
2021年度（3年生）

「衛生管理システム（集中講義）」
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３・４日目

授業方法：講義・演習・実習

担当：岸本満 安藤恵 福谷留奈
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2021年度 衛生管理システム
授業計画案

2021.08.16

8/23-27随時 Step0 食品安全基
礎

食品衛生基礎知識
の確認・自己評価

「食品微生物学」講義の小テスト問題172問 e-ラーニングで何点取れるか。（食品微生物
学の復習）

1日
目

8月23
日 月

1限

Step1
食品安全マ
ネジメント

基礎

講義・小テスト 一般衛生管理、HACCP（7原則12手順）、大量調理施設衛生管理マニュアル ほか
2限 講義・小テスト 食品安全マネジメントシステム（FSMS)と認証規格 ISO22000 FSMS22000 JFS規格

ほか
3限 講義・小テスト 管理栄養学部におけるFSMS（ISO22000）ほか

4限 課題演習（自主）食品安全マネジメントシステム（FSMS）と認証規格に関する資料の作成（資料１）
管理栄養学部におけるFSMS（ISO22000）に関する資料の作成（資料2）

2日
目

8月24
日 火

1限

Step１
食品安全マ
ネジメント

基礎

課題演習（必須）食品安全マネジメントシステム（FSMS）と認証規格に関する資料の作成（資料1）
2限 管理栄養学部におけるFSMS（ISO22002）に関する資料の作成（資料2）
3限 発表 演習成果物（資料1・２）の発表4限

3日
目

8月25
日 水

1限

Step2 HACCPプ
ラン演習

講義・課題演習 献立カテゴリー別HACCPプラン（資料3）の作成＜ハザード分析、フローチャート、
CCP/OPRPの設定、一般的衛生管理、その他＞2限 課題演習（必須）3限

4限 課題演習（自主）献立カテゴリー別HACCPプラン（資料4）の作成

4日
目

8月26
日 木

1限 Step2 HACCPプ
ラン演習 発表 演習成果（資料3）の発表

2限

Step3 衛生検査実
習

講義 微生物試験の実施と結果の考察 ほか

3限 食品の細菌検査 食品試料の採取、一般生菌数・大腸菌群数等の測定 ほか
環境の衛生検査 清浄度検査（ATP検査・残留たんぱく検査）・細菌検査 ほか

4限 演習（自主） 衛生検査・微生物検査に関する総合討論

5日
目

8月27
日 金

1限

Step4
教育効果測
定アシスタ
ント演習

講義・演習 口頭試問と実技試験の内容と方法
2限 演習 口頭試問と実技試験の試行とロールプレイ 改善提案及び提案書作成（資料4）
3限 課題演習（自主）教育効果測定の改善提書の作成（資料4） ルーブリックに基づく自己評価（資料5）4限

Step５ レポート
9月6日までに①～
④について回答し、
資料１～5を添付
する。

①最も印象に残った(重要で記憶にとどめたい）事項・内容。
②なぜ、最も印象に残ったのか(重要で記憶にとどめたいと考えたのか）その理由等。
③この講義で何を学んだか（知識）、何に気づいたか（発⾒、気づき）、それらを何につな
げたいか。
④理解が⼗分できなかったと思われる事項・内容。



第3日目（8/25水）
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第3日目（8/25水）
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1限

Step2

HA
CC
P
プ
ラ
ン
演
習

講義・
演習

献立カテゴリー別HACCPプラン
（資料3）

＜ハザード分析、フローチャート、
CCP/OPRPの設定、一般的衛生管理、
その他＞

2限 演習

3限 演習

4限 演習
（自主）

献立カテゴリー別HACCPプラン
（資料3）の作成



献立カテゴリー別HACCPプラン（資料3）

＜ハザード分析、フローチャート、

CCP/OPRPの設定、一般的衛生管理、

その他衛生管理の提案など含む＞

5

第3日目（8/25水）1・2・3限 講義・演習
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参考資料 Moodleにアップしてあります

https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11130500-
Shokuhinanzenbu/0000098995.pdf

https://www.mhlw.go.jp/conte
nt/11130500/000657172.pdf



献立カテゴリー

・焼き物

・煮物

・蒸し物

・炒め物

・サラダ



手順1 チームを作ろう（HACCPチームの編成）
手順2 製品説明書を作ろう
手順3 用途、対象者を確認しよう

食品製造における
HACCP入門のための手引書
［ 大量調理施設における食品の調理編 ］ｐ.30



製品説明書

製品名

記載事項

製品の名称及び種類

原材料に関する事項

添加物の名称とその使用量

製品の規格（成分規格）

製品の規格（自社基準）

保存方法

消費期限又は賞味期限

対象者



調理工程図

作業工程図は「調理手法」

ごとに作成する。

・焼き物

・煮物

・蒸し物

・炒め物

・サラダ

手順4 製造工程図を作ろう



フローチャートを作成する際、

9種類の献立のフローチャートを参考にしてください。

Moodleにpdfデータが掲載されています。
1.白身魚チーズ焼き
2.ポテトサラダ
3.高野豆腐の煮物
4.豆腐とわかめの味噌汁
5.ほうれん草の和え物
6.茶碗蒸し
7.かつ丼
8.おろしハンバーグ
9.サーモンフライのタルタルソース

引用：
「わかりやすい品質管理マニュアル」2003
日本給食サービス協会 発行 ｐ.14～31



これなら

スッキリしてるなぁ。

米

受入

惣菜具材
受入

常温保管 冷蔵保管 冷凍保管洗米

解凍

仕込み

冷蔵保管

保温

炊飯 洗浄殺菌 加熱

冷却

保管

盛付
唐揚げの場合

金属探知

出荷

汚
染
区

域

準
清
潔
区

域

清
潔
区

域

弁当はかなり複雑にな

るので、可能な限り単

純化してみました。

製品を汚染させな い区分

けを線引き し、作業区分

を明確にしましょう！



ここがポイント

温度、時間、速度、濃度、大きさ 等の設定の
ほか、汚染区域と清潔 区域の区分線も引いてみ
よう！

原材料が
いくつもある場合は どうすれば

いいのかしら？

１ 野菜

4 カット

5 炒め

２ 調味料 3 出汁

6 煮込み

7 冷却

弁当箱は通いで回収してくるので、回収後の洗浄殺菌が重 要
になります。それをサニテーションＣＣＰと位置付ける 場合
があります。ＨＡＣＣＰプランと同じように管理基準 値やモニタ
リング方法を取り決めておく必要があります。

そのような場合は、原材料ごとに横へ

並べて、１つずつ番号を振りましょう。

再生品（再利用品）がある場合は、そ

の流れも書き出しましょう。



手順5 製造工程図を現場で確認しよう

前項で作成した製造工程図を
持って現場確認しましょう！

施設・設備、実習生の動き、
作業手順等、現場で気づいたことを
書き出してみましょう。



手順6【原則1】危害要因の分析に挑戦

工程ごとにどのような危害要因が潜んでいるか考える。
原材料に由来するものや工程の中で発生しうるものを列挙。
それらに対する管理手段（方法）を挙げる。

No. 工 程

1 受 入

2 保 管

3 解 凍

4 仕 込

5 加 熱

6 冷 却 以降の工程で危害要因を除

去・低減する工程がない場合、

このような工程を重要管理点

（CCP）と言います

「危害要因」というのは、

健康に悪影響をもたらす

原因になるものを

いうんだな。

●予防、除去・低減が必要で、重

大な危害要因であれば Yes、そ

うでなければNo にします

●一般的衛生管理マニュアルで対

応できるもの

→３欄は No

（例：冷蔵庫の使用マニュアル）

●この工程ではなく、後の工程で管

理することができる

→6 欄は No

●必要な頻度で確認が必要なもの

→6 欄は Yes

1 2 3 4 5 6

原材料

/工程

1欄で予想され
る危害要因

重大な危
害要因か

（Yes/No
）

3欄の判断をし
た根拠

3 欄で Yes とした
危害要因の管理手
段は

CCP か
(Yes/No
）

1. 受入

鶏肉、

野菜等

病原微生物の存在 Yes 原材料が汚染さ
れている可能性
がある

加熱殺菌工程にて
管理する

No

1 2 3 4 5 6

原材料

/工程

1 欄で予想され る危害
要因

重大な危 害
要因か

（Yes/No）

3 欄の判断をし た根拠 3 欄で Yes とした 危害要
因の管理手 段は

CCP か
(Yes/No)

５加熱 病原微生物の 生残 Yes 加熱不足により

生残の可能性が ある

適切な殺菌温度と 時間で
管理る

Yes



No. 工 程

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

原材料

/工程

1欄で予想され る危
害要因とは

重大な危 害要
因か

（Yes/No）

3欄の判断をし た
根拠

3 欄で Yes とした 危害
要因の管理手 段は

CCP か
(Yes/No)

1 2 3 4 5 6

原材料

/工程

1欄で予想され る危
害要因とは

重大な危 害要
因か

（Yes/No）

3欄の判断をし た
根拠

3 欄で Yes とした 危害
要因の管理手 段は

CCP か
(Yes/No)

1 2 3 4 5 6

原材料

/工程

1欄で予想され る危
害要因とは

重大な危 害要
因か

（Yes/No）

3欄の判断をし た
根拠

3 欄で Yes とした 危害
要因の管理手 段は

CCP か
(Yes/No)



手順7【原則2】重要管理点（CCP）をみつける
危害要因としてあげられた病原微生物は、いずれかの工程で殺菌されたり、
低減される手 段がとられます。以降の工程でこのような手段がなければその工程
をCCP：重要管理点（Critical Control Point）といいます

１ ２ ３ ４ ５ ６

原材料／工程 １欄で予想される
危害要因

重大な
危害要
因か

（Yes/No）

３欄の判断をした根拠 ３欄でYesとした危害要因の
管理手段

CCPか
（Yes/No)

受 入

原材料

全 て

野菜、鶏
肉、魚介
類、鶏卵、
米、調味
料

病原微生物の存在
・有害微生物
・耐熱性芽胞菌

Yes 原材料に存在してい
る可能性がある。

・有害生物
加熱工程で死滅する。

・耐熱性芽胞菌
冷却工程で増殖を抑える

。

・非加熱惣菜
洗浄殺菌で低減させる。

No

保 管
・常温
・冷蔵

病原微生物の増殖 No 冷蔵庫内の温度管理
の順守で管理する

・冷凍

仕込み
病原微生物の増殖
、汚染 No

室温、作業時間の制
御で管 理する。使用
器具の衛生的 取扱い
で管理する。

加 熱
病原微生物の生残 Yes 加熱不足により生残

の可能性がある
適切な殺菌温度と時間で
管理する ＣＣＰ１

冷 却
病原微生物の増殖 Yes 冷却不足により耐熱芽

胞菌が増殖する可能性が
ある

適切な冷却温度と時間で
管理する ＣＣＰ２



１ ２ ３ ４ ５ ６

原材料／工程
１欄で予想され

る危害要因

重大な
危害
要因か

（Yes/No）
３欄の判断をした

根拠

３欄でYesとした
危害要因の
管理手段

CCPか
（Yes/No)



ハザード分析（例）
危害要因リスト

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
食品の

工 程
①で発生が予想され

る 危害要因

食品から減少・排
除が必 要で重要

な
危害要因（Yes/No

）

③を判断した根拠 ③で重要と認められた危害
要因 の管理手段は

この工程はCCP
か

受入
【野菜・肉・魚・卵

類】 病原微生物によ
る汚染

Yes 生産環境での汚染が考えられる 仕入れ先の確認及び後の
加熱 工程で管理できる No

異物の混入 Yes
生産者の不適切な取り扱いによる混入が
考えら れる

.検収時の目視及び下処理
時の 確認で管理できる No

【加工品】
病原微生物による汚

染

Yes 製造工程での汚染が考えられる

仕入れ先の確認（検査成績
書の 確認）、後の加熱工程
で管理でき る

No

病原微生物の増殖 Yes
流通・保管時の不適切な温度管理による増
殖が 考えられる

検収時の品温測定で管理で
きる

No

異物の混入 Yes
生産者の不適切な取り扱いによる混入が
考えら れる

.検収時の目視及び下処理
時の 確認で管理できる No

【副材料・添加物・穀
類】 病原微生物に
よる汚染

Yes 生産・加工・製造工程での汚染が考えられ
る

仕入れ先の確認（検査成績
書の 確認）、後の加熱工程
で管理でき る

No

異物の混入 Yes
生産者の不適切な取り扱いによる混入が
考えら れる

.検収時の目視及び下処理
時の 確認で管理できる No

受入
（水）

【受水槽の場合】
病原微生物による汚

染

Yes 受水槽の不適切な管理 による汚染が考え
られる

残留塩素濃度の測定及び
定期 的な水質検査（○項目）
で管理で きる

No

病原微生物の増殖 Yes 残留塩素濃度の低下による増殖が考えら
れる

残留塩素濃度の測定及び
定期 的な水質検査（○項目）
で管理で きる

No



手順9【原則4】モニタリング方法の設定
手順8【原則3】管理基準（CL）の設定

重要管理点（CCP）で管理すべき基準値（例えば温度、時間、速度など）を決める。
これを管理基準（Critical Limit：CL）といい、工程中で達成されないと安全が確保
されていない製品となる。
また、管理基準（CL）に達しているか常時確認することをモニタリングといい、温
度計、 時計、速度計などを用いて測定し、記録します。

内 容

工 程 加熱（煮物など）

危害要因 病原微生物の生残

発生要因 加熱不足により病原微生物が生残する

管理手段 適正な温度・時間で加熱する

管理基準（CL） 中心温度７５℃達温を確認する

中心温度計により直接測定する場合

モニタリング方法 中心温度を具材に刺し温度を計測する



内 容

工程

危害要因

発生要因

管理手段

管理基準（CL）

モニタリング方法 なるほど、

加熱温度と時間を

しっかり確認して

記録することが

大切なんだな



手順10【原則5】不具合があった時には「改善措置」

改善措置とは、設定した管理基準が達成されなかった時に、製造工程の中で発生し
た問題 点を修正し、是正することを言う。

改善措置

工程 加 熱

不適合の原因
①中心温度 75℃以上で 1 分以上の加熱ができなかった

②フライヤーの油温 170℃以上で 2 分以上の加熱ができなかった

改善措置 NO. 内容 担当者 記録名

1（製品の区分け） 次工程に進めず、加

熱でき なかった製品

を分ける

A 改善措置記録

2（不適合品の処理） 廃 棄 B

3（再開のための修理）
原因を特定し、正常

に加熱 できるように

復旧させる

C
ライン稼働記録

または改善措置記録



改善措置

工程

不適合の原因

改善措置 NO. 内容 担当者 記録名

1（製品の区分け）

2（不適合品の処理）

3（再開のための修理）



工 程 加熱 逸脱年月日

製品名 鶏のから揚げ

措置担当者 林 一郎 担当者サイン ○○年○月○日 サイン

逸脱内容
11:20 に鶏の唐揚げ作業で、フライヤー温度が 150℃にしか上が
らなかった。

措置内容

11:20 に調理した唐揚げは廃棄し、至急フライヤーの温度調整

をメーカー に依頼した。バイメタルの損傷が原因であった。部品

交換を行った。

措置の評価 バイメタルセンサー部の部品を確保しておくこととした。

改善措置記録の一例



手順11【原則6】定期的に見直す「検証」
ここでは前項までで作成されたＨＡＣＣＰプランが有効に機能しているかを判断する
ことと、 ＨＡＣＣＰプランに従って実施されているかどうか、HACCCPプランの修
正等の⾒直しが必 要かどうかを検討する。

工 程 加熱

検証 NO. 内 容 担当者 頻度 記録名

検証 1

加熱の温度と時間が達成され

て いるか確認する A 1 回／週 加熱記録

代理特性の場合、中心温度が担

保 されていることを確認する 1 回／日 加熱記録

検証 2 温度計、タイマーの校正がされ

て いるか確認する
B 1 回／年 校正記録

検証 3
（改善措置の確認）

実施された改善措置が適切で、

そ の後同様の不適合事案が発生
して いないか確認する

C
実施の都

度速やかに 改善措置記録

検証 4
（製品検査の確認）

設定した加熱温度と時間で処理

さ れた製品に食中毒菌がいない
かを 細菌検査によって確かめる

C 1 回／月 細菌検査結果

検証５
（HACCPプラン

の確認）

HACCP プランの修正が必要か

を 確認する
HACCP
チーム

1 回／年



検 証

工 程 加熱殺菌

検証 NO. 内 容 担当者 頻度 記録名

検証 1

検証 2

検証 3
（改善措置の確認）

検証 4
（製品検査の確認）

検証 5
（HACCP プラン の確認）



手順12【原則7】記録の文書化と保管
HACCPでは正確な記録を保存することが大切。
記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、製造した食品の安全性にかかわる問
題が 生じた場合に製造工程や衛生管理の状況をさかのぼり、原因を追及するための
手助けとなる。そのため、記録のつけ方と保存方法をあらかじめ決めておく。

工 程 加熱 管理基準 中心温度 75℃達温を確認する

モニタリング方法 中心温度計を具材に刺し温度を計測する

日 時 製品名 製品温度 確認者

3 月 12 日 10：00 煮 物 92.3℃ 山田太郎

3 月 12 日 10：20 ぶりの照り焼き 98.4℃ 山田太郎

ＣＣＰのモニタリング記録 ( 例）



CCPのモニタリング記録

工 程 加熱 管理基準

モニタリング方法

日 時 製品名 製品温度 確認者



献立カテゴリー別HACCPプラン（資料4）の作成
1. 主菜または副菜献立が原則
2. 給食管理実習室の設備、機器で調理することを想定
3. 2年生 約20名による通常の給食管理実習で調理することを想定
4. 献立カテゴリー；焼き物/煮物/蒸し物/炒め物/サラダのいずれかを選択する。
5. 調理工程ができるだけ少ない具体的献立名を想定する。
6. 加熱調理器具；スチコン/回転釜/フライヤー/鍋等/その他を決める。
7. 「名古屋市食品衛生自主管理認定制度」で使われていたファイルをDLする。
8. 「2-3施設の概要書」～「7-8-9-10CCP整理表」の5種類のファイルがある。
9. 12手順のうち2～10手順に関連する文書を作成する。
10.OPRP：オペレーションPRP：一般衛生管理の中でも特に重要に管理するもの

があれば調理工程図や危害要因リスト、CCP（OPRP）整理表に記載する。
11.「衛生管理マニュアル（給食）」のファイルを参考に、

給食管理実習室において一般衛生管理が⼗分に行われていないと思われる
課題や実態があれば、改善提案をする。

12.その他、給食管理実習室の管理運営に関して提案や気づきがあれば記述する。



第4日目（8/26木）
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•献立カテゴリー別HACCPプラン（資料3）

•発表者は５分程度で
資料の概要（内容・構成・要点など）を
PPｔまたはOHCを用いて説明する。

31

第4日目（8/26木）1限 発表



•講義：微生物試験の実施と結果の考察

「微生物試験のデータ考察力トレーニングブック」

伊藤武監修 サイエンスフォーラム発行（2008）

の第7章 弁当そうざいより 引用

•実習：食品の細菌検査

•実習：環境の衛生検査
32

第4日目（8/26木）2・3限 衛生検査実習



•講義：微生物試験の実施と結果の考察

「微生物試験のデータ考察力トレーニングブック」

伊藤武監修 サイエンスフォーラム発行（2008）

の第7章 弁当そうざいより

33

第4日目（8/26木）2・3限 衛生検査実習



弁当・そうざいの定義
• 弁当・・・主食又は副食を容器包装又は器具

に詰め、そのままで摂食できるようにしたもので幕の内弁当など
の○○弁当、おにぎり、かまめし、いなりずし、その他これに類
する形態のもの及び駅弁、仕出し弁当等

• そうざい・・・通常、副食として供される食品であって煮物、焼
き物、揚げ物、蒸し物、和え物、酢の物等

34

「弁当及びそうざいの衛生規範」より



弁当・そうざいの業態

•弁当屋（業）
不特定多数を対象とする
弁当の製造・販売

•仕出し屋（業）
特定多数を対象とする

35

食品衛生法による



弁当・そうざいの特徴

① 盛り付け工程をはじめ、人手による製造工程が多い

② 調理開始後から摂食まで⼗数時間かかる商品であること

③ 多種の原材料を使用すること

④ 日配品であり、商品の消費期限が短いこと

⑤ 同じ製品を１日に複数回（そうざい２回、弁当３回）製造するため、
調理や盛り付け等を行う従業員の入れ替わりがあること。
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衛生の確保

• 「弁当およびそうざいの衛生規範」

• 「大量調理施設衛生管理マニュアル」

施設設備の衛生管理
食材加熱時の加熱温度管理
二次汚染の防止対策
調理済み食材や原材料の温度管理
調理従事者の衛生管理
施設の衛生管理体制など
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弁当の製造工程

38



•前日の生産量や天候・曜日その他を考慮して当日
の生産量を推定する

•使用する食材を必要量だけ冷凍・冷蔵庫より取り
出し、解凍の必要のあるものは解凍する。

•加熱調理したものは真空冷却器などを用いて処理
後２０分以内に品温を２０℃以下に冷却する。

•カットが必要なものは所定の大きさにカットし、
容器に入れてシートなどでカバーして盛り付け開
始まで冷蔵庫で保管する。

•外部購入品も外装を殺菌後開封し容器などに移し
て盛り付け開始まで冷蔵庫で保管する。

•盛り付け、包装後は金属探知機で金属異物をを
チェックしパスしたものが製品となる。

39

弁当の製造



40

危害微生物



41

危害微生物
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危害微生物対策

•加熱処理は芯温８５℃１分以上。
•加熱後に二次汚染がない場合は耐熱性菌を注意
•しかし、二次汚染を防ぐのは難しい。
•セレウス菌、ウエルシュ菌
•サルモネラ属菌、大腸菌、大腸菌群
•黄色ブドウ球菌
•乳酸菌
•腐敗菌
•酵母
•カビ

43

製品の変質、変敗、クレーム防止上



微生物検査の意義

•製造環境の改善のため客観的資料

•将来発生する可能性のある問題点の予測

•発生した問題の解決法の参考資料

•その他
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微生物検査の目的

1. 各種原材料や自社製品が法令や告示、指導基準で
定められた規格基準に適合しているかの確認

2. 病原菌やそれに類似した菌が検出された場合の菌
の同定やクレーム自己が発生した場合の微生物学
的試験

3. 自社製品の製造にかかわる衛生管理状況のチェッ
クと改善のための資料収集

1.および2は他の検査機関とのデータ比較も必要なの
で「公定法」による検査を行う。
3は簡便法でも可能。
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微生物検査の対象
1. 受け入れ原材料

①微生物検査
一般生菌数/大腸菌群/黄色ブドウ球菌

必要に応じ、サルモネラ属菌、大腸菌、腸炎ビブリオなど
公定法による検査。
納入先からの検査データを入手できるとよい。

②目視検査
真空包装品は包装破れで不良品がわかる。
冷凍食品は劣化や包装破損がわかりにくい。
段ボールにシミがある場合は解凍、
ドリップのが出たものが再凍結した疑いがある。
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微生物検査の対象
2. 最終製品

①微生物検査
公定法による
一般生菌数/大腸菌群/黄色ブドウ球菌など

②外観（官能）検査
異臭や異常（変色、退色、軟化、ネトの産生、

カビの発生、膨化など）
があれば必ず記録する。

47



微生物検査の対象
3. 製造環境

①微生物検査
一般生菌数/大腸菌群数

必要に応じ黄色ブドウ球菌など
②清浄度検査

落下細菌数、落下真菌数

冷却器や冷蔵庫内で食材が置かれる時間
（冷蔵や保管に要する時間）で計測する。

従業員の手指のふき取り検査
洗浄、殺菌後、
または盛り付け作業中に実施するとよい
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微生物検査の対象
3. 製造環境

③成形機・コンベアー類・容器・その他
拭き取り検査

面積は10×10ｃｍ（単に100㎠ではない）
この面積が拭き取れない場合はこだわらない。

（機械内部、コンベア表面、包丁、まな板など）

ATP法による清浄度検査も管理に有効

タンパク質発色法による方法も同様
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検出される菌の意味 一般生菌数
• 製造環境の衛生状況---の目安

• 食材等の加熱条件の適否---の目安

• 製品の安全性や腐敗の可能性---の目安

• 環境汚染度がわかる

• 傷みやすい食材の取扱い方の注意ができる

• 初発菌数の少ないものの方が

多いものより菌数増加が遅い→
微生物による腐敗に長時間要する
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検出される菌の意味 大腸菌群

• 加熱処理、殺菌処理されているものはいないはず

• 検出された場合は、加熱不足が疑われる。

• 人の手指や器具などからの二次汚染が疑われる。
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検出される菌の意味 耐熱性菌
• 芽胞形成菌（芽胞菌）

• バチルス属、クロストリジウム属

• 嫌気性菌のウエルシュ菌の場合、

調理中の⼗分な撹拌と調理後の急冷が出来なかったことが

疑われる。
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検出される菌の意味 その他病原菌

• 黄色ブドウ球菌陰性でも、毒素が残存

• 一般的な衛生管理の不具合

（保管状況、個人衛生、健康管理などの不良）

• 加熱不足

• 加熱処理後の二次汚染
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微生物検査の方法
• 寒天培地やブイヨン培地を使った方法

• 酵素基質を入れた培地を使う方法

• 拭き取り検査

• スタンプ培地

• 血清学的検査
イムノクロマト法、免疫磁気ビーズ法など

• 遺伝学的検査
DNAプローブ法、PCR法、LAMP法など
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「微生物試験のデータ考察力トレーニングブック」

第7章 弁当惣菜 例題1～3

に挑戦します。

55



「微生物試験のデータ考察力トレーニングブック」
第7章 弁当惣菜 例題

例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが
最近⾒られるが、考えられる原因や調べ方に
ついて述べよ。

例題2）所定条件で保存後のサラダ類や加熱食材から
大腸菌群が検出される事例があるが、
考えられる 原因は何か。

56



例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが最近⾒られるが、
考えられる原因や調べ方について述べよ。

推定原因としては，以下が考えられる。
(I)加熱処理時の要因
① 初発菌数が過多であったため，

所定の加熱条件では⼗分に殺菌されず，結果として加熱不足になった。
② 芯温の測定方法が間違っていたため，

所定の温度に達していなかったにもかかわらず，達温したと誤解した。
③ 加熱機（焼き，蒸し，油ちょう等）内の場所によって混度にばらつき

があったため，機械内に並べる食材の位岡によって加熱温度にばらつ
きが生じ， 一部の食材の加熱不足が生じた。

なお，加熱機内の温度のばらつきは機械の特性として認められることが
多いので，使用前に⼗分検討しておくことが必要である。
④ 完全解凍品を加熱すべきであるのに，涼結状態のまま加熱したため，

所定の加熱条件では芯温が上がらず加熱不足になった。



例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが最近
⾒られるが、考えられる原因や調べ方について述
べよ。

(2) 冷却時の要因
所定の温度まで冷却するのに長時間を要し，この問に菌が増殖した。

(3) その他の要因
① 自社では無処理で使用する外部購入品の開封口等の殺菌が不⼗分

のため，汚染があったかあるいは外部購入品の菌数が過多であった。
② 加熱処理品を取り出す時に， 手指，小道具，容器等からの汚染があり

保管中に増菌した。
③ 加熱・冷却処理後の保存条件が不適切（長時間の室内放置等）であった。
④ 成型機その他機器類の洗浄・殺菌不足によるこれらからの汚染があった。
⑤ 検査技術が未熟のため，食品残渣を集落と⾒誤ってカウントした。

例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが最近⾒られるが、
考えられる原因や調べ方について述べよ。



例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが最近⾒られるが、
考えられる原因や調べ方について述べよ。

原因を調べる方法の一例：
一般に品質管理の手法として用いられる特性要因図（原因と結果の相関

図）を作成すると， 比較的容易にその要因を推定し，問題を解決できる
ことがある。
手順は，まずどの工程で菌数が多くなったかを調べることである。

10 5

菌 104

数 103

102

10

原材料 加熱 冷却 保管 盛付け 製品
工程

図 工程ごとの一般生菌数

①原材料に付着していた菌
は加熱処理により減少し，
保管工程までは菌数の増加
が見られない。
（このことは加熱．冷却・
保管が基準通りに行われた
ことを示している）。

①
②盛付け工程で菌数の増加
が見られ，したがってこの
工程に問題があることが推
定される。

②



例題1）製品Aの一般生菌数が基準値を超えることが最近⾒られるが、
考えられる原因や調べ方について述べよ。

次に盛付けの各種食材の一般生菌数を測定したところ，食材Aのみに菌数
過多が認められたとする。食材Aの菌数が多くなると考えられる原因（要
因）を一つの図にまとめて書く

建物・構造・材質→ ← 盛付け室内温度・湿度

食材用容器（内・外・カパー・区別）→ ← コンベアーベルト・成型機・床
食材（繰り返し・品温・放置時間）→ ← 小道具類

バラン・小ﾎﾞトル類→ ←落下菌

ヘラ・スプーン・ディッシャー類→ ←盛付け従事者
（手指・マスク・エプロン・

アルコールスプレー 衣服・帽子・手袋．腕カバー）
（ハンドル部・胴部）→ ←床からの跳ね返り水

原料 加熱 冷却 保管 盛り付け 製品 出荷

図 特性要因図（例）

リストアップした各要因について，それぞれの付着菌数を測定すると，
その結果から原因を推定することができる。



例題2）所定条件で保存後のサラダ類や加熱食材から
大腸菌群が検出される事例があるが、考えられる 原因は何か。

推定原因としては，以下が考えられる。

(I)加熱処理品で検出された場合

① 芯温の75℃, 1分間以上の加熱処理ができなかった。

② 加熱処理後品を入れる容器類（取っ手・縁など）からの汚染があった。

③ 加熱処理後品を扱う人（手指• 前掛け・腕カバー・ヘラその他）や
調理機械類の操作部（ハンドル・スイッチ類）からの汚染があった。

④ 盛付け従事者の手指等からの汚染があった。

⑤ 加熱食材用の容器と非加熱食材用の容器との使用区別が不明確であっ
たため汚染した。



例題2）所定条件で保存後のサラダ類や加熱食材から
大腸菌群が検出される事例があるが、考えられる 原因は何か。

(2)未加熱品（生野菜類）で検出された場合

① 鮮度落ち（長期保管した等）の原材料を使用した。

② 洗浄が不⼗分であった

（洗浄槽に入れる野菜の量が多かった，洗浄時間が短かった等）

③ 使用薬剤の濃度が所定濃度より低かった。

④ 野菜が殺菌液に完全に浸かっていなかった。

⑤ スライサーの刃と刃の間や脱水機の内槽網目部の洗浄・殺菌が不⼗分
のため，これらから汚染があった。

⑥ 床面からの水の跳ね返りまたは受けかごからの汚染があった。



•実習：食品の細菌検査

•実習：環境の衛生検査
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第4日目（8/26木）2・3限 衛生検査実習



食品の細菌検査

サンプリングのタイミング
1 検収時（原材料）
2 下処理後
3 調理後
4 喫食前（保管後）
5 その他

検査項目 細菌検査： ①一般生菌数
②大腸菌群
③その他
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食品の細菌検査 1）試料の調製
• 現場で食品を10ℊ前後または25ℊ前後、

専用の検食袋（滅菌済み）に採取する。

• フィルター付 ストマッカー用袋に入
れ、採取した食品の重さを計測する。

• 食品の９倍量の滅菌希釈水（リン酸緩
衝生理食塩水（pH7.2））を加える。

• ストマッカーで１分間均質化した試料
液（原液）を10倍段階希釈する。

• 何段階希釈するかは食品により異なる。
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食品の細菌検査

ストマッカー

希釈試料液

3Ⅿの９mL
滅菌希釈水

または1000µℓピペッターを
用いる。



食品の細菌検査 2）培地への接種と培養

• 調製した各希釈試料液（原液、10倍、100倍、1000倍….）を１㎖ずつ
それぞれ２枚の3m ペトリフイルムに滴下する。

• 使用する3m ペトリフイルムは

①生菌数測定用ＲＡＣプレート（35±1℃ 24±2時間）
赤色と青色のコロニーを測定

②大腸菌群数測定用ＣＣプレート（35±１℃ 24±2時間）
気泡を伴う赤色コロニーを測定。
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3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

プレートへの接種
1. ペトリフィルムＲＡＣプレートを平らな水平面に

置きます
（図a参照）。

2. 上部フィルムを持ち上げ、ピペットを垂直にして、
下部フィルムの中央に1 ㎖ の検体懸濁液を滴下しま

す
(図b参照)。

3. 気泡が入らないように上部フィルムをかぶせます
（図ｃ参照）。
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食品の細菌検査

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/all-3m-products/%7E/All-3M-Products/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A3%BD%E5%93%81/%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E8%A3%BD%E5%93%81-%EF%BC%93%EF%BC%AD-%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E5%9F%B9%E5%9C%B0/?N=5002385+8711017+8711414+8720857+3294803017&rt=r3
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/all-3m-products/%7E/%EF%BC%93%EF%BC%AD-%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E7%94%9F%E8%8F%8C%E6%95%B0%E8%BF%85%E9%80%9F%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-RAC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-/?N=5002385+3291951181&preselect=8711414+8720857+3293786499&rt=rud


プレートへの接種

4. RACプレートの中央に、フラットスプレッダーを載せる。

スプレッダーの中心部を軽く押し、検体を均等に広げる。

ゲル化されるまでに、ペトリフィルムプレートの培地部分内で広げる。
フィルム上でスプレッダーをすべらせない。

5. スプレッダーをはずし、プレートをゲル化されるまでそのまま少な
くとも 1分間放置する。
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食品の細菌検査

3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/all-3m-products/%7E/All-3M-Products/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A3%BD%E5%93%81/%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E8%A3%BD%E5%93%81-%EF%BC%93%EF%BC%AD-%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E5%9F%B9%E5%9C%B0/?N=5002385+8711017+8711414+8720857+3294803017&rt=r3
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/all-3m-products/%7E/%EF%BC%93%EF%BC%AD-%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E7%94%9F%E8%8F%8C%E6%95%B0%E8%BF%85%E9%80%9F%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-RAC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-/?N=5002385+3291951181&preselect=8711414+8720857+3293786499&rt=rud


食品の細菌検査3M ペトリフイルム 生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）
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3Mペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

判定

食品の細菌検査
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食品の細菌検査

3M ペトリフイルム 大腸菌群数測定用ＣＣプレート
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食品の細菌検査

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp/all-3m-products/%7E/%EF%BC%93%EF%BC%AD-%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E5%A4%A7%E8%85%B8%E8%8F%8C%E7%BE%A4%E6%95%B0%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E7%94%A8%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-CC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-/?N=5002385+3291951295&preselect=8711414+8720857+3293786499&rt=rud
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環境の衛生検査

サンプリングのタイミング
1 入室時手洗い後
2 食品取扱作業（検収・下処理・調理）中で

交差【二次】汚染のリスクがあるとき
3 清掃、洗浄、消毒作業後
4 その他

検査項目:清浄度検査
① ATP検査 ルミテスター/ルシパックpen（ｷｯｺｰﾏﾝﾊﾞｲｵｹﾐﾌｧ）
② 残留タンパク検査 クリーントレース™  PRO50（3M）など

:細菌検査
① ふき取り検査 ST-25（ELMEX）＋ペトリフイルム（3M)
② スタンプ検査
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①ATP検査-1
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ルシパック Pen を袋
から取り出します。
（測定開始約 20分前

に冷蔵庫から出し、
常温に）

ルシパック Pen の綿棒

ホルダー（オレンジ色）
を抜き、綿球部分を水
道水で濡らします

検査対象のふき取りをお
こないます。ふき取り方法
は、対象によって決めま
す。

ルシパック Pen 綿棒

部分を本体部分に戻
します。

ふき取りサンプルと試薬を反
応させ、チューブの先に反応
液を落とすために、ルシパック
Pen を数回振り下ろします。

ルシパック Pen 下部

に試薬がたまってい
ることを確認し、ルミ
テスターで測定しま
す。

1.ルシパック Pen の使い方

1 2 3

4 5 6

清浄度検査



2.検査対象物のふき取り方

測定対象表面の10㎝×10㎝の面を縦方向横方向に
まんべんなくふき取ります。
注意：
綿球を回転させながら、綿球全体でむら無くふき
取る。
綿棒がしなるようにしっかりとふき取ること。
ふき取り面積が小さい場合は、どのようにふき取
るか決めておく。
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①ATP検査-2
清浄度検査



手指のふき取り方

対象：（例）右手のひらおよび５指。

方法：（例）手のひらは縦と横各６往
復、

各指と指先は１往復、

とするなど、
ふき取り方を統一する。

力の入れ方も
先がどれくらいしなる程度か
決めておく
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清浄度検査



3.ルミテスターPD-30 の使い方

ルミテスターPD-30 の操
作パネルの「POWER」
キー（赤色）を1回押しま
す。
8秒のカウントダウン後、
測定可能状態になります

蓋をします。ルシパック Pen」を「ル
ミテスターPD-30」の
測定部にセットします。

操作パネルの
「ENTER」キー（緑色）
を押します。

測定時は、ルミテス
ターを立てた状態で測
定してください。

測定終了後ルシパッ
ク Pen をルミテスター
から抜きます。

1 2 3

4 5 6

①ATP検査-3
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清浄度検査



② 残留たんぱく検査

3M™ クリーントレース™ タンパク残留測定スワブ PRO50
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清浄度検査



Pro･media ST-25
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細菌検査

①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム



3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

プレートへの接種
1. ペトリフィルムＲＡＣプレートを平らな水平面に

置きます
（図a参照）。

2. 上部フィルムを持ち上げ、ピペットを垂直にして、
下部フィルムの中央に1 ㎖ の検体懸濁液を滴下しま

す
(図b参照)。

3. 気泡が入らないように上部フィルムをかぶせます
（図ｃ参照）。
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①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム
細菌検査



3M ペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

プレートへの接種
4. RACプレートの中央に、フラットスプレッダーを載せる。

スプレッダーの中心部を軽く押し、検体を均等に広げる。
ゲル化されるまでに、ペトリフィルムプレートの培地部分内で広

げる。
フィルム上でスプレッダーをすべらせない。

5. スプレッダーをはずし、プレートをゲル化されるまでそのまま少
なくとも

1分間放置する。
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①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム
細菌検査



①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム
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細菌検査



3Mペトリフイルム
生菌数測定用プレート（ＲＡＣプレート）

判定

①ふき取り検査 ST-25＋ペトリフイルム
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細菌検査



食品の細菌検査 結果・考察
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細菌検査結果の記録例
調理工程 食品名

(試料名）
一般生菌数
（ＲＡＣ）

大腸菌群数
（ＣＣ） 考察
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環境の衛生検査 結果・考察

①ＡＴＰ検査（ルミテスター/ルシパックpen）

②残留タンパク検査

（3Ｍクリーントレースたんぱく残留測定スワブ ＰＲＯ50）

③ふき取り検査（ST-25＋ペトリフイルム）
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検査結果（①ＡＴＰ検査）の記録例

検査箇所 測定値
（ＲＬＵ） 判 定 予測される原因 改善提案

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格

合格・注意・
不合格
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検査結果（②残留たんぱく検査）の記録例
検査箇所 判 定 予測される原因 改善提案

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり

清 浄 ・ 要注意 ・
汚染あり
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検査結果（③ふきとり検査）の記録例
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ふき取り箇所
(試料名）

一般生菌数
（ＲＡＣ）

大腸菌群数
（ＣＣ）

考察
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