保管は適切ですか？
洗浄・ 殺菌しても、 清潔な 保管 庫で保
管され ていなければ 、再度、菌や 汚れが
付着し てしまいます 。保管までし っかり
気を配りましょう。

北九州市保健所
食品監視検査課
広域指導係
小倉北区西港町 94-9
TEL 093-583-2048
FAX 093-583-2044

ずせる部品をつけたまま洗浄していませ ★次亜塩素酸ナトリウムを
効果的に使いましょう！
んか？
ノロウ イルス対策と して、 次亜 塩素酸
これら を分解せずに 洗って しまうと、
裏側な どに、食品 残渣が残っ てしまいま ナトリ ウムを使って いる施設は多 いと思
す。きちんと洗浄・殺菌ができるよう、 います。調理器具やてすり・ドアノブ等、
、嘔吐物の処理に
ふだんの消毒には
分解できる部品は、分解しましょう。
の 濃度 に希 釈 した も の を 使用 し
は
洗浄したつもりになっていませんか？
ましょう。作り方は 年 月号のサニナ
あとで、アルコール等で殺 菌するから ビを参考にしてください。
次亜塩 素酸ナトリウ ムは、 光や 高温の
といっ て、洗剤で の洗浄をお ろそかにし
影響をうけやすく、当課の実験では、
た場合、どうなるでしょうか？
に希釈したものを透明ペットボトルに
洗剤は、油脂やたんぱく質等の汚れや、
汚れに 付着した微 生物を除去 してくれま 入れ、 直射日光があ たる窓際に置 いてお
まで低下しました。
す。しかし、洗浄が不十分だと、残った くと、 時間で
次亜塩 素酸ナトリウ ムは使 用す るとき
汚れに ブロックさ れ、後の殺 菌工程で十
に希釈 することが基 本ですが、あ らかじ
分な効果を発揮できません。
また、 洗剤洗浄後は 、水洗 いをしっか め希釈 したものを、 保管しておき たいこ
り行い、汚れと洗剤をきれいに洗い流し ともあるのではないでしょうか？
に希釈したものを、色々
そこで、
ましょう。
なタイ プの容器にい れて、直射日 光があ
たらな い室内で保管 した場合、濃 度がど
う下がるか検証してみました。
結果、 遮光性の高い 容器で は、 約３ヶ
月ほど 濃度が高いま までした。管 理のし
やすさ を考えると、 遮光性の高い 容器な
ら、１ ヶ月ほどを目 安に交換する とよい
でしょ う。また、容 器に、濃度や 次回の
交換時 期の目安を記 載し、交換を 忘れな
８０

殺菌したつもりになっていませんか？
殺菌方法は、
「 ℃で５分間以上」等、
効果的な方法で、できているでしょう
か？
また、乾燥はできているでしょうか？
アルコ ールは水で 薄まると効 果が低下し
てしま います。よ く乾燥した 状態で使用
しましょう。
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洗浄・消毒が
適切にできていますか？
みなさんの職場では、食品を製造又は
調理した際の器具や食器等の洗浄・消毒
が、きちんとできていますか？
「洗ったつもり」
「消毒したつもり」にな
っていませんか？
「つもり」では、汚れや食中毒菌等が残
って、次に使った時に食品を汚染し、食
中毒が発生してしまうことがあります。
そこで、今回は、洗浄と消毒について
特集します。

★器具等の洗浄・消毒

器具等 を洗浄・消毒 する時 に、 どこに
「つも り」が発生す るか考えてみ ましょ
う。
なお、 大 量調 理 施設
マニュアルには、
「調理
機械」、「調理台」、「ま
な板・包丁・へら等」、
「ふき ん・タオル等 」
につい て、洗浄・殺 菌
マニュ アルが記載さ れ
ています。

分解したつもりになっていませんか？
例えば 、ミキサーの パッキ ン、 スライ
サーの刃のように、食品に接触する、は

ｐｐｍ
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いようにしましょう。

寒さも やわらぎ、少 しずつ 、春を感じ
る季節になりました。
今月の写真は「梅」です。

編集後記

最近 、「ノロウイルスに効く」「除菌で
きる」 と宣伝してい る液体タ イプの商品
が市販 されています 。これら には、次亜
塩素酸 ナトリウムが 使用され ていること
があり ますが、濃度 が薄いた め、嘔吐物
等の処理に適さないものが多いようです。
テーブ ルやドアノブ 等の消毒 で、手軽に
使用で きる場合もあ りますの で、濃度や
用途をよく確認しましょう。
わから ないことがあ れば、 保健所にご
相談ください。

直射日光が当たらない室内で保管した場合

食品安全情報
■ 小学校の調理実習で食中毒！
日、奈良県は、県内の小学校の

また、
掘り出したイモで
も、 未 熟 で 小 さい も の、
地中 の 浅 い 所 にあ っ たも
の（ 光 が 当 た って い る可
能性があるため）にも有毒成分が入ってい
ることがあるので注意が必要です。
食中毒症状は、吐き気、下痢、頭痛、め
まいなどです。

食中毒になった事例があります。
ジャガイモを調理する際、芽や緑の部分
があったら、皮を厚めにむき、芽や緑色の
部分だけでなく、そのまわりの部分も多め
にとり除くようにしましょう。また、芽が
出ていたり、緑色の部分があるジャガイモ
は買わないようにし、暗くて涼しい場所に
保管しましょう。

日、厚生労働省は、ノルウェー

■ ノルウェーにおける
ＢＳＥの発生について

１月

ました。ＢＳＥ発生で輸入を停止するのは、 た規制が行われた結果、ＢＳＥの発生は激

減しました。日本では、平成

年以降に

出生 した 牛から はＢＳ Ｅは 確認 されて い

月のブラ ジル以 来 となり ま

ません。厚生労働省では、最新の科学的知

年

す。ノルウェー産の牛肉と牛内臓の輸入量

平成

日まで）で

年度実績（１月

トンです。

は、平成
約

厚生労働省による
と、今回ＢＳＥが確認
されたのは、 歳の肉
用繁殖雌牛で、えさを
通じて感染するＢＳ
Ｅとは異なるタイプ
であり、市場に流通し
ていないということ
です。ノルウェーでの

組織がスポンジ状になって、異常行動や歩

行困難などを示し死ぬ病気です。異常プリ

オンと呼ばれる病原体が、主に牛の脳に蓄

積することで発症します。感染牛の脳や脊

髄などの特定危険部位を食べると、人間に

も感染する恐れがあるとされています。

かつて、ＢＳＥに感染した牛の脳や脊髄

などを原料としたえさが、他の牛に与えら

れたことが原因で、イギリスなどを中心に、
年９月以降、平成

年の１月までの

牛へのＢＳＥの感染が広がり、日本でも平
成

頭の感染牛が発見されました。

しかし、日本や海外で、牛の脳や脊髄な

間に
確認されたため、同国産牛肉等（加工品を

において牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生が

２２

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）とは、牛の脳の

℃以上で揚げると分解するので量は減 Ｂ Ｓ Ｅ 発 生 は 初 め て
りますが、完全に分解することは難しく、 となります。

有毒 成分は 、ゆ でても 分 解しま せん。

１５

どの 組織を 家畜 のえさ に混 ぜない とい っ

が１月

日から２月３日にかけて調理し

２月９日、東京都は、葛飾区の弁当会社

■ ノロウイルス食中毒にご注意！

った対策全般の見直しを行っています。

見に基づき、国内検査体制、輸入条件とい

１５

グループ

名で、下痢や嘔吐などの

め、ノロウイルス食中毒を予防しましょう。

意識し、手洗いの徹底や２次汚染防止に努

して いる 可能性 がある とい うこ とを常 に

汚染した事例となっています。自分が感染

す。本件は、調理者が数日に渡って弁当を

がで ない 不顕性 感染と いう もの があり ま

ノロウイルスには、感染しているが症状

いうことです。

れも重症化はせず、快方に向かっていると

の営業停止処分にしました。発症者はいず

による集団食中毒と断定し、同社を３日間

たことなどから、保健所は、ノロウイルス

従業 員２ 名から ノロウ イル スが 検出さ れ

症状を訴えたということです。調理担当の

た

東京都によると、発症者は、弁当を食べ

しました。

調不 良で 会社を 休んだ と連 絡が あり発 覚

健所に、配食先の社員９名のうち５名が体

た。この事件は、４日、同社から葛飾区保

た弁 当で 食中毒 が発生 した と発 表しま し

２９

１月
名が、食中毒症状を訴えたと発表し

授業 で調 理した ジャガ イモ を食 べた５ 年
生
ました。
県によると、児童らは、校内で栽培した
ジャ ガイ モを収 穫して ゆで て食 べたと こ
名は医療機関

ろ、吐き気や腹痛などの症状を訴えたとい
名のうち

１２

２６

含む）の輸入を同日付で停止したと発表し

１０４

うことです。
を受診しましたが、全員軽症ですでに回復
しています。
調査の結果、ゆでたジャガイモから有毒
のソラニン類が高濃度に検出され、奈良県
は、本件を植物性自然毒（ソラニン類）が
原因の食中毒と断定しました。
身近な食べ物であるジャガイモですが、
事例 のよ うな食 中毒を 引き 起こ すこと が
あります。
ジャガイモの有毒成分は、ソラニンやカ
コニ ンな どのス テロイ ドア ルカ ロイド 配
糖体と呼ばれるものです。有毒成分は、光
が当 たっ て薄い 黄緑～ 緑色 にな った部 分
や芽と芽の付け根に含まれており、苦味が

２１
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１３

２４
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あります。
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