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レジオネラ症、夏場の多発に要注意
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表 レジオネラ属菌の施設管理基準

この病型としては、レジオネラ肺
炎と熱性疾患のポンティアック熱が
ありますが、その大部分は前者です。
レジオネラ肺炎は、重症化傾向が強
く、多臓器不全を起こして発症後１

学）

施設区分
浴槽水、
シャワー水など
冷却塔水など

基準（CFU/100ｍL）

備考

10未満

エアロゾルを直接吸引する
恐れのある水

100未満

エアロゾルを直接吸引する
可能性の低い人工水
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漬物の衛生規範について

漬物でも食中毒に！

こと」などが定められています。

衛生規範とは？

漬物による食中毒事例

ところで、腸炎ビブリオは海産魚に

「衛生規範」は食品の衛生の確保及

関係する細菌なのに、どうして漬物に
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設定されているか不思議に思われませ
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物」
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「洋生菓子」
「生

い漬物が増加するようになりました。

にのぼる実に痛ましい事件でした。
「漬

麺」などの衛生規範があります。

海水に生息する腸炎ビブリオは、浅漬
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けと同濃度の２〜４％の食塩が存在す
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必要になってきます。特に、浅漬けは

されましたが、その後の食中毒の多発

す。また、
鮮魚介類の調理に使った包丁・

本来の乳酸発酵による漬物に比べ、pH

や２年 前 の「浅 漬 け に よ るＯ
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まな板や人の手指などを介し、加熱調

が高い（酸濃度が低い）うえ、塩濃度

157 食中毒事件」を受けて大きく改正

理済みの食品へ二次汚染した事例が多
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「大腸菌、

く発生しているので注意が必要となり
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毒菌に汚染されると思わぬ事故に繋が

漬物の衛生規範と基準
漬物の衛生規範は昭和 56 年に作成

表１
発生年

りやすいことを頭に入れて調理するこ

浅漬けなどによる食中毒事例の主なもの

原因菌

1955 Ｓ30 腸炎ビブリオ

患者数
（死者数）

原因漬物

120（0） キュウリの浅漬け

とが必要です。
発生地

3,045（0） キュウリとちくわの中華和え 大垣市

1983 Ｓ58 同上
2000 H12 腸管出血性大腸菌 O157
2002 H14 同上

8（3） カブの浅漬け

埼玉県

542（0） キュウリの浅漬け

福岡県

2011 H23 ノロウィルス

17（0） 白菜漬け

東京都

2011 H23 赤痢

52（0） キュウリ

栃木県

2012 H24 腸管出血性大腸菌 O157
表２

169（8） 白菜の浅漬け
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・従業員の健康管理を徹底する
健康管理の徹底
・外衣は毎日交換する
ノロウィルスの検出時
・高感度法で検査し、陽性者は調理業務から外す
・清掃場所や回数を規程する
施設・設備の維持管理 ・ネズミや衛生害虫の駆除を実施し記録する
・水質検査は２回 / 年実施する
・用便時は外衣を脱ぎ、専用の履物に替える
トイレの使用について
・トイレの清掃は１日１回以上行う
・手洗い設備を設ける
製造施設の構造について ・汚染区域（原材料の保管庫など）と清浄区域（加
工場など）の区切りを明確にする
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浅漬けの場合、加熱できないため、
①
材料は品質の良いものを選ぶ ②製造
から保管まで 10℃以下の低温管理を徹
底する ③原材料は流水で十分に洗浄
する ④使った調理器具は、よく洗浄・
消毒し、包丁やまな板は使い分けて混
用しない ⑤野菜の消毒は次亜塩素酸
ソーダ 100ppm で 10 分間などの殺菌

衛生規範の主なポイント

お問い合わせ

どこに注意すればいいのか

横浜市

処理をする ことです。
その他、衛生規範の主なポイントを
表２に示しました。今まで製造段階の
消毒作業が疎かになっていたことから、
今後、保健所の立入り指導では消毒の
徹底やその記録・管理が重点監視事項
になってくるものと思われます。
（文責；大村 正美）
（参考資料）
漬物の衛生規範；環食 214（1981 昭 56）
同改正規範；食安監発 1012（2012 平 24）

最新の分析機器と高精度な技術で暮らしの安心、安全をサポートする

株式会社

静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

