば、特定の実施形態において、約７．０、７．
１、７．２、７．３、７．４、７．５、７．６、７．７、７．８、７．９もしくは８．０
であり得るか、または前述の値のうちのいずれか２つによって範囲が定められる範囲内で
ある。ｐＨ７～８の範囲を外れるｐＨも実施形態では使用可能であり得るが、その培養の
効率および選択性に悪影響があり得ることが理解されるだろう。培養物は、サンプルへの
接種後の任意の所望の期間にわたって生育され得るが、非限定的な実施形態では、通常の
方法による試験を可能にするのにリステリア属菌の含有量を十分に増菌するのに２４時間
の培養期間で十分であることが見出されている。しかしながら、別の実施形態では、特定
の目的のために、培養期間は、それよりも長いかまたは短く、最長０．５、１、２、３、
４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１
９、２０、２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２
、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、
４６、４７、４８時間もしくはそれ以上であり得るか、またはそれら未満であり得る。当
業者は、特定の要件を満たすのに適した培養期間を容易に選択する。
【００６１】
　本開示において、「微生物」は、病原性のある細菌であり得る細菌のことを意味し、実
施形態において、リステリア属菌であり得る。
【００６２】
　本開示において、微生物を「検出する」は、微生物または微生物の変化が実際に検出さ
れるか否かに関係なく、生物学的サンプル中の微生物の存在または微生物の存在の変化を
観察する任意のプロセスのことを意味する。換言すれば、微生物または微生物のレベルの
変化についてサンプルを試験する行為は、その微生物が存在しないまたは感度レベル未満
であると判定されるとしても「検出」である。検出は、定量的、半定量的または非定量的
な観察であり得、１つ以上のコントロールサンプルとの比較に基づき得る。検出は、微生
物の有無が評価される任意のサンプルに適用され得、特定の実施形態では、前述の一般性
を限定するわけではないが、サンプルは、任意の形態の生物学的材料であり得るかまたは
それを含み得、すりつぶされたまたはすりつぶされていない、食肉、鳥肉、魚肉、海産物
、野菜、果実、乳製品、乳、卵、パック詰め食品（ｐａｃｋａｇｅｄ　ｆｏｏｄ）、缶詰
食品、瓶詰食品または包装食品（ｗｒａｐｐｅｄ　ｆｏｏｄ）を含み得る。
【００６３】
　実施形態において、限定するわけではないが、微生物を検出する工程は、ＰＣＲ、リア
ルタイムＰＣＲ、レクチン、単純拡散、側方拡散、免疫学的検出、ラテラルフローまたは
フロースルーの方法を使用して培養物中の微生物の存在を検出する工程を包含する。限定
ではなく例証の目的で、特定の実施形態において、可能性のある検出方法は、米国特許第
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６４８３３０３号；米国特許第６５９７１７６号；米国特許第６６０７９２２号；米国特
許第６９２７５７０号；および米国特許第７３２３１３９号のいずれかに開示されている
主題を含むまたは使用する。
【００６４】
　本開示において、用語「サンプル」および「生物学的サンプル」は、その文脈と一致す
る、最も広い可能性のある同じ意味を有し、限定するわけではないが、通常、目的の１つ
以上の微生物の存在について試験されることが望まれるもののことを指し、それが実際に
任意の微生物または目的の任意の微生物を含むか否かおよびそれがサルモネラ属菌または
大腸菌属菌を含むか否かに関係なく、そのような主題のすべてを包含する。実施形態にお
いて、サンプルは、ある片もしくは部分を採取することによって、または拭き取り、拭い
取り、濾過、塗抹もしくは他の任意の好適な方法（それらのすべてが、当業者によって容
易に理解され、実行され、選択される）を使用することによって、得られ得る。特定の実
施形態において、サンプルは、食品の原料であるかもしくはそれを含むか、または植物も
しくは動物材料であるかもしくはそれを含むか、あるいは食肉、海産物、魚肉、野菜、果
実、サラダ、予め作られた食事、卵、乳製品、混合されたおよび混合されていない食品の
原料、缶詰品、または他の任意の形態の新鮮な、生の、調理された、調理されていない、
冷凍された、冷蔵された、すりつぶされた、切り刻まれた、缶詰された、加熱処理された
、乾燥された、貯蔵された、精製された、もしくは保存された食材の何でもであるかもし
くはそれらを含む。さらなる実施形態において、サンプルは、目的の微生物が存在するか
を判定することが望まれる環境、表面、容器または場所から採取され得、例えば、限定す
るわけではないが、調理場表面、料理表面、食品貯蔵容器、食器、冷蔵庫、冷凍庫、陳列
容器、包装材料、生きている植物および動物、ならびに使用者にとって興味深い可能性が
ある他の任意の環境、場所、表面または材料の何でもである。当業者は、実施形態におい
て使用するための任意のサンプルを選択する、得るおよび取り扱うのに適した方法を理解
し、実行する。選択された実施形態において、サンプルは、食肉、魚肉、海産物、野菜、
卵または乳製品のサンプルである。
【００６５】
　ある実施形態に係る培養培地
　その実施形態において、キレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤を
生物学的に有効な濃度で含む培養培地が開示される。用語「生物学的に有効な濃度」は、
キレート化されていないマグネシウムイオンと脱酸素剤の両方の濃度のことを記載してお
り、そのような濃度の両方が、当業者が容易に認識する方法で必要に応じて調整されても
よいが、そのような調整は、特定の実施形態の目的に対してその組み合わせの有効性が保
たれる方法で行われることが理解されるだろう。実施形態において、脱酸素剤は、ピルビ
ン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）、Ｎａ

２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される。
【００６６】
　ある実施形態において、培養培地は、生物学的に有効な濃度のキレート化されていない
マグネシウムイオン、ならびに生物学的に有効な濃度の、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩お
よびピルビン酸塩からなる群より選択される少なくとも１つの成分を含む。変化形の実施
形態において、培地は、リチウム塩、マグネシウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸
塩からなる群より選択される少なくとも２つ、３つまたは４つの成分の生物学的に有効な
組み合わせを含む。変化形の実施形態において、培地は、１つ以上の選択物質をさらに含
む。変化形の実施形態において、培地は、緩衝培地であり、変化形の実施形態では、実質
的にマグネシウムをキレート化しない緩衝剤である。実施形態において、鉄（ＩＩＩ）塩
は、約０．０５ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；リチウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃
度で存在し；マグネシウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；ピルビン酸塩は
、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在する。実施形態において、培地は、リステリア属菌
を培養するための培地である。
【００６７】
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　さらに別の実施形態において、培地は、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤、リチ
ウム塩、マグネシウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸塩からなる群より選択される
少なくとも３つ、４つ、５つまたは６つすべての成分を含む。別の実施形態において、選
択される成分の１つは、リチウム塩である。さらに別の実施形態において、選択される成
分の１つは、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤である。さらに別の実施形態におい
て、選択される成分の１つは、マグネシウム塩である。さらに別の実施形態において、選
択される成分の１つは、鉄（ＩＩＩ）塩である。さらに別の実施形態において、選択され
る成分の１つは、ピルビン酸塩である。
【００６８】
　さらなる一連の別の実施形態において、選択される成分は、マグネシウムをキレート化
しない緩衝剤、リチウム塩、ならびにマグネシウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸
塩からなる群より選択される少なくとも１つの成分を含む。さらなる一連の別の実施形態
において、選択される成分は、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤、マグネシウム塩
、ならびにリチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸塩からなる群より選択される少
なくとも１つの成分を含む。
【００６９】
　さらなる一連の別の実施形態において、選択される成分は、マグネシウムをキレート化
しない緩衝剤、酸化鉄（ＩＩＩ）塩、ならびにマグネシウム塩、リチウム塩およびピルビ
ン酸塩からなる群より選択される少なくとも１つの成分を含む。
【００７０】
　さらなる一連の別の実施形態において、選択される成分は、マグネシウムをキレート化
しない緩衝剤、ピルビン酸塩、ならびにマグネシウム塩、リチウム塩および酸化鉄（ＩＩ
Ｉ）塩からなる群より選択される少なくとも１つの成分を含む。
【００７１】
　さらなる一連の別の実施形態において、選択される成分は、リチウム塩およびマグネシ
ウムをキレート化しない緩衝剤、またはリチウム塩およびマグネシウム塩、またはリチウ
ム塩および鉄（ＩＩＩ）塩、またはリチウム塩およびピルビン酸塩を含む。さらなる一連
の選択された実施形態において、選択される成分は、ピルビン酸塩およびマグネシウムを
キレート化しない緩衝剤、またはピルビン酸塩およびマグネシウム塩、またはピルビン酸
塩およびリチウム塩、またはピルビン酸塩および酸化鉄（ＩＩＩ）塩を含む。さらなる一
連の選択された実施形態において、選択される成分は、酸化鉄（ＩＩＩ）塩およびリチウ
ム塩、または酸化鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸塩、または酸化鉄（ＩＩＩ）塩および
マグネシウムをキレート化しない緩衝剤、または酸化鉄（ＩＩＩ）塩およびマグネシウム
塩を含む。
【００７２】
　さらなる一連の実施形態において、培地は、選択物質をさらに含む。実施形態において
、その選択物質は、ナリジクス酸、塩酸アクリフラビンおよびシクロヘキシミドのうちの
少なくとも１つを含む。実施形態において、鉄（ＩＩＩ）塩は、約０．０５ｇ／Ｌより高
い濃度で存在し；リチウム塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；マグネシウム塩
は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃度で存在し；ピルビン酸塩は、約０．１ｇ／Ｌより高い濃
度で存在する。実施形態において、鉄（ＩＩＩ）塩は、０．０５ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌの濃
度で存在し；前記リチウム塩は、０．１ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌの濃度で存在し；前記マグ
ネシウム塩は、０．１ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌの濃度で存在し；前記ピルビン酸塩は、０．
１ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌの濃度で存在する。
【００７３】
　実施形態に係る培養培地の一例に係る培地の組成を表５に示す。
【００７４】
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【表５】

【００７５】
　＊１本のバイアルを指示されるように再構成し、２．７ｍＬの内容物を１Ｌの培地に加
える。その２．７ｍｌの選択サプリメントは、３３．７５ｍｇのシクロヘキシミド、２７
ｍｇのナリジクス酸および１０，１２５ｍｇの塩酸アクリフラビンを含む。
【００７６】
　加えられたサプリメントを含む培地を１１０℃で１５分間オートクレーブすることによ
って滅菌する。
【００７７】
　ある実施形態に係る培養方法：
　その実施形態において、生物学的サンプルを培養するための方法が開示され、その方法
は、生物学的に有効な濃度のキレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤
の存在下においてそのサンプルを培養する工程を包含する。実施形態において、脱酸素剤
は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商
標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される。
【００７８】
　その実施形態の変化形において、生物学的サンプルを培養するための方法が開示され、
その方法は、生物学的に有効な濃度のキレート化されていないマグネシウムイオン、なら
びに生物学的に有効な濃度の、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビン酸塩からなる
群より選択される少なくとも１つの成分を含む培地中でそのサンプルを培養する工程を包
含する。別の実施形態において、培養工程は、実質的にマグネシウムをキレート化しない
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緩衝剤、マグネシウム塩、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩、ピルビン酸塩および選択物質か
らなる群より選択される少なくとも２つ、３つ、４つ、５つまたは６つの成分の存在下に
おいて行われる。実施形態において、上記方法は、第１の実施形態に係る培地中で細菌を
培養する工程を包含する。実施形態において、検出は、ＰＣＲ、レクチン結合、単純拡散
、側方拡散、免疫学的検出、ラテラルフローまたはフロースルーの工程をさらに含む。実
施形態において、培養工程は、選択物質の存在下において行われる。実施形態において、
細菌は、リステリア属菌であるかまたはそれを含み、実施形態において、検出工程は、実
施形態において、リステリア属菌であるかまたはそれを含む細菌種を優先的に培養する工
程を包含する。その実施形態の変化形において、その方法は、その実施形態に係る培地を
使用して生物学的サンプルを培養する工程を包含する。別の実施形態において、生物学的
サンプルは、細菌を含み、実施形態において、その細菌は、リステリア属菌であり、実施
形態において、その方法は、リステリア属菌または他の細菌株を優先的に培養する工程を
包含する。
【００７９】
　実施形態に係る細菌を検出するための方法：
　その実施形態において、サンプル中の細菌を検出するための方法が開示され、その方法
は、キレート化されていないマグネシウムイオンおよび脱酸素剤の生物学的に有効な濃度
での存在下においてそのサンプルを培養する工程を包含する。実施形態において、脱酸素
剤は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（
商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される。
【００８０】
　さらなる一連の実施形態において、サンプル中の細菌を検出するための方法が開示され
、その方法は、キレート化されていないマグネシウムイオンと、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ
）塩、ピルビン酸塩および選択物質からなる群より選択される少なくとも１つの成分との
生物学的に有効な組み合わせの存在下においてそのサンプルを培養する工程を包含する。
別の実施形態において、培養工程は、実質的にマグネシウムをキレート化しない緩衝剤、
マグネシウム塩、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩、ピルビン酸塩および選択物質からなる群
より選択される少なくとも２つ、３つ、４つ、５つまたは６つの成分の存在下において行
われる。実施形態において、その方法は、その実施形態に係る培地中で細菌を培養する工
程を包含する。別の実施形態において、検出工程は、ＰＣＲ、レクチン結合、単純拡散、
側方拡散、免疫学的検出、ラテラルフローまたはフロースルーの工程をさらに含む。別の
実施形態において、培養工程は、選択物質の存在下において行われる。別の実施形態にお
いて、細菌は、リステリア属菌であり、実施形態において、検出工程は、リステリア属菌
であり得る細菌種を優先的に培養する工程を包含する。
【００８１】
　実施形態において、好適な培養条件下で好適な時間にわたってある実施形態に係る培地
中で微生物を培養した後、目的の微生物の存在は、当業者にとって容易に明らかな一連の
方法のいずれか１つによって検出される。そのような方法としては、ＰＣＲ検出、リアル
タイムＰＣＲ検出、レクチン結合、単純拡散、側方拡散、免疫学的検出、ラテラルフロー
またはフロースルーの方法が挙げられるがこれらに限定されない。免疫学的方法は、免疫
沈降、ブロッティング、イムノラジオアッセイもしくは磁気リガンドに関連する免疫沈降
が挙げられ得るか、または他の任意の好適な方法を使用し得る。
【００８２】
　特定の実施形態において、培養物のアリコートは、検査前に微生物を殺滅するために加
熱されるかまたは別途処理される。次いで、加熱されたサンプルは、目的の微生物に特徴
的な抗原または核酸配列の存在を識別する所望の方法によって処理され得る。
【００８３】
　実施形態において、培地は、本明細書中以後ＭＩＣＴと呼ばれる既存の専売のＦｏｏｄ
Ｃｈｅｋ（商標）技術とともに使用され得る。広範には、ＭＩＣＴ法の使用の１つの例に
おいて、増菌された培養物のアリコートは、標的検体を殺滅するために加熱される。加熱
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されたサンプルは、病原体の抗原に結合する抗体に結合体化されたナノサイズの磁気粒子
を含むサンプル／結合体パッドから構成されるラテラルフローカセットに充填される。そ
の試験は、捕捉ゾーンと呼ばれる細いストリップに第２の抗体も含む。毛細管流動によっ
て、充填された液体はサンプルパッドを通過して結合体パッドに達し、そこで標的細菌は
、その抗体でコーティングされた粒子に結合する。この免疫複合体は、捕捉ゾーンに向か
ってテストストリップ中を流動する。結果は、捕捉ゾーンにおける磁気粒子の蓄積である
。標的病原体が存在しない場合、免疫複合体は形成されず、粒子は捕捉ラインに蓄積せず
、その検査結果は陰性である。さらに下流では、同様の形式であるが異なる試薬でストリ
ップ状にされた（ｓｔｒｉｐｐｅｄ）コントロールラインによって、その検査が正しく行
われたことおよびそれらの試薬がなおも活性であることが確かめられる。そのカセットは
、低濃度の磁気粒子を検出することができる機器において読まれる。その検出器は、テス
トストリップが検出コイル群の下を通過するとき、そのテストストリップに沿って磁場の
小さな変化を検知する。そのコイルは、特徴的なシグナルプロファイルが、テストライン
またはコントロールラインに結合した磁気粒子の存在によって生成されるように交互方向
に巻かれる。その機器は、検出シグナルを、各個別のカセット上に貼付されたバーコード
にコードされている正の閾値の値と比較し、次いで、陽性または陰性の結果を報告する。
結果は、その機器の液晶ディスプレイスクリーン上に表示され、印刷されるか、または関
連するコンピュータに移される。そのバーコードは、すべての解析パラメータに加えて、
検査名、ロット番号および使用期限もコードし、それらは、検査結果とともに印刷される
。そのような検出方法の詳細な応用法および使用法は、当業者によって容易に理解される
だろう。微生物の有無を検査するためまたは判定するためのＭＩＣＴ技術の実施形態は、
米国特許第７３２３１３９号、米国特許第６９２７５７０号、米国特許第６６０７９２２
号、米国特許第６５９７１７６号、米国特許第６５１８７４７号、米国特許第６４８３３
０３号、米国特許第６０４６５８５号、米国特許第６２７５０３１号、米国特許第６４３
７５６３号（法律が許す限り、これらの開示全体が参照により本明細書に援用される）の
うちの１つ以上に示されている。
【００８４】
　実施形態において、培地は、微生物の単離および同定のための標準的なプロトコルにお
ける少なくとも第１の増菌工程を置き換え得、実施形態において、これらは、リステリア
属菌である。
【００８５】
　ある実施形態に係るサプリメント：
　さらなる一連の実施形態において、培養培地に添加するための組成物が開示され、その
サプリメントは、生物学的に有効な濃度のキレート化されていないマグネシウムイオンお
よび脱酸素剤を含む。実施形態において、その脱酸素剤は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、
チオグリコール酸塩、システイン、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳから
なる群より選択される。
【００８６】
　その実施形態の変化形において、組成物は、マグネシウムをキレート化しない緩衝剤と
、生物学的に有効な濃度の、マグネシウム塩、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およびピルビ
ン酸塩のうちの１つ以上との濃縮された混合物を含む。
【００８７】
　別の実施形態において、組成物は、マグネシウム塩、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩およ
びピルビン酸塩からなる群より選択される少なくとも２つ、３つ、または４つ、５つの成
分の生物学的に有効な組み合わせを含む。
【００８８】
　実施形態において、組成物は、選択物質を含む。実施形態において、組成物は、リステ
リア属菌を培養するための組成物である。実施形態において、組成物は、リステリア属菌
であり得る細菌を培養するために使用される。
【００８９】
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　実施形態に係るキット：
　さらなる一連の実施形態において、細菌を培養するためのキットが開示され、実施形態
において、そのような細菌は、リステリア属菌である。実施形態において、そのキットは
、実質的にマグネシウムをキレート化しない緩衝剤および脱酸素剤を備える。実施形態に
おいて、その脱酸素剤は、ピルビン酸塩、カタラーゼ、チオグリコール酸塩、システイン
、ｏｘｙｒａｓｅ（商標）、Ｎａ２ＳおよびＦｅＳからなる群より選択される。
【００９０】
　実施形態において、キットは、リチウム塩、鉄（ＩＩＩ）塩、ピルビン酸塩、マグネシ
ウム塩およびマグネシウムをキレート化しない緩衝剤からなる群より選択される１つ、２
つ、３つまたは４つの成分を含む。別の実施形態において、そのキットは、選択物質も備
え、さらなる実施形態では、細菌を培養するためにそのキットを使用する方法または細菌
を優先的に培養する方法に関する指示書も備える。
【００９１】
　実施形態において、実施形態に係る培地および方法は、リステリア属菌であり得る細菌
の単離および同定のための通常のプロトコルにおいて使用される２回の増菌工程を１回の
増菌工程に置き換えるのに適しているかまたは適している場合がある。実施形態において
、その培地は、細菌検出のために必要な増菌時間を約２４時間またはそれ以下に短縮する
ことが可能であるかまたは可能であり得、実施形態において、増菌時間を約３０、２９、
２８、２７、２６、２５、２４、２３、２２、２１、２０、１９、１８、１７、１６、１
５時間未満にすることが可能であり得る。実施形態において、約２１時間、２２時間、２
３時間または２４時間のインキュベーションにおいて約１０３～１０４ｃｆｕ／ｍｌのレ
ベルで細菌を検出することができ得るほとんどの現行の技術に必要な感度に達するために
１回の培養工程で十分である。実施形態において、最初の接種材料が薄くてもこれらの結
果を得ることが可能である。
【実施例】
【００９２】
　以下の実施形態の実施例は、例証として提示されるものであって、限定として提示され
るものではない。
【００９３】
　１つの例において、リステリア属菌を培養するブロスおよびその使用法が記載される。
【００９４】
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【表６】

【００９５】
　＊１本のバイアルを指示されるように再構成し、２．７ｍＬの内容物を１Ｌのリステリ
ア培地に加える。
【００９６】
　そのサプリメントを含む強化基本ブロスを１１０℃で１５分間オートクレーブすること
によって滅菌する。
【００９７】
　さらなる一連の実施例において、培地、その調製法およびその使用法が開示される。
　試薬：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａ増菌培地－１工程増菌でのリステリア属菌の増
殖および修復のために具体的に最適化された培地。その実施例によると、その培地は、２
つの形式で提供される：５００ｇの瓶および各々４．９ｇの粉末の２０個の個別の小袋の
１パック。
【００９８】
　追加の補給物および試薬：蒸留／脱イオン滅菌水。任意の供給源；Ｄｅｙ－Ｅｎｇｌｅ
ｙ（Ｄ／Ｅ）中和ブロス（Ｌａｂ　Ｍ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｌａｎｃａｓｈｉｒｅ，ＵＫ）
は消毒剤および衛生化（ｓａｎｉｔａｔｉｏｎ）効率の検査のために使用される；改変オ
ックスフォード寒天（ＭＯＸ；Ｄｉｆｃｏ　Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ，Ｎｅｗ
　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）；Ｒａｐｉｄ’Ｌ．ｍｏｎｏ寒天（ＲＬＭ；Ｂｉｏ－Ｒａｄ，
Ｍｉｓｓｉｓａｕｇａ，Ｏｎｔａｒｉｏ，Ｃａｎａｄａ）は、食品および環境サンプルか
らのリステリア属菌、詳細にはＬ．モノサイトゲネス（Ｌ．ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ
）の検出、計数および区別のための色素生産性培地である；生化学検査パネルＬｉｓｔｅ
ｒｉａ　ＡＰＩ（登録商標）システム（Ｂｉｏｍｅｒｉｅｕｘ，Ｍａｒｃｙ－Ｌ’ｅｔｏ
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ｉｌｅ，Ｆｒａｎｃｅ）；Ｄ／Ｅで予め湿らせた非殺菌性８×４×０．３ｃｍ滅菌セルロ
ースサンプリングスポンジ；濾過滅菌ストマッカーバッグ；キャップ付きポリプロピレン
チューブ。複数の供給源から入手可能；使い捨てトランスファーピペット。任意の供給源
；プラスチック接種針および１０μＬ白金耳（ｃａｌｉｂｒａｔｅｄ　ｌｏｏｐｓ）。任
意の供給源。
【００９９】
　装置：Ｓｔｏｍａｃｈｅｒ　Ｓｅｗａｒｄ　４００　Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ（Ｓｅｗａ
ｒｄ，Ｌｏｎｄｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ）－強化ブロス（ｂｒｏｈｔ）中でスポンジ環境サ
ンプルを十分に混合するため；マイクロピペットおよび滅菌使い捨てチップ；据置型恒温
器Ｓｙｍｐｈｏｎｙ（商標）（ＶＷＲ，ＵＳＡ）または等価物　－　２９℃±０．５℃を
提供するため；据置型恒温器，モデル１５５５（ＶＷＲ，ＵＳＡ）または等価物　－　３
５℃±２℃を提供するため。
【０１００】
　培地の一般的な調製法：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを調製するために、５３．８
ｇの粉末を１リットルの蒸留水に懸濁する。その混合物を１００℃に加熱し、その粉末が
完全に溶解するまで（およそ３５分間）絶えず撹拌する。最終的な容器に分注し、１１０
℃で１５分間オートクレーブすることによって滅菌する。培地が調製の直後に使用される
場合、その培地をオートクレーブする必要はない。この場合、滅菌水の使用が推奨される
。
【０１０１】
　サンプル調製：環境スポンジサンプルを調製するために、中和Ｄ／Ｅブロスで予め湿ら
せた非殺菌性セルロースサンプリングスポンジを使用して、１００ｃｍ２の環境表面を垂
直方向におよそ５回および水平方向におよそ５回拭く（上下または左右を１回と考える）
。各スポンジを滅菌サンプルバッグに入れ、検査するまで４℃±２℃で維持する。
【０１０２】
　解析：２９±０．５℃で予熱された９０ｍｌのＡｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを、バ
ッグに入れられた各１つのスポンジサンプルに加え、３０秒間ストマッキング処理し、２
９±０．５℃で２４時間増菌する。手で混合することは、ストマッキング処理に対する許
容可能な代替法である。手で混合する場合、各スポンジをおよそ１分間揉む。増菌期間の
終わりに、サンプルをＭＯＸおよび／またはＲＬＭ寒天プレートに直接画線する。推定リ
ステリア属菌コロニーをＭＬＧ８．０７（１２）が推奨するように確認するか、または確
認のためにそれらを独立研究所に送る。
【０１０３】
　解釈および結果の報告：リステリア属菌に典型的な形態を有する疑わしいコロニーが、
４８±２時間の全インキュベーション後にＭＯＸおよび／またはＲＰＭ寒天プレート上に
見られない場合、そのサンプルは、リステリア属菌について陰性と考えられる。リステリ
ア属菌に典型的な形態を有する疑わしいコロニーが、４８±２時間の全インキュベーショ
ン後にＭＯＸおよび／またはＲＰＭ寒天プレート上に見られた場合、そのサンプルは、潜
在的に陽性と考えられるべきである。それらの疑わしいコロニーは、ＵＳＤＡ　ＦＳＩＳ
　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ　Ｃｈａｐｔ
ｅｒ　８．０７（この内容は、法律が許す限り、その全体が本明細書に援用される）に従
って確認されなければならない。
【０１０４】
　本研究において使用された他の補給物、試薬および装置：ウマ血液塗布寒天プレート（
ＨＢＯまたはＨＬ寒天；Ｑｕｅｌａｂ　Ｉｎｃ．，Ｑｕｅｂｅｃ，Ｃａｎａｄａ）；Ｌａ
ｃｔｏｂａｃｉｌｌｉ　Ｍ．Ｒ．Ｓ．ブロス（ＭＲＳ；Ｑｕｅｌａｂ　Ｉｎｃ．，Ｑｕｅ
ｂｅｃ，Ｃａｎａｄａ）；改変バーモント大学ブロス（ＵＶＭ；Ｑｕｅｌａｂ　Ｉｎｃ，
Ｑｕｅｂｅｃ，Ｃａｎａｄａ）－Ｌ．モノサイトゲネスの選択的単離および増菌のために
使用される；モルホリンプロパンスルホン酸緩衝リステリア強化ブロス（ＭＯＰＳ－ＢＬ
ＥＢ；Ｏｘｏｉｄ　ＬＴＤ，Ｏｎｔａｒｉｏ，Ｃａｎａｄａ）；０．６％酵母エキスを含
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むＴｒｙｐｔｉｃａｓｅ大豆寒天（ＴＳＡ；Ｑｕｅｌａｂ　Ｉｎｃ．，Ｑｕｅｂｅｃ　Ｃ
ａｎａｄａ）（ＴＳＡ－ＹＥ；Ｂａｃｔｏ（商標）Ｙｅａｓｔ　Ｅｘｔｒａｃｔ；ＢＤ　
Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）；５％のヒツジ血液を含むＴ
ｒｙｐｔｉｃａｓｅ大豆寒天プレート（血液寒天；ＢＢＬ（商標）Ｓｔａｃｋｅｒ（商標
），ＢＤ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡが提供するもの）；
０．６％酵母エキスを含むＴｒｙｐｔｉｃａｓｅ大豆ブロス（ＴＳＢ；Ｑｕｅｌａｂ　Ｉ
ｎｃ．，Ｑｕｅｂｅｃ，Ｃａｎａｄａ）（ＴＳＢ－ＹＥ；Ｂａｃｔｏ（商標）Ｙｅａｓｔ
　Ｅｘｔｒａｃｔ，ＢＤ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ）；
トマッカー（ｔｏｍａｃｈｅｒ）Ｓｅｗａｒｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｏｒ　３５００（Ｓｅ
ｗａｒｄ，Ｌｏｎｄｏｎ，Ｅｎｇｌａｎｄ）－強化ブロス中でスポンジ環境サンプルを十
分に混合するため；ボルテックスミキサー（ＶＷＲ，ＵＳＡ）。
【０１０５】
　内部妥当性確認研究：ＦｏｏｄＣｈｅｋ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．の系列会社のＭａ
ｘｉｖｅｔ　Ｉｎｃ．の研究室で以下の妥当性確認研究を行った。
【０１０６】
　ロバストネス試験：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａの性能に影響し得る２つの方法パ
ラメータ（インキュベーションの温度および時間）の変動（ｐｅｒｔｕｒｂａｔｉｏｎ）
の影響を評価するためにラッギドネス（ｒｕｇｇｅｄｎｅｓｓ）研究を行った。ラッギド
ネスの変数およびそれらのそれぞれの範囲を表１に示す。
【０１０７】
　方法：各試験の範囲の条件を、純培養物を使用して評価した。１つの標的菌株であるＬ
．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９４９および１つの非標的菌株であるＥ．フェカリス（Ｅ
．ｆａｅｃａｌｉｓ）　ＡＴＣＣ１９４３３を試験した。
【０１０８】
　Ｌ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９４９を血液寒天プレート上に画線し、３５℃±１℃
において一晩インキュベートした。標的菌株のいくつかのコロニーを、３５℃において６
～７時間、９ｍＬのＴＳＢ－ＹＥに移した。その培養物を新鮮ＴＳＢ－ＹＥにおいて１：
１０希釈し、同じ温度において一晩インキュベートした。次いで、その培養物を希釈する
ことにより、ＡＬＥＭブロスにおいて低接種レベル（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｉｎｏｃｕ
ｌａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）（１サンプルあたり＜１ＣＦＵ）を得た。
【０１０９】
　非標的菌株については、接種レベルが標的生物よりもおよそ１０倍高い濃縮だったこと
を除いては同じ方法を培養のために使用した。
【０１１０】
　標的の１０反復および非標的細菌の５反復を、各パラメータにおいて試験した。
　増菌期間の終わりに、サンプルをＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に画線することに
より、リステリアの増殖を確認した。
【０１１１】
　結果：ＰＯＤ解析によると、最も端の条件のｄＰＯＤ値の間の信頼区間がゼロを含むの
で、解析された各パラメータの間に有意差は観察されなかった（表７）。ゆえに、Ａｃｔ
ｅｒｏ培地がＬ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９４９を回収する能力は、試験された温度
および時間の範囲全体を通じて影響されなかった。
【０１１２】
　ＡＬＥＭサンプル中の非標的菌株Ｅ．フェカリス　ＡＴＣＣ１９４３３の存在は、いず
れの場合も検出されなかった（データ示さず）。
【０１１３】
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【表７】

【０１１４】
　包括的研究：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａが種々のリステリア属菌を増菌する能力
を試験するために、ヒト病原体Ｌ．モノサイトゲネスに重点を置いたリステリア属の６つ
の種に相当する５４個の菌株（表８）（３３個の単離株が８つの最も関連性のある血清型
に属している）を解析した。
【０１１５】
　方法：すべてのリステリア菌株を血液寒天プレート上に画線し、３５℃において一晩イ
ンキュベートした。いくつかのコロニーを、３５℃において６～７時間、１０ｍＬのＴＳ
Ｂ－ＹＥに移した。各培養物を新鮮ＴＳＢ－ＹＥにおいて１：１０希釈し、同じ温度にお
いて一晩インキュベートした。次いで、１０ｍＬのＡＬＥＭブロスにおいておよそ５～２
０ＣＦＵの各菌株を接種するためにその培養物を希釈した。各菌株を２９℃において２４
時間、３つ組でインキュベートした。増菌期間の終わりに、サンプルをＭＯＸおよびＲＬ
Ｍ寒天プレート上に画線することにより、リステリアの増殖を確認した。
【０１１６】
　結果：包括的研究の結果を表７に要約する。試験された５４個のリステリア菌株のすべ
てが、ＡＬＥＭを使用したとき２９℃において２４時間で生育することができた。
【０１１７】
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【表８－１】

【０１１８】
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【表８－２】

【０１１９】
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【表８－３】

【０１２０】
　排他的研究：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａが標的微生物を非標的微生物と識別する
能力を測定するために、表９に列挙された３０個の非リステリア菌株を解析した。細菌お
よび酵母の１９個の異なる属に属する菌株がリステリア属菌と密接な関係があるのでまた
は同じ環境に見られるので、それらを選択した。
【０１２１】
　方法：各非リステリア菌株を血液寒天プレート上に画線し、３５℃において一晩インキ
ュベートし、次いで、表９に示されるようなそれらの最適条件において培養した。標的微
生物に対して使用される濃度よりも１０倍高い濃度で１０ｍＬのＡＬＥＭに接種するため
に各懸濁液を希釈した。この工程を３つ組で行った。培養物を２９℃において２４時間生
育した。増菌期間の終わりに、サンプルをＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に画線する
ことにより、ＡＬＥＭにおいて生育する能力を確かめた。
【０１２２】
　結果：排他的研究から得られた結果を表９に要約する。試験された菌株はいずれも、試
験された条件のＡＬＥＭ中での増菌の後、陽性の結果を報告しなかった。
【０１２３】
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【表９－１】

【０１２４】
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【表９－２】

【０１２５】
　ロット間試験：本研究の目的は、培地のロット間で製造が一致していることを裏付ける
ことである。
【０１２６】
　方法：ＡＬＥＭの製造再現性を確認するために３つの独立したロットを使用した。１つ
の標的菌株Ｌ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９４９および１つの非標的菌株Ｅ．フェカリ
ス　ＡＴＣＣ１９４３３を使用して、各ロットを評価した。
【０１２７】
　標的菌株を血液寒天プレート上に画線し、３５℃において一晩インキュベートした。い
くつかのコロニーを、３５℃において６～７時間、９ｍＬのＴＳＢ－ＹＥに移した。その
細菌培養物を新鮮ＴＳＢ－ＹＥにおいて１：１０希釈し、同じ温度において一晩インキュ
ベートした。次いで、その培養物を１０ｍＬのＡＬＥＭブロスに希釈することにより、低
接種材料（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｉｎｏｃｕｌｕｍ）（１サンプルあたりおよそ０．５
ＣＦＵ）を得た。
【０１２８】
　非標的菌株については、接種レベルがおよそ５ＣＦＵ（標的生物よりも１０倍高い濃縮
）だったことを除いては同じ方法を培養のために使用した。標的の１０反復および非標的
細菌の５反復を試験した。培養物を２９℃において２４時間生育した。増菌期間の終わり
に、確認のために、サンプルをＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に画線した。
【０１２９】
　結果：Ａｃｔｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａの３つの異なるバッチを用いて、成功裡の性能
試験を行った。９５％の信頼区間を用いたＰＯＤ解析によって、製造プロセスにおける安
定性が証明された（表１０を参照のこと）。
【０１３０】
【表１０】

【０１３１】
　安定性試験：調製されたＡＬＥＭの安定性を、４℃の暗所における６週間の貯蔵期間に
わたって調べた。ＡＬＥＭの性能を、標的および非標的細菌を使用して、貯蔵の０（調製
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【０１３２】
　方法：１つの標的菌株Ｌ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９４９および１つの非標的菌株
Ｅ．フェカリス　ＡＴＣＣ１９４３３を使用して、提案された各貯蔵時点においてＡｃｔ
ｅｒｏ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを評価した。標的菌株を血液寒天プレート上に画線し、３５℃
において一晩インキュベートした。いくつかのコロニーを、３５℃において６～７時間、
９ｍＬのＴＳＢ－ＹＥに移した。その培養物を新鮮ＴＳＢ－ＹＥにおいて１：１０希釈し
、同じ温度において一晩インキュベートした。次いで、標的細菌の培養物を１０ｍＬのＡ
ＬＥＭブロスに希釈することにより、低接種材料（１サンプルあたり０．５ＣＦＵ）を得
た。非標的菌株については、接種レベルがおよそ５ＣＦＵ（標的生物よりも１０倍高い濃
縮）だったことを除いては同じ方法を培養のために使用した。標的の１０反復および非標
的細菌の５反復を試験した。培養物を２９℃において２４時間生育した。増菌期間の終わ
りに、確認のために、サンプルをＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に画線した。
【０１３３】
　結果：安定性研究の結果を表１１に報告する。調製されたＡＬＥＭの２つの最も端の貯
蔵時点のｄＰＯＤ値の間の信頼区間が、ゼロを含むことから、調製されたばかりの培地と
比べて、貯蔵の４５日後の培地の性能に有意な変化が無いことが確認された。調製された
ＡＬＥＭの他の異なる貯蔵時点の間にも有意差は判定されなかった（データ示さず）。こ
れらのデータは、調製されたＡＬＥＭが、調製後の４５日の間に性能の値のいかなる有意
な変化もなしに、４℃において貯蔵され得ることを示唆している。
【０１３４】
　マトリックス研究：ＡＬＥＭブロスが１つの増菌工程においてステンレス鋼からリステ
リア属菌を回収する能力を評価するためにマトリックス研究を行った。
【０１３５】
　本研究のために使用された単離株は、食品に由来する野生分離株であり、Ｈｅａｌｔｈ
　Ｃａｎａｄａの研究所によって十分特徴付けられている。リステリア・モノサイトゲネ
ス（Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ）　ＨＰＢ５９４９株およびＬ．イ
ノキュア（Ｌ．ｉｎｎｏｃｕａ）　ＨＰＢ１１８株は、それぞれステンレス鋼およびプラ
スチックの表面を用いてこの試験を立証するために使用される。
【０１３６】
　ステンレス鋼プレートを使用する研究は、Ｍａｘｉｖｅｔ　Ｉｎｃ．において行われ、
プラスチック表面を使用するその他の研究は、外部の研究室と共同して実行された（「独
立した妥当性確認研究」の項を参照のこと）。
【０１３７】
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【表１１】

【０１３８】
　方法：接種材料の調製：標的菌株として使用されたＬ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５９
４９および競合者として使用されたＥ．フェカリス　ＡＴＣＣ１９４３３を血液寒天プレ
ート上に画線し、３５℃において一晩インキュベートした。いくつかのコロニーを３５℃
において６～７時間、１０ｍＬのＴＳＢ－ＹＥに移す。培養物を新鮮ＴＳＢ－ＹＥにおい
て１：１０希釈し、同じ温度において一晩インキュベートした。インキュベーションの後
、その培養物を使用するまで４±２℃で貯蔵した。
【０１３９】
　標的菌株と非標的菌株との混合物（比１：１０）をステンレス鋼プレート用の接種材料
として使用した。その混合物を以下のとおり調製した。Ｌ．モノサイトゲネス　ＨＰＢ５
９４９を１０％無脂肪粉乳（ＮＦＤＭ）に希釈することにより、部分的陽性（ｆｒａｃｔ
ｉｏｎａｒｙ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ）の結果を得た。さらに、Ｅ．フェカリスの培養物も１
０％ＮＦＤＭに希釈することにより、標的菌株よりも１０倍高い濃度を得た。各菌株の細
菌細胞濃度を、それらを混合する前に平板培養（ｐｌａｉｔｉｎｇ）することによって確
認した。
【０１４０】
　環境サンプル調製：１００ｃｍ２のステンレス鋼プレートを、食品産業に特化した供給
業者から入手した。使用前に、すべてのプレートを清浄にし、オートクレーブすることに
よって滅菌した。
【０１４１】
　４０枚のステンレス鋼プレートに２５０μＬの混合培養物（６．１．１．の項に記載さ
れたように調製されたもの）を、表面全体に多くの液滴を広げることによって接種した。
次いで、他の１０枚のステンレス鋼プレートにネガティブコントロールとして２５０μＬ
の１０％ＮＦＤＭを接種した。
【０１４２】
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　上記表面を、室温（２２±２℃）の閉鎖された層流生物学的安全キャビネット内で１８
～２０時間乾燥した。中和Ｄ／Ｅブロスで予め湿らせた非殺菌性セルロースサンプリング
スポンジ（Ｎａｓｃｏ　Ｗｈｉｒｌ－Ｐａｋ　Ｓｐｅｃｉ－Ｓｐｏｎｇｅ，Ｎａｓｃｏ，
ＵＳＡ）を使用して、各プレートを垂直方向におよそ５回および水平方向におよそ５回拭
いた（上下または左右を１回と考える）。各スポンジを滅菌サンプルバッグに入れ、室温
で少なくとも２時間維持した。拭いた接種および非接種ステンレス鋼プレートからのスポ
ンジサンプルの半分を、下記に記載される開発者プロトコル（ＡＬＥＭプロトコル）方法
を用いて解析した。残りのスポンジサンプルを、公定法ＭＬＧ８．０７を用いて解析した
。
【０１４３】
　ＡＬＥＭ増菌手順：１セットのスポンジサンプル（２０個の接種および５個の非接種）
を以下のとおり処理した：２９±０．５℃で予熱された９０ｍＬのＡＬＥＭを、バッグに
入れられた各単一のスポンジサンプルに加えた。そのサンプルを３０秒間ストマッキング
処理し、２９±０．５℃で２４時間増菌した。増菌期間の終わりに、そのサンプルを、１
０μＬの白金耳を使用してＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に直接画線した。推定Ｌ．
モノサイトゲネスコロニーを、ＭＬＧ８．０７が推奨するようにＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉ
ａを使用して迅速な生化学的検査によって確認した。
【０１４４】
　ＡＬＥＭ増菌の確認：ＡＬＥＭプロトコルに従って得られた結果を、ＵＳＤＡ－ＦＳＩ
Ｓ参照プロトコルに従って２回の増菌（ｄｏｕｂｌｅ　ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ）によって
確認した。そのために、０．１±０．０２ｍＬのＡＬＥＭ増菌サンプルを１０±０．５ｍ
ＬのＭＯＰＳ－ＢＬＥＢに移し、３５±２．０℃で２４時間インキュベートした。次いで
、ＭＯＸ寒天プレートを直接画線し、３５±２．０℃において２４～２８時間インキュベ
ートした。
【０１４５】
　疑わしいコロニーをＭＯＸ寒天プレートからＨＬ寒天に移し、３５±２．０℃で１８～
２６時間インキュベートした。ＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを使用した迅速な生化学的手順
を、単離された推定陽性コロニーを確認するために、ＭＬＧ８．０７が推奨するように行
った。
【０１４６】
　公定法の増菌および確認：２２５±５ｍＬのＵＶＭブロスにおいて２±０．２分間スト
マッキング処理された第２のセットのスポンジサンプル（２０個の接種および５個の非接
種）を３０±２．０℃において２２±２時間増菌した。その後、０．１±０．０２ｍＬの
ＵＶＭ増菌サンプルを１０±０．５ｍｌのＭＯＰＳ－ＢＬＥＢに移し、３５±２．０℃に
おいて１８～２４±２時間インキュベートした。
【０１４７】
　各増菌期間の終わりに、サンプルをＭＯＸ寒天プレート上に直接画線した。すべての推
定陽性サンプルを、ＭＬＧ８．０７に従って行われるＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを使用し
た迅速な生化学的手順によって確認した。
【０１４８】
　結果：ＡＬＥＭマトリックス研究の結果を表１２に示す。開発者方法プロトコルに従っ
て接種および処理された２０個のサンプルのうち１５個が、陽性と確認された。対照的に
、公定法プロトコルを使用して処理された２０個の接種サンプルのうち５個の陽性の結果
しか観察されなかった。試験されたすべてのサンプルにおいて偽陰性は見られなかった。
【０１４９】
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【表１２】

【０１５０】
　独立した妥当性確認研究：妥当性確認研究を、ＡＯＡＣの監督下、外部の認可された試
験研究室Ａｇａｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｓａｎｔ－Ｌａｕｒｅｎｔ，Ｑｕｅｂｅ
ｃ，Ｃａｎａｄａ）と共同で行った。
【０１５１】
　方法比較（Ｍｅｔｈｏｄ　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ）：ＡＬＥＭブロスが、２９℃におけ
る増菌の２４時間後のプラスチックプレート環境サンプルからリステリア属菌を回収する
能力を評価するために方法比較研究を行った。
【０１５２】
　方法：接種材料の調製：標的菌株として使用されるＬ．イノキュアＭＡＸ－Ｌ－３を血
液寒天プレート上に画線し、３５℃において一晩インキュベートした。いくつかのコロニ
ーを、３５℃において６～７時間、１０ｍＬのＴＳＢ－ＹＥに移す。その培養物を新鮮Ｔ
ＳＢ－ＹＥにおいて１：１０希釈し、同じ温度において一晩インキュベートした。インキ
ュベーションの後、その培養物を使用するまで４±２℃で貯蔵した。その培養物を１０％
無脂肪粉乳（ＮＦＤＭ）に希釈することにより、部分的陽性の結果を得る目的のために低
接種レベルでプラスチック環境表面に接種した。細菌細胞濃度を、平板培養することによ
って接種後に確かめた。
【０１５３】
　サンプル調製：１００ｃｍ２のプラスチックプレートを、食品産業に特化した供給業者
から入手した。使用前に、すべてのプレートを清浄にし、オートクレーブすることによっ
て滅菌した。
【０１５４】
　４０枚のプラスチックプレートに２５０μＬのＬ．イノキュアＭＡＸ－Ｌ－３培養物（
１．１．１．の項に記載されたように調製されたもの）を、表面全体に多くの液滴を広げ
ることによって接種した。次いで、他の１０枚のプラスチックプレートにネガティブコン
トロールとして２５０μＬの１０％ＮＦＤＭを接種した。その表面を、室温（２２±２℃
）の閉鎖された層流生物学的安全キャビネット内で１８～２０時間乾燥した。
【０１５５】
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　環境スポンジサンプルを以下のとおり得た：各プラスチックプレートを、中和Ｄ／Ｅブ
ロスで予め湿らせた非殺菌性セルロースサンプリングスポンジ（Ｎａｓｃｏ　Ｗｈｉｒｌ
－Ｐａｋ　Ｓｐｅｃｉ－Ｓｐｏｎｇｅ，Ｎａｓｃｏ，ＵＳＡ）を使用して垂直方向におよ
そ５回および水平方向におよそ５回（上下または左右を１回と考える）拭いた。各スポン
ジを滅菌サンプルバッグに入れ、室温で少なくとも２時間維持した。
【０１５６】
　拭いた接種および非接種プラスチックプレートからのスポンジサンプルの半分を、下記
に記載される開発者プロトコル（ＡＬＥＭプロトコル）方法を用いて解析した。残りのス
ポンジサンプルを、公定法ＭＬＧ８．０７を用いて解析した。
【０１５７】
　ＡＬＥＭ増菌プロトコル：１セットのスポンジサンプル（２０個の接種および５個の非
接種）を以下のとおり処理した：２９±０．５℃で予熱された９０ｍＬのＡＬＥＭを、バ
ッグに入れられた各単一のスポンジサンプルに加えた。そのサンプルを３０秒間ストマッ
キング処理し、２９±０．５℃で２４時間増菌した。増菌期間の終わりに、そのサンプル
を、ＭＯＸおよびＲＬＭ寒天プレート上に直接画線した。推定Ｌ．イノキュアコロニーを
、ＭＬＧ８．０７公定法に記載されているようにＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを使用した迅
速な生化学的検査によって確認した。
【０１５８】
　ＡＬＥＭ増菌の確認：ＡＬＥＭプロトコルに従って得られた結果を、ＵＳＤＡ－ＦＳＩ
Ｓ参照プロトコルが推奨するように２回の増菌によって確認した。
【０１５９】
　そのために、０．１±０．０２ｍＬのＡＬＥＭ増菌サンプルを１０±０．５ｍＬのＭＯ
ＰＳ－ＢＬＥＢに移し、３５±２．０℃で２４時間インキュベートした。次いで、ＭＯＸ
寒天プレートを直接画線し、３５±２．０℃において２４～２８時間インキュベートした
。
【０１６０】
　疑わしいコロニーをＭＯＸ寒天プレートからＨＬ寒天に移し、３５±２．０℃で１８～
２６時間インキュベートした。ＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを使用した迅速な生化学的手順
を、単離された推定陽性コロニーを確認するために、ＭＬＧ８．０７公定法が推奨するよ
うに行った。
【０１６１】
　公定法の増菌および確認：第２のセットのスポンジサンプル（２０個の接種および５個
の非接種）を、２２５±５ｍｌのＵＶＭブロスにおいて２±０．２分間ストマッキング処
理し、３０±２．０℃において２２±２時間増菌した。その後、０．１±０．０２ｍＬの
各ＵＶＭ増菌サンプルを１０±０．５ｍｌのＭＯＰＳ－ＢＬＥＢに移し、３５±２．０℃
において１８～２４±２時間インキュベートした。
【０１６２】
　各増菌期間の終わりに、サンプルをＭＯＸ寒天プレート上に直接画線した。すべての推
定陽性サンプルを、ＭＬＧ８．０７公定法に従ってＡＰＩ　Ｌｉｓｔｅｒｉａを使用した
迅速な生化学的手順によって確認した。
【０１６３】
　結果：方法比較研究の結果を表１３に示す。ＰＯＤおよび対応のないカイ二乗解析に基
づくと、プラスチック食品接触表面からのＬ．イノキュアの回収について、開発者法プロ
トコルと公定法プロトコルとの間に有意差は指摘されなかった。偽陰性の結果または偽陽
性の結果も報告されなかった。表１４は、ＡｃｔｅｒｏＬｉｓｔｅｒｉａ法に対する性能
パラメータを要約している。
【０１６４】
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【表１３】

【０１６５】
【表１４】

【０１６６】
　本明細書中に提示された実施形態および実施例は、特許請求される主題の一般的性質の
例証であって限定ではない。これらの実施形態が、開示され特許請求される主題の精神お
よび範囲から逸脱することなく、様々な用途のために様々な方法で容易に改変および／ま
たは適合され得ることを当業者は理解するだろう。本明細書の請求項は、すべての代替の
実施形態およびその主題の等価物を含むがこれらに限定されないと理解されるべきである
。本明細書中で使用される句、単語および用語は、例証であって限定ではない。法律が許
す限り、本明細書に引用されたすべての参考文献が、その全体が参照により援用される。
本明細書中に開示される種々の実施形態の任意の態様が、一連の可能性のある別の実施形
態において組み合され得ること、および別の特徴の組み合わせ（それらのすべてが特徴の
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組み合わせを変更させる）が、特許請求される主題の一部を形成すると理解されるべきで
あることが理解されるだろう。特定の実施形態は、開示されるエレメントのいずれか１つ
以上を二者択一的に含み得るか、それらからなり得るか、またはそれらを排除し得る。
【０１６７】
　独占的な権利または特権が請求される本発明の実施形態は以下のとおり定義される。
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