
社会福祉施設における食中毒・感染症対策研修会社会福祉施設における食中毒・感染症対策研修会

食中毒の予防について食中毒の予防について
（Ｏ１５７、ノロウイルス等）（Ｏ１５７、ノロウイルス等）（Ｏ１５７、ノロウイルス等）（Ｏ１５７、ノロウイルス等）
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食品衛生監視班



ⅠⅠ．食中毒．食中毒の発生の発生状況について状況について

ⅡⅡ．．社会福祉施設等で発生した社会福祉施設等で発生した

食中毒事件について食中毒事件について

本日の内容本日の内容

食中毒事件について食中毒事件について

（腸管出血性大腸菌・ノロウイルス）（腸管出血性大腸菌・ノロウイルス）

ⅢⅢ．．食中毒の予防について食中毒の予防について



ⅠⅠ．食中毒の発生状況について．食中毒の発生状況についてⅠⅠ．食中毒の発生状況について．食中毒の発生状況について



年次別食中毒年次別食中毒事件数及び患者数事件数及び患者数の推移（全国）の推移（全国）
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年次別・主な病因物質別食中毒年次別・主な病因物質別食中毒事件数事件数の推移（全国）の推移（全国）
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H23/10～：生食用食肉
（牛肉）の規格基準

H27/6～：豚の食肉（内臓含む）の
生食用販売禁止

H24/7～：牛肝臓の
生食用販売禁止

（厚生労働省食中毒発生状況より）

23年 24年 25年 26年 27年

サルモネラ属菌 67 40 34 35 24

ぶどう球菌 37 44 29 26 33

腸炎ビブリオ 9 9 9 6 3

腸管出血性大腸菌

（ＶＴ産生）
25 16 13 25 17

ウェルシュ菌 24 26 19 25 21

カンピロバクター

ジェジュニ／コリ
336 266 227 306 318

ノロウイルス 296 416 328 293 481

クドア 0 0 21 43 17

アニサキス 0 0 88 79 127
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年次別・主な病因物質別食中毒年次別・主な病因物質別食中毒患者数患者数の推移（全国）の推移（全国）
H23/10～：生食用食肉
（牛肉）の規格基準

H27/6～：豚の食肉（内臓含む）の
生食用販売禁止

H24/7～：牛肝臓の
生食用販売禁止

23年 24年 25年 26年 27年

サルモネラ属菌 3,068 670 861 440 1,918

ぶどう球菌 792 854 654 1,277 619

腸炎ビブリオ 87 124 164 47 224

腸管出血性大腸菌

（ＶＴ産生）
714 392 105 766 156

ウェルシュ菌 2,784 1,597 854 2,373 551

カンピロバクター

ジェジュニ／コリ
2,341 1,834 1,551 1,893 2,089

ノロウイルス 8,619 17,632 12,672 10,506 14,876

クドア 0 0 244 429 169

アニサキス 0 0 89 79 133

（厚生労働省食中毒発生状況より）



平成平成1515年～年～2727年年 食中毒食中毒死亡者数死亡者数（全国）（全国）
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ⅡⅡ．．社会福祉施設等で発生した社会福祉施設等で発生した

食中毒事件の原因菌について食中毒事件の原因菌について食中毒事件の原因菌について食中毒事件の原因菌について

（腸管出血性大腸菌・ノロウイルス）（腸管出血性大腸菌・ノロウイルス）



特徴

牛などの家畜や人の腸管に存在し、非常に少ない菌量で発症

・腸管内で増殖する時にベロ毒素を産生

・出血を伴う下痢や溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）、

脳症など非常に重い合併症を発症し、死亡するケースがある。

高齢者や乳幼児には特に注意が必要。

①腸管①腸管出血性大腸菌出血性大腸菌

国立感染症研究所HPより

毒素型

高齢者や乳幼児には特に注意が必要。

主な原因食品等

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

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 おおよそ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。

（75℃以上１分間以上）

・非加熱食品については、十分に洗浄し、必要に

①腸管①腸管出血性大腸菌出血性大腸菌

・非加熱食品については、十分に洗浄し、必要に
応じて消毒してから提供する。

・調理器具の使い分け、使用後には洗浄消毒する。

・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



大量調理施設衛生管理マニュアル大量調理施設衛生管理マニュアル
【野菜及び果物を加熱せずに供する場合】

✑流水で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム
等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いを行うこと。

① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とする。
② 各材料ごとに、５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－２０℃以下で

２週間以上保存する。（検食用）
③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する。（冷凍野菜は－１５℃以下）③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する。（冷凍野菜は－１５℃以下）
④ 流水で３回以上水洗いする。
⑤ 中性洗剤で洗う。
⑥ 流水で十分すすぎ洗いする。
⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。
⑧ 水切りする。
⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。
⑩ 清潔な容器に入れる。
⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで３０分以上を要する場合には、

１０℃以下で冷蔵保存する。

※高齢者や乳幼児に提供する場合は、殺菌が重要！！

↑ ２００mg/ℓで５分間又は１００mg/ℓで１０分間



②ノロウイルス②ノロウイルス
①近年、食中毒事件の病因物質として上位

②感染しても症状が出ない場合もある（不顕性感染）

③人間の体内のみで増殖し、糞便や吐物とともに体外に
排泄される（症状が無くなっても数週間は排泄）

④感染力が強く少量感染の代表④感染力が強く少量感染の代表

⑤24時間～48時間後に下痢・嘔吐等の症状を呈す

⑥牡蠣などの二枚貝に蓄積されていることが多い

⑦中心温度が85℃～90℃で90秒以上の加熱で失活

⑧消毒は、塩素系（次亜塩素酸ナトリウム溶液）が有効



感染者の便中のノロウイルスの量感染者の便中のノロウイルスの量

1,000,000（100万）個～
1,000,000,000（10億）個以上

便１gに

ノロウイルスは、10～100個程度で感染する

つまり … 患者便 数gで日本の全国民が感染



ノロウイルス食中毒予防の４原則ノロウイルス食中毒予防の４原則

１．持ち込ませない
（手洗い、従業員の健康管理等）

２．拡げない
（手洗い、調理器具の消毒、吐物処理等）

症状が無くても
注意が必要！！

２．拡げない
（手洗い、調理器具の消毒、吐物処理等）

３．やっつける
（85～90℃で90秒以上、加熱）

４．付けない
（手洗い、使い捨て手袋、衛生的な着衣）



ⅢⅢ．．食中毒の予防について食中毒の予防についてⅢⅢ．．食中毒の予防について食中毒の予防について



食中毒予防の３原則食中毒予防の３原則

つけない 増やさない やっつける
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・手指洗浄・消毒
・器具等の洗浄・消毒
・器具等の専用化
・分類毎に区別し保管
【二次汚染予防】

温度管理
調理後速やかに喫食

十分な加熱調理
原材料等の殺菌

大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく衛生管理の徹底
（中小規模調理施設においても、趣旨を踏まえた衛生管理の徹底）



加工加工((調理調理))従事者の衛生管理従事者の衛生管理

・従事者は健康ですか？
（健康診断、検便）

・白衣は十分な数があり、
服は清潔ですか？

・頭髪、帽子は清潔か？

×

・頭髪、帽子は清潔か？
・爪は短く切り、手洗いを

励行していますか？
・手指に切り傷や手荒れは

ありませんか？



「手洗い」も重要！！「手洗い」も重要！！

① 作業開始前及び用便後

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

✑以下の場合は、しっかりと2回（その他の場合
は丁寧に1回）手指洗浄・消毒を行うこと。）
※手洗いの方法は次のスライド

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

③ 食品に直接触れる作業にあたる直前

④ 生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれ
のある食品等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合

⑤ 配膳の前

✑使い捨て手袋を使用する場合にも、原則として以上の
場合に交換を行うこと。



「手洗い」の方法
水で手をぬらす

流水で十分に石けんを洗い流す
（20秒程度）

ペーパータオル等で水分を拭き取
る（タオル等の共用は×）

消毒用アルコールを噴霧し、
手指によくすりこむ

石けんを十分に泡立てて指、腕を洗う
（特に、指の間、指先をよく洗う。）

（３０秒程度）

しっかりと2回

洗い残しが多い部分

手の甲 手のひら
手首、シワの部分も注意



便座及び蓋

ドアノブ

便座及び蓋

トイレットペーパーホルダー

手洗いを徹底し、二次汚染を防ぐ！

厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」も参考に！



野菜及び果物野菜及び果物を加熱せずに供する場合を加熱せずに供する場合

✑流水で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩素
酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分
すすぎ洗いを行うこと。

① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とする。
② 各材料ごとに、５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、－２０℃以下で

２週間以上保存する。（検食用）

非加熱提供食品

２週間以上保存する。（検食用）
③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして、１０℃前後で保存する。（冷凍野菜は－１５℃以下）
④ 流水で３回以上水洗いする。
⑤ 中性洗剤で洗う。
⑥ 流水で十分すすぎ洗いする。
⑦ 必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。
⑧ 水切りする。
⑨ 専用のまな板、包丁でカットする。
⑩ 清潔な容器に入れる。
⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く）、調理まで３０分以上を要する場合には、

１０℃以下で冷蔵保存する。

※高齢者や乳幼児に提供する場合は、殺菌が重要！！

↑ ２００mg/ℓで５分間又は１００mg/ℓで１０分間



①① 衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。
異常品は返品又は使用禁止とする。異常品は返品又は使用禁止とする。

・表示(品名,仕入元,加工者,数量, 単
位, 年月日, 産地,賞味期限,ロット
など)
⇒記録し、１年間保管食材

検品(検収)…原材料受入れ時

・品質,鮮度,品温,異物等を点検
⇒結果を記録

・納入業者が実施した「微生物検査
結果」の確認
⇒検査結果を１年間保管

・当日使い切る量を仕入れる

調理場にダンボール
を持ち込まない！



②② 検食の保存検食の保存 ＝＝ 食中毒発生対応食中毒発生対応

・原材料及び調理済み食品を

食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器

（ビニール袋等）に入れ、密封し、

－２０℃以下で２週間以上保存する。

原材料

－２０℃以下で２週間以上保存する。

・食中毒が発生したとき、

⇒原材料の汚染か

調理中の汚染かがわかる！

調理済



・専用の清潔な容器（蓋つき）に入れ替えるなどして、
１０℃前後で保存する。

（冷凍野菜は－１５℃以下）

・冷蔵(冷凍)庫に保管するときは、食肉類・魚介類・野菜類
など食品の分類ごとに区分する！

③③ 保存のしかた保存のしかた

食肉類：１０℃以下

魚介類：５℃以下

など食品の分類ごとに区分する！

・特に、加熱用食肉との交差汚染は危険
(加熱用の肉汁には、食中毒菌があることも…)



==
３

【食材】
・流水で３回以上水洗いする。
・中性洗剤で洗う。
・流水で十分すすぎ洗いする。
・必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウム等

で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いす

④～⑧④～⑧ 野菜及び果物の洗浄・消毒野菜及び果物の洗浄・消毒

で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いす
る。
・水切りする。

【シンク】
・シンクは加熱する食材・加熱しない食材・

器具洗浄用で分けること
・洗浄、殺菌し、清潔に使用すること

※高齢者や乳幼児に提供する場合は、殺菌が重要！！



⑨⑨ 調理には専用のまな板、包丁を使用する。調理には専用のまな板、包丁を使用する。

【調理器具】

・用途に応じた必要な数があるか？

・床に直置きしないこと
・洗浄・消毒・乾燥が大切！

使用前は良く乾燥しているか？使用前は良く乾燥しているか？

【まな板】
・包丁キズや黒ずみはないか
・床に直置きしないこと
・用途に応じて使い分けているか？

肉用・魚用・野菜用



まな板、包丁、へまな板、包丁、へらら等の洗浄・殺菌等の洗浄・殺菌

① 食品製造用水(４０℃程度の微温水が

望ましい。)で３回水洗いする。

② スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ

性洗剤をつけてよく洗浄する。

③ 食品製造用水(４０℃程度の微温水が③ 食品製造用水(４０℃程度の微温水が

望ましい。)でよく洗剤を洗い流す。

④ ８０℃で５分間以上の加熱又はこれと

同等の効果を有する方法で殺菌を行う。

⑤ よく乾燥させる。

⑥ 清潔な保管庫にて保管する。



⑩、⑪⑩、⑪
食品は清潔な容器に入れ、調理まで３０分以上を食品は清潔な容器に入れ、調理まで３０分以上を
要する場合には、１０要する場合には、１０℃℃以下で冷蔵保存する。以下で冷蔵保存する。

調理後
食中毒菌の増殖を抑制する
ために、１０℃以下又は
６５℃以上で管理が必要!

調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫すること。

※調理終了後から２時間以内に喫食することが望ましい。
※調理済み食品も、食品ごとに５０ｇずつ検食として保存。

６５℃以上で管理が必要!



ノロウイルス食中毒予防の４原則ノロウイルス食中毒予防の４原則

１．持ち込ませない
（手洗い、従業員の健康管理等）

２．拡げない
（手洗い、調理器具の消毒、吐物処理等）

症状が無くても
注意が必要！！

２．拡げない
（手洗い、調理器具の消毒、吐物処理等）

３．やっつける
（85～90℃で90秒以上、加熱）

４．付けない
（手洗い、使い捨て手袋、衛生的な着衣）



加熱調理食品の加熱温度管理加熱調理食品の加熱温度管理

✑中心温度計を用いるなどにより、

中心部が７５℃で１分間以上加熱

✑二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある✑二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある

食品の場合

８５～９０℃で９０秒間以上加熱

✑温度と時間の記録を行う



その他その他その他その他



カンピロバクターカンピロバクター
主な特徴
鶏、豚及び牛の腸管内や河川、井戸水等に分布

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

主な症状
水様性下痢、発熱(39℃前後)、頭痛、倦怠感等
感染後数週間で「ギラン・バレー症候群」を発症する場合がある

国立感染症研究所HPより

感染型

水様性下痢、発熱(39℃前後)、頭痛、倦怠感等
感染後数週間で「ギラン・バレー症候群」を発症する場合がある
（症状： 筋力低下による手足の麻痺、呼吸困難など）

潜伏期間
２日から７日（少ない菌量でも発症）

予防方法
◆中心部まで十分に加熱する (中心部を75℃で1分間以上）
◆食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて、処理・保管する
◆食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱う
◆食肉に触れた調理器具などは使用後に消毒・殺菌する

厚生労働省ホームページも参考に！
「カンピロバクター食中毒予防に

ついて（Q&A)」



6

検体

ミンチ肉（鶏）

15

検体

鶏たたき

３７．５％
１４．７％

厚生労働省
市販されている食品の食中毒菌汚染実態調査結果より
（平成2５年度～平成2７年度）

カンピロバクター陽性

カンピロバクター陰性

検体
10

検体

87

検体







従事者教育の在り方従事者教育の在り方
食中毒の発生件数は全国的に増加傾向にあり、
原因の大半が従事者の衛生管理不足による。

組織全体としてリスクの圧縮に努めるとともに、
個人の意識改革も重要である。

★明確な目的とプログラムの設定

★計画に基づき
教育を実施する

目的は達成できたか？
★教育する側と教育される側の評価

目的が達成できた理由、
達成できなかった理由を基に、
★次の教育に反映させる



チーバくん食の安全・安心情報メールチーバくん食の安全・安心情報メール
（無料メールマガジン）（無料メールマガジン）

（千葉県ホームページURL）（千葉県ホームページURL）
http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/mailmagazine/shoku/

・自主回収情報
（残留農薬、異物混入、異味異臭、カビ、添加物、表示欠落、誤表示等）

・食中毒の発生状況、食中毒予防方法
・食中毒注意報・食中毒警報の発令
・リスクコミュニケーション、セミナー等案内


