【症状】
念入りにおこなってください。
下痢、吐き気、嘔吐、発熱等
【ふん便・嘔吐物の処理の仕方】
【潜伏期間】
もし、 家族に下痢・ 嘔吐のよ うな症状が
潜伏期間は、 ～ 時間です。また、発 出た場合は、自分が感染しないために、
症している期間は、一般的には１～２日、 ふん便・嘔吐物を適切に処理してくださ
ロウイルスと呼ばれていました。これが、 長い場合は１週間程、続きます。
い。ポイントは、次のとおりです。
のちに 、正式にサ ポウイルス と命名され
・使い 捨て手袋やマ スク等を 着用して処
【感染経路】
ています。
理する。
サポウ イルスは 、これまでは 、散発的 感染経 路としては、 次のようなケ ースが ・嘔吐 物等をペーパ ータオル 等でふきと
な感染性胃腸炎の原因と思われてきまし 考えられます。
る時は 、飛び散らな いよう に静かに拭
たが、 最近では、 食中毒のよ うな集団胃 ・ウイ ルスが蓄積、 付着した食品 を十分
き取る。
腸炎事例も増えてきています。
に加熱せずに食べて感染
・嘔吐 物等で汚れた 床は塩素 系漂白剤を
実は、この「サポウイルス食中毒」は、 ・感染者が十分な手洗いをせずに調理し
ふくま せたペーパー タオル 等で覆い、
最近、 北九州でも 発生しまし た。実際に
たこと で、食品にウ イルス がう つり、
しばらく放置し、その後水拭きする。
起こった食中毒事例を見てみましょう。
それを食べることで感染
・処理 に使用した使 い捨ての 手袋やペー
・感染 者や、汚染さ れた食品が触 れた調
パータ オルはビニー ル袋に 密閉して廃
【北九州市の
理器具 を介して、食 品にウ イル スがう
棄する。
サポウイルス食中毒発生事例】
つり、その食品を食べることで感染
・処理 後は、手洗い をする。 また、処理
平成 年４月５日、北九州市内の飲食店 ・感染者のふん便や嘔吐物からの感染
中とその後は換気をする。
が製造 した仕出し 弁当を喫食 した４グル
ープ 名のうち 名が、 月 日から 【予防方法】
食中毒 に詳しい方は 、すで にお気づき
℃～ ℃で 秒間以上加熱する。 かと思いますが、サポウイルス予防方法
日にかけて嘔吐、下痢等の症状を呈し ①
は、ノ ロウイルスと 同様です 。また、発
ました。保健所は、有症者のうち 人の ウ イ ル ス に 汚 染 さ れ た 食 品
生件数 も冬から春に かけて増 加します。
便からサポウイルスが検出されたことや、 でも、これで失活させること
つまり 、ノロウイル ス対策を きちんとし
発症時間、症状等から総合的に判断した ができます。なお、食品の中
ていれ ば、サポウイ ルス対策 にもなると
結果、本件を食中毒事件と断定し、同施 心部まで、十分に加熱してく
いうこ とです。基本 的な食中 毒対策を、
設を 日間の営業停止処分としました。 ださい。
しっかり行うことが、大事です。
② 調理器具類の洗浄・消毒
を徹底する。
サポウイルスとは・・
調理器 具はよく洗い 、器具の材質 にあわ
編集後記
せて、熱湯や消毒薬等で消毒しましょう。
今月の季節の写真は、「紫陽花」です。
③ 手洗いをきちんとする。
紫陽花 は町中に咲い ているも のも多く、
手 洗 い は 食 中 毒 予 防 の 基 本 で す 。 特 に 、 この時 期、道行く人 々の目を なごませて
「トイレの後」「調理の前」の手洗いは、 くれます。
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では、サポウイルスとは、どのような
ものなのでしょうか？
ここでは、サポウイルス食中毒の症状、
潜伏期間、感染経路、予防方法について
みてみましょう。
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「サポウイルス」食中毒について
月に入り、高温多湿な時期になりま
した。食中毒にも、一層、注意が必要で
す。
さて、みなさん、食中毒の原因として、
どのようなものを思い浮かべますか？ノ
ロウイルス、カンピロバクターは、よく
報道されるので、これらを思い浮かべた
方が多いのではないでしょうか？
しかし、原因となるものには、他にも
あります。そこで、今月号のサニナビで
は、みなさんがあまり聞きなれないと思
われる「サポウイルス」について紹介し
ます。

サポウ イルスとは、 ノロウイルス と同
じカリ シウイルス科 に属し、ノロ ウイル
スと同 様、感染性胃 腸炎の原因と なるウ
イルス です。ちなみ に、この「サ ポウイ
ルス」 の名称の由来 ですが、サポ ウイル
スによ る胃腸炎の集 団発生がはじ めて報
告されたのが札幌なので、当初はサッポ

食中毒が北九州市でも発生

サポウイルスによる
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食品安全情報
■ 神奈川県海老名市で異物混入相次ぐ！
６月２日、海老名市は、市立保育園の給
食で提供された「鶏肉のみそ焼き」に、ば
んそうこう（幅２センチ×長さ センチ）
が混入していたと発表しました。園児が食
べようとした際に気がつきました。原因は、
鶏肉 の納 入業者 の調理 員が 使用 してい た
ばんそうこうが、剥がれて混入したもので
した。保育園の食材検品時には、混入した
異物を発見できなかったそうです。
市は、再発防止策として、保育園での検
品を複数の職員で行うこと、納入業者で食
材を扱う際は、手袋の着用を徹底すること
を指導しました。
また、６月９日、海老名市は、市立小学
校で提供された給食に、金属片（直径１ミ
リ×長さ約２センチ）が混入していたと発
表しました。
児童が皿に盛りつけ
る前に気づき、
怪我はあ
りませんでした。
調理場
及び調理機械・調理機材
の一斉点検を行いまし
たが、
混入原因は特定で
きなかったそうです。
市は、
再発防止策とし
て、
食材の納品や下処理
の段階での複数の職員
による目視チェックを
１０

毛髪混入を防止するポイント

・ひげそり、ブラッシング
・ローラーがけ（２人ペアで行うと◎）
・帽子は三角巾ではなく、毛髪がはみ出
さないタイプのものを使用する
・作業着を正しく着る（着る順番はマス
ク、帽子→作業着）
・着崩れの確認やローラーがけを行う衛
生タイムを設ける
・更衣室をこまめに清掃する

■ 小倉南区で食中毒発生！
５月 日、小倉南区の小学校６校の運
動会で、仕出し弁当を食べた 名のうち、
名が、下痢、腹痛、発熱などの食中毒
症状を訴えました。弁当は、小倉南区の飲
食店で製造されたもので、同区内の小学校
の運動会で、職員や来賓などに提供されま
した。症状を訴えたのは、 ～ 歳の男
女で、うち女性２人が入院しましたが、す
でに退院し、全員がほぼ回復しています。
市保健所は、調査の結果、有症者全員の
共通食が施設で製造
した仕出し弁当に限
られること、発症時間、
症状等から、本件を弁
当が原因の食中毒と
断定しました。
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■ イベントのお知らせ
食品監視検査課では、毎年８月に小学校
高学年（５年生と６年生）とその保護者を
対象にした「食の安全たんけん隊」という
イベントを開催しています。開催日、参加
方法 など の詳細 は７月 １日 号の 市政だ よ
りに 掲 載い たし ま す。 な
お、 「 市政 だよ り 」は 北
九州 市 のホ ーム ペ ージ か
らもご覧いただけます。

気温が高い日が続
いています。食品の低
温管理を心がけ、食中
毒を予防しましょう。
製造能力を超えた製造量では、管理が行
き届かなくなり、ミスが起こりやすくなり
ます。無理のない範囲で行うことが大切で
す。
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徹底 す る こ と と 、
調理機器類を使
用する際には、チ
ェック表を利用
してチェックを
徹底することを
指導しました。
本来、その食品には入ってはいけないも
のを「異物」と呼びます。異物は、次の３
種類に分けられます。

異物 混入を 防止 する 上で 最も大 切なポ
イントは、整理・整頓です。必要なもの以
外は調理場には持ち込まないようにし、不
要なものは廃棄するようにしましょう。
また、食品が入っている容器は、短時間
でも、ラップや蓋をし、異物が入らないよ
うにしましょう。
異物対策は、調理従事者や食品製造者な
どにとって重要な課題です。万が一、異物
混入事例が発生した場合は、原因を究明し
対策をとること が大切です。

① 動物性異物…虫、毛髪、糞便
金属片の混入を防止するポイント
② 植物性異物…植物片、包装紙、ゴム
・破損した調理器具（ザル、ボール、包
③ 鉱物性異物…金属、ガラス、石
丁など）がないか確認する
特に、「虫」「毛髪」「金属片」は、異 ・調理機器にネジのゆるみなどがないか
確認する
物混入事例としてよく報告されます。各異
物の混入を防ぐポイントは次の通りです。 ・金属たわしは使わない
・クリップ、ホッチキスを使用した書類
を作業場に持ち込まない
虫混入を防止するポイント

・施設の出入口及び窓は極力閉めておく
・外部に開放される部分には網戸、防虫
カーテン等を設置し、隙間をふさぐ
・ダンボール等の運搬容器は調理室へ持
ち込まない
・検品時の目視確認を徹底する
・施設内（床、排水溝、グリストラップ、
調理機器など）の清掃を行い清潔に保つ
・生ごみは、作業場に長期間ためないよう
にし、こまめに所定のゴミ捨て場に移す
・虫の駆除を半年に１回以上（発生を確
認した時にはその都度）実施する
・虫を発見したらすぐに捕獲し、対策を
講じる
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