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「食品の衛生的な管理及び「食品の衛生的な管理及び

食中毒の予防について」食中毒の予防について」

平成２５年１０月３１日（木）平成２５年１０月３１日（木）

千葉調理師専門学校千葉調理師専門学校

千葉県健康千葉県健康福祉部衛生指導課福祉部衛生指導課

食中毒の予防について」食中毒の予防について」

食 中 毒

細菌やウイルス、有害・有毒な物質等が含細菌やウイルス、有害・有毒な物質等が含
まれた食品を食べて起こる人の健康被害

一般に、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、発熱、麻

痺、発疹等の症状を呈する。

食中毒発生状況(全国)

年 度 19 20 21 22 23
件 数 1,341 1,329 1,173 1,079 928
患者数 30,753 24,563 22,871 20,713 17,192

死亡者数 7 3 0 2 7
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件数 患者数

食中毒発生状況
(主な病因物質別件数：全国)

年度 19 20 21 22 23
サルモネラ属菌 122 96 71 71 65

ぶどう球菌 70 59 40 31 35
腸炎ビブリオ 26 17 14 36 9

腸管出血性大腸菌 24 17 26 27 24
ウエルシュ菌 34 33 21 21 19
セレウス菌 9 20 13 15 10

カンピロバクター 418 506 354 344 303
ノロウイルス 375 272 395 267 213

化学物質 15 25 12 8 12
自然毒 116 150 91 130 66
その他 11 17 20 26 72
不明 78 96 103 88 64
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食中毒発生状況(千葉県)
年 度 20 21 22 23 24
件 数 40 43 19 34 30
患者数 743 1,050 472 417 192

死亡者数 0 0 0 1 0
＊千葉市・船橋市・柏市含む
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食中毒発生状況食中毒発生状況
((主な病因物質別件数：千葉県主な病因物質別件数：千葉県))

年 度 20 21 22 23 24

サルモネラ属菌 1 0 0 3 1

ぶどう球菌 2 1 1 1 4

腸炎ビブリオ 0 1 1 1 0

腸管出血性大腸菌 1 3 0 1 0

＊千葉市・船橋市・柏市含む

腸管出血性大腸菌 1 3 0 1 0

ウエルシュ菌 1 0 0 2 0

セレウス菌 1 1 0 0 0

カンピロバクター 9 15 6 10 11

ノロウイルス 15 14 5 9 6

化学物質 2 1 0 1 1

自然毒 3 0 0 0 0

その他 0 1 1 4 7

不明 4 5 1 1 0
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食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

細菌性食中毒細菌性食中毒

○特徴○特徴

・腸内細菌・腸内細菌のの11つつ

・人・動物・河川水など・人・動物・河川水など

環境中に広く分布環境中に広く分布

11．．サルモネラ属菌サルモネラ属菌

環境中に広く分布環境中に広く分布

○主な原因食品等○主な原因食品等

・食肉・卵などの畜産食品・食肉・卵などの畜産食品

・ネズミ、昆虫、ペット等に汚染された食品・ネズミ、昆虫、ペット等に汚染された食品

○症状等

・腹痛・下痢・発熱

・潜伏期間1～3日

細菌性食中毒細菌性食中毒

11．．サルモネラ属菌サルモネラ属菌

○予防対策

・食肉・鶏卵などを扱った器具、手指をそのつど

洗浄消毒する。

・食品を低温で保管する。

・ネズミ・昆虫の駆除、ペットを調理場に入れない

※サルモネラ・エンティリティディス

近年、卵が原因と考えられる食中毒が増加

鶏などの腸の中に存在するサルモネラ・エンティリティ
ディスが卵を汚染

細菌性食中毒細菌性食中毒

○卵の汚染パターン

・鶏がサルモネラに感染していて、体内で卵が作ら
れる過程で汚染されるケース

・産卵後、親鶏の糞についたサルモネラが、卵の殻
から内部に侵入して汚染されるケース

○特徴

・夏季の沿岸海水や

海泥中に広く分布

・増殖が極めて早い

22．．腸炎ビブリオ腸炎ビブリオ

細菌性食中毒細菌性食中毒

・真水に弱い

○主な原因食品等

・魚介類

・二次汚染された食品（漬物など塩分のあるもの）

○症状等

・激しい腹痛、下痢、おう吐

・潜伏期間6～24時間

細菌性食中毒細菌性食中毒

22．．腸炎ビブリオ腸炎ビブリオ

○予防対策

・魚介類は調理前に流水でよく洗うこと。

・魚介類の調理器具を専用とする。

・冷蔵保存の徹底。

・できるだけ加熱調理する。



○○特徴特徴

・家畜の腸管に常在する。・家畜の腸管に常在する。

鶏の保菌率が高い鶏の保菌率が高い

・微好気性菌（大気下では発育できない）・微好気性菌（大気下では発育できない）

33．．カンピロバクターカンピロバクター

細菌性食中毒細菌性食中毒

・微好気性菌（大気下では発育できない）・微好気性菌（大気下では発育できない）

・少量でも食中毒の原因となる・少量でも食中毒の原因となる

○主な原因食品○主な原因食品

・生や加熱不足のレバーや食肉・生や加熱不足のレバーや食肉

・肉類から二次汚染を受けたサラダなど・肉類から二次汚染を受けたサラダなど

○症状等○症状等

・下痢、発熱、おう吐、めまい、頭痛、筋肉痛等・下痢、発熱、おう吐、めまい、頭痛、筋肉痛等

・潜伏期間は・潜伏期間は通常通常22～～55日日

細菌性食中毒細菌性食中毒

33．．カンピロバクターカンピロバクター

○予防対策○予防対策

・肉類は十分に加熱する。・肉類は十分に加熱する。

・生や加熱不足の肉を提供しない。・生や加熱不足の肉を提供しない。

・生肉をさわった手や器具は洗浄・消毒する。・生肉をさわった手や器具は洗浄・消毒する。

・肉のドリップが他の食材に落ちないようにする。・肉のドリップが他の食材に落ちないようにする。

36%

ミンチ肉（鶏）

16%

牛レバー（加熱加工用）

12%

鶏たたき

市場に流通している食肉の
カンピロバクター汚染状況

平成24 年度食品の食中毒菌汚染実態調査

36%

64%
84% 88%

カンピロバクター陽性

カンピロバクター陰性

食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

○特徴

・自然界や人、動物の腸管等に広く分布している。

・芽胞を形成し、熱に対して非常に強い

（100℃にも耐える）

44．．ウェルシュ菌ウェルシュ菌

細菌性食中毒細菌性食中毒

（100℃にも耐える）

・大量調理した食品による事故が多い

・酸素のあるところでは発育できない

○主な原因食品等

・加熱後の調理食品（カレー・シチュー等）

○症状等

・腹痛・下痢

・潜伏時間は8～20時間

細菌性食中毒細菌性食中毒

44．．ウェルシュ菌ウェルシュ菌

○予防対策

・加熱調理後に室温放置しない。

・調理後は速やかに冷却する。



○特徴

・自然界に広く分布している。

・芽胞を形成し、熱に対して

非常に強い

55．．セレウス菌セレウス菌

細菌性食中毒細菌性食中毒

非常に強い

・嘔吐型と下痢型がある。

○主な原因食品等

・嘔吐型 ： 穀類及びその加工品

・下痢型 ： 食肉、乳、魚介類加工品等

○症状等

・嘔吐型 ：吐気、嘔吐

潜伏時間は、0.5～6時間

・下痢型 ：腹痛、下痢

細菌性食中毒細菌性食中毒

55．．セレウス菌セレウス菌

潜伏期間は、6～15時間

○予防対策

・加熱調理後に室温放置しない。

・調理後は速やかに冷却する。

○特徴○特徴

・環境に広く分布している。・環境に広く分布している。

・化膿巣、鼻、頭髪、腸管等に・化膿巣、鼻、頭髪、腸管等に

存在している。存在している。

66．．黄色ブドウ球菌黄色ブドウ球菌

細菌性食中毒細菌性食中毒

存在している。存在している。

・耐熱性の毒素を産生する。・耐熱性の毒素を産生する。

○主な原因食品等○主な原因食品等

・米飯類、生菓子（シュークリーム等）・米飯類、生菓子（シュークリーム等）

○症状等

・悪心・吐き気・激しいおう吐・腹痛・下痢

・潜伏期間1～6時間

細菌性食中毒細菌性食中毒

66．．黄色ブドウ球菌黄色ブドウ球菌

○予防対策

・化膿性疾患等がある人は食品を扱わない。

・清潔な作業着を着用する。

・食品は低温で保存する。

・弁当やおにぎりは十分に放冷する。

食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

○特徴

牛などの家畜や人の腸管に存在

腸内で増殖するときにベロ毒素産生

77．．腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌

細菌性食中毒細菌性食中毒

○主な原因食品

食肉等の生食、加熱不足の食肉

二次汚染された食品、飲み水等



肝臓への汚染経路肝臓への汚染経路 77．．腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌

細菌性食中毒細菌性食中毒

○症状等
・腹痛、水様性下痢、血性下痢、吐き気、嘔吐、発熱
・溶血性尿毒症症候群（HUS）、脳症
・潜伏期間3～8日

○予防対策
・生の肉を食べることを避ける。
・肉は中心部まで十分加熱をする。
・調理器具の使い分け、使用後の洗浄消毒
・肉を取扱った後は、手指を洗浄消毒する。
・動物に触った後は、手指を洗浄消毒する。
・井戸水の定期的な検査の実施

○特徴

・自然界に広く分布している。

・芽胞を形成し、熱に対して非常に

強い（100℃にも耐える）

・酸素のないところで発育できる。

88．．ボツリヌス菌ボツリヌス菌
細菌性食中毒細菌性食中毒

・酸素のないところで発育できる。

○主な原因食品等

・缶詰、ビン詰、レトルト様食品（加熱不十分）など

・自家製食品（漬物、いずしなど）

・はちみつ（乳児ボツリヌス症）

○症状等
・悪心・おう吐・神経麻痺
・潜伏期間12～36時間

○予防対策

細菌性食中毒細菌性食中毒

88．．ボツリヌス菌ボツリヌス菌

○予防対策
・120℃で4分間、100℃で2時間以上の加熱

（完全殺菌）
・80℃で20分間、100℃で数分間の加熱

（毒素の不活化）

食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

ウイルス性食中毒ウイルス性食中毒

○特徴

・極めて少量のウイルスで感染が成立する。

・人の体内でのみ増殖する。

・人から人へ感染することがある。

11．．ノロウイルスノロウイルス

・人から人へ感染することがある。

○主な原因食品等

・ノロウイルスに感染した調理従事者からの食品

汚染

・加熱不十分な二枚貝



○症状等

・吐き気、おう吐、下痢、発熱等

・潜伏時間は24～48時間

ウイルス性食中毒ウイルス性食中毒

11．．ノロウイルスノロウイルス

○予防対策

・体調不良者は食品を直接取り扱わない。

・汚染のおそれがある食品は中心まで十分加熱する。

（85～90℃で90秒間以上）

・トイレの後、調理をする前等によく手を洗う。

・サポウイルス
・ロタウイルス

・Ａ型肝炎ウイルス
貝類（カキ）の生食

ウイルス性食中毒ウイルス性食中毒

22．．その他のウイルスその他のウイルス

貝類（カキ）の生食
汚染されたサラダ、デザート、井戸水等

・Ｅ型肝炎ウイルス
野生のイノシシ肉、シカ肉の生食
豚肉、豚レバーの生食
汚染された飲料水

食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

家庭での発生が約9割

○症状（キノコの種類により異なる）

1：コレラ様症状（激しい下痢→肝機能・腎障害）

自然毒食中毒（植物性）自然毒食中毒（植物性）
11．．毒キノコ毒キノコ

1 →
2：神経系症状（発汗、流涎、呼吸困難など ）

3：消化器系障害（悪心、嘔吐、下痢など ）

○予防方法

知らないキノコや食用が確認できないキノコは

採らない、食べない、提供しない。

クサウラベニタケ（毒キノコ）（毒キノコ）

ｳﾗﾍﾞﾆﾎﾃｲｼﾒｼﾞｳﾗﾍﾞﾆﾎﾃｲｼﾒｼﾞ

ツキヨタケ（毒キノコ） ﾋﾗﾀｹﾋﾗﾀｹ

22．．その他の植物性自然毒その他の植物性自然毒

自然毒食中毒（植物性）自然毒食中毒（植物性）



その他の植物性自然毒その他の植物性自然毒
自然毒食中毒（植物性）自然毒食中毒（植物性）

アジサイ ヨウシュヤマゴボウ ハリシドコロ

・食後30～40分でめまい、

顔面紅潮、嘔吐

・ヤマボゴウ（モリアザミ）
と誤認

・食後2時間で腹痛・嘔
吐・下痢

・死亡例あり

・フキノトウ、ギボウシと誤認
・食後1～2時間で嘔吐・

けいれん

・動物性自然毒による食中毒のほとんどはフグ
によるもの。 ⇒ テトロドトキシン

・食中毒全体に占める患者の割合は少ないが

死者数の割合は高い

自然毒食中毒（動物性）自然毒食中毒（動物性）
○○フグフグ

死者数の割合は高い

・「フグの衛生確保について」S.58.12.2等によ
り、肝臓の提供が禁止され、処理等により人の
健康を損なうおそれがないと認められるフグの
種類名と部位が示された。

・千葉県では「ふぐの取扱い等に関する条例」で

ふぐの取扱いについて規定している。

平成25年（速報値） 家庭 5件、飲食店 2件、販売店 1件

全国のふぐによる食中毒発生状況全国のふぐによる食中毒発生状況

都道府県 発生月日 原因食品 原因施設 患者数 死者数

広島市 1月22日 トラフグの肝臓 飲食店 2 0

長崎県 2月6日 ふぐ 家庭 1 0

（25年10月1日までに厚生労働省に報告のあった事例）

大阪市 2月23日 トラフグのちり鍋 飲食店 1 0

三重県 2月27日 ふぐの煮つけ 家庭 1 0

広島市 4月2日
コモンフグの

肝臓及び卵巣
家庭 1 0

福山市 4月27日 ふぐの刺身 販売店 1 0

鳥取県 5月9日 ふぐ煮物 家庭 1 0

岩手県 8月9日 ふぐ 家庭 1 0

平成25年10月2日

佐賀市内の飲食店
（素人調理）

ふぐによる食中毒の発生

シロサバフグ

客が釣ってきたシロサバフグを飲食店で調理し、刺身、
湯がいた肝を客に提供
客は1時間後に発症し、救急搬送
従業員も一緒に喫食し、約12時間後に発症、入院

フグ提供施設の届出、資格者がいなかった

ふぐふぐによる食中毒発生による食中毒発生状況（千葉県）状況（千葉県）

S.48S.48 S.49S.49 S.50S.50 S.51S.51 S.56S.56 S.57S.57 S.62S.62
事件数事件数 11 11 22 11 11 33 11
患者数患者数 22 22 33 11 11 33 11
死者数死者数 11 11 11 00 00 11 00死者数死者数 11 11 11 00 00 11 00

H.2H.2 H.3H.3 H.19H.19 計計

事件数事件数 11 22 11 1414
患者数患者数 11 33 11 1818
死者数死者数 00 00 00 44

○テトロドトキシンを持つ生物

ヒョウモンダコ
キンシバイ

（筋肉・内臓）
ボウシュウ

ボラ
（中腸腺）



○○貝毒貝毒

下痢性貝毒（オカダ酸など）下痢性貝毒（オカダ酸など）

麻痺性貝毒（サキシトキシンなど）麻痺性貝毒（サキシトキシンなど）

テトラミン、スルガトキシン、ベネルピンテトラミン、スルガトキシン、ベネルピン

その他の動物性自然毒その他の動物性自然毒

自然毒食中毒（動物性）自然毒食中毒（動物性）

テトラミン、スルガトキシン、ベネルピンテトラミン、スルガトキシン、ベネルピン

シガテラシガテラ

○その他○その他

アブラソコムツアブラソコムツ

アオブダイアオブダイ

コイコイ

平成24年3月 長崎県

釣ってきたアオブダイを家族3名で煮付けや刺身に
して食べたところ、食中毒を発症。うち1名が死亡し
た。

捕食

パリトキシンスナギンチャク

アオブダイ

内臓（肝臓）

食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

原因

・赤身の魚の肉に含まれる遊離ヒスチジンが

細菌（モルガン菌等）によって分解され、ヒス

タミンが生成される。

化学性食中毒化学性食中毒
○○ヒスタミンヒスタミン

タミンが生成される。

・熱に強く、分解されない。

主な原因食品等

・マグロ、カジキ等のフライ、ムニエル、刺身等

症状

・アレルギー様症状（顔の紅潮・熱感、頭痛）

・摂食直後から1時間ほどでの発症が多い

化学性食中毒化学性食中毒

○○ヒスタミンヒスタミン

予防対策

・水揚げから消費まで、低温での温度管理の

徹底。



食中毒の分類食中毒の分類

細菌性食中毒細菌性食中毒 感染型

毒素型
食品内毒素型

生体内毒素型

ウイルス性ウイルス性食中毒食中毒

自然毒食中毒自然毒食中毒

化学性食中毒化学性食中毒

その他その他

生体内毒素型

その他（寄生虫）その他（寄生虫）

特徴

・クジラやアザラシを終宿主とする寄生虫。

・人に被害をもたらすのは幼虫で、サバ、イワシ、

タラ、サーモン等多くの魚種に寄生している。

○○アニサキスアニサキス

タラ、サーモン等多くの魚種に寄生している。

・魚体が死ぬと内臓から身に移行する。

・わさび、醤油、酢等では死なない。

主な原因食品等

・魚類の生食

症状

・激しい腹痛

・治療方法は内視鏡等での除去

その他（寄生虫）その他（寄生虫）

○○アニサキスアニサキス

予防対策

・冷凍（－20℃以下、24時間以上）

・加熱調理

・目視確認の徹底。

○○クドア・セプテンプンクタータクドア・セプテンプンクタータ

その他（寄生虫）その他（寄生虫）

食後、数時間で発症

一過性の嘔吐、下痢

軽症で終わる

既知の病因物質が検出されない既知の病因物質が検出されない

検出された病因物質と症状が合致しない

原因不明の有症苦情として処理

全国的に増加傾向

クドアについてクドアについて
病原性

動物実験（経口投与）

人腸管細胞による腸管毒性評価

下痢症状を引き起こす要因となる可能性

・病原性の失活・病原性の失活

冷蔵状態では1週間程度保持

（条件によっては失活する可能性有り）

－15℃～－20℃、4時間で失活

中心温度75℃5分以上の加熱で失活



○サルコシスティス フェアリー

その他（寄生虫）

馬刺しの有症事例の検討

食中毒菌、ウイルス等の病因物質全て陰性

筋肉部位の顕微鏡による検査

Sarcocystis fayeri の感染

（サルコシスティス フェアリー）

病原性

動物実験等により、下痢症状などを引き起
こす要因となる可能性

病原性の失活

－20℃（中心温度）、48時間以上－20℃（中心温度）、48時間以上

－30℃（中心温度）、36時間以上

－40℃（中心温度）、18時間以上

急速冷凍装置

（ －30℃（中心温度）、18時間以上）

液体窒素に浸す（1時間以上）

現状における対応策

両病原体とも一定条件下で凍結させることに
より病原性を示さなくなる。

凍結してから喫食することにより

有症事例は防止できる

食中毒を予防するには食中毒を予防するには

菌をつけない
菌を除く

菌を増やさない
増える時間を与えない

菌を殺す

つけない

食中毒予防の三原則

増やさない やっつける

清潔 迅速 加熱・冷却

Ⅰ 清 潔

１ 原材料（食材）の清潔

ほとんどの原材料は微生物による汚染があることに注意
食材を扱う前には、まず手洗い

○原材料の吟味
○原材料の保管

野菜など泥が付いている場合は、よく洗う
○段ボールなどの運搬容器から出して保管

食材を扱った後も、手洗い

⇒ 注意！ 食品と洗剤等は別に保管する



２ 施設の清潔

○天井・壁・床の清掃、補修
○食品保管庫・調理場の整理整頓
○防虫・防そ設備及び定期的駆除

＊侵入防止の三原則
餌を与えない（食べ物、残飯の始末）餌を与えない（食べ物、残飯の始末）
巣をつくる場所を与えない（整理・整頓）
進入路を防ぐ（防虫設備等）

○手洗設備
消毒設備を設けること。
物を置かない

※汚染区域と非汚染区域との使い分け

３ 器具、食器の清潔

○器具、食器は使用するたびに十分に洗浄、消毒

○器具は用途、原材料によって使い分け

二次汚染の防止

○衛生的な保管及び管理
収納できる場所に保管
十分に乾燥

４ 食品を取扱う人の清潔

○清潔で衛生的な服装 《マスク、手袋、帽子の着用 》
○爪は短く切り、マニキュアはつけない
○調理に不必要なものは身につけない

○手に傷がある場合は、作業を控える
○下痢など体調不良がある場合は、作業しない○下痢など体調不良がある場合は、作業しない

○手指の洗浄消毒 《手洗いは食品衛生の基本 》

○健康管理
毎日の健康状態のチェック
健康診断、検便の実施

※いつ手を洗うのか

○ 外から調理場に入る時
○ 作業を始める前
○ トイレの後○ トイレの後
○ 肉、魚、卵を扱った後
○ 作業の区切り毎（食材変更時）
○ ゴミなどの汚れたものを触った

時

手洗いミスの生じやすい部分手洗いミスの生じやすい部分



○ 仕入れた原材料は、速やかに調理・加工する
⇒ 先入れ先出しの原則

○ 食材や調理済の食品を室温で長時間放置しない
⇒ 室温放置は細菌増殖の温床

Ⅱ 迅速

⇒ 室温放置は細菌増殖の温床

○ 食べる時間を考えて、調理・加工を行う
温かい料理は６５℃以上、
冷して食べる料理は１０℃以下で提供する

○ 弁当・そうざいは調理後２ 時間以内に摂食することが
望ましい

Ⅲ 冷却・加熱

1   適切な冷却

○冷却は１ ０ ℃ 以下で行う（ ５ ℃ 以下が望ましい）

○冷蔵庫に温度計（ 隔測温度計） を備える
⇒ 作業前・作業後など時間を決めて温度確認⇒ 作業前・作業後など時間を決めて温度確認

冷蔵庫１０℃以下、冷凍庫－１５℃以下が目安

○庫内の温度を保つには
⇒ 扉の開閉はすばやく

必要最小限に

※冷蔵庫・冷凍庫の管理

◎ 冷蔵庫は食品を詰めすぎない
冷気の流れを妨げない
庫内容量の７ ０ ％ 以下を目安に庫内容量の７ ０ ％ 以下を目安に

◎ 調理食品は放冷してから保存する

◎ 冷凍庫内の霜取りを定期的に実施する

２ 十分な加熱

○加熱は食品の中心温度が７ ５ ℃ 以上になること
（目安は７５℃、１分間以上 ノロウイルス汚染の

おそれのある食品は８５～９０℃で９０秒間以上）

○電子レンジでの加熱は、時々混ぜる

○再加熱をする場合は、十分に加熱する

３ その他の温度管理
解凍は、冷蔵庫や電子レンジまたは流水で
調理場、食品保管庫の適正な温度

食中毒を予防しましょう！食中毒を予防しましょう！

三原則三原則三原則三原則
○つけない○つけない
○増やさない○増やさない
○やっつける○やっつける


