北九州市では、平成 年３月 日、
「北
九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講
ずべき措置の基準等
に関する条例の一部
を改正する条例」が交
付され、平成 年４
月１日から新しい基
準が適用されること
になりました。

衛生管理運営基準が
改正されました！
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北九州市では、食品の製造等を行って
いる事業者が、食品の衛生的な取扱いや、
施設・食品従事者の衛生管理等に関して
遵守すべき基準を条例で定めています。
都道府県がこのような基準を条例で定
める場合の技術的助言として、厚生労働
省では「食品等事業者が実施すべき管理
運営基準に関する指針」を示しています。
この指針が、平成 年５月に改正され
たことに伴い、本市の衛生管理運営基準
を改正することとなりました。
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今回の改正のポイントは、大きくわける
と、次の３つです。

改正のポイントは？
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どうして改正したの？
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これまでの最終製品の抜き取り検査に
よる衛生管理では、問題がある食品が出
荷され、食中毒等を引き起こす可能性を
排除することができません。

ＨＡＣＣＰのメリットは？

「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」という言葉
を、ご存知ですか？
これは、原材料の受入から最終製品ま
で、工程ごとに、微生物による汚染や異
物の混入などの危害要因を分析・特定し
た上で、危害の防止につながる特に重要
な工程を継続的に監視し、記録すること
で、製品の安全性を確保する衛生管理手
法です。

ＨＡＣＣＰとは？

その中から、
今月号は、
「①ＨＡＣＣ
Ｐ導入型基準」について
特集します。

③ノロウイルス食中毒対策の追加

②保健所への報告義務の追加

①ＨＡＣＣＰ導入型基準の新設

しかし、ＨＡＣＣＰによる衛生管理で
は、危害を防止するための「ポイント」
を「継続的に」監視するので、問題があ
る食品の出荷を、未然に防ぐことができ
るといわれています。

●製品説明書及び製造工程一覧図の作成
①製品の安全性に関して必要な事項等を
記載した製品説明書を作成すること
②製品全ての製造工程が記載された製造
工程一覧図を作成すること
③製造工程一覧図について、実際の製造
工程及び施設・設備の配置に照らして、
適切かどうかの確認を行い、適宜、修

●危害分析・重要管理点方式を用いて
衛生管理を実施する班の編成
食品衛生管理者、食品衛生責任者、そ
の他の製品についての知識及び専門的な
技術を有する者により構成される班（チ
ーム）を編成すること

では、ＨＡＣＣＰ導入型基準とは、ど
のようなものでしょうか？
このたびの改正で、食品関係営業者が
実施すべき衛生管理運営基準に、従来の
基準に加え、新たに「ＨＡＣＣＰを用い
て衛生管理を行う場合の基準（ＨＡＣＣ
Ｐ導入型基準）
」が追加されました。
これにより、食品の製造等を行う際、
「従来の基準」と「ＨＡＣＣＰ導入型基
準」の、どちらかを選択するようになり
ました。
「ＨＡＣＣＰ導入型基準」として追加さ
れた主な内容は次のとおりです。

ＨＡＣＣＰ導入型基準とは？

北九州市保健所
食品監視検査課
広域指導係
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正すること

●食品等の取扱い
①食品の製造工程におけるすべての潜在
的な危害の原因となる物質を記載した
リスト（危害要因リスト）を作成し、
危害分析を行った結果、特定された重
要管理点についてモニタリングを実施
し、記録を行うこと
②モニタリングにより重要管理点におい
て異常が発生したことが認められた場
合の改善措置を設定し、適切に実施す
ること
③製品の危害分析・重要管理点方式につ
いて、十分な頻度で検証を行うこと

●記録の作成及び保存
「食品等の取扱い」に掲げた内容につ
いて、記録を作成し、保存すること

「ＨＡＣＣＰ」と聞くと、非常に難し
く感じるかもしれません。
しかし、ＨＡＣＣＰは、職場のみなさ
んが一丸となり、食品衛生に関する意識
を全体的にレベルアップするために有効
な手法です。食品の製造業だけでなく、
給食施設でも応用できる部分がたくさん
あります。
導入を考えている場合で、不明な点が
ございましたら、お気軽に保健所までご
相談ください。

編集後記

４月に なり、新人 さんが入っ た施設も
多いのではないでしょうか？
今月の写真は、
「菜の花」です。

食品安全情報
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■ サポウイルスによる食中毒！

ようにしましょう。
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した際は、生水や生野菜などを摂取しない

ど）での感染が多く報告されています。

商品 価値の 低下を 防ぐ 研究 が進め られて
います。

■ 海外旅行での赤痢に注意を！
４月８日、熊本県
は、合志市の女性が
「赤痢」に感染した
と発表しました。
県によると、女性
はインドに約１ヶ
月滞在した後、４月
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■ ヒラメの刺身で食中毒！
４月７日、茨城県は、土浦市内の飲食店
で「クドア・セプテンプンクタータ」によ
名の

る食中毒が発生したと発表しました。
県によると、５日に食事をした
うち ９名 が同日 中に下 痢や 嘔吐 の症状 を
訴えました。県が調査し
たところ、発症者に提供
され、店に残っていたヒ
ラメからクドア・セプテ
ンプンクタータが検出
され たと いう こ と で す 。
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たが、帰国前から発熱や下痢などの症状が

でに回復傾向にあるということです。

下痢や嘔吐の症状を訴えましたが、全員す
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サニナビ６年目に突入
この４月でサニナビも６年目となりまし
た。５月号からもご期待ください。

予防することができます。

と、手洗いをきちんとすることで食中毒を

と、調理器具類の洗浄と消毒を徹底するこ

に加熱する（
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感染があります。

としては、感染者のふん便や嘔吐物からの

が食 中毒の 症状 を訴え てい ること がわ か の洗 浄消 毒の不 備によ る二 次汚 染が考 え
名が 、 られます。また、食品を介さない感染経路
名の うち

あり、２日に合志市内の医療機関を受診し

りま した 。飲 食 した

クタータ（以下クドア）は、ヒラメに寄生

たところ、便から赤痢菌が検出されたとい
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発症者や調理ス

の調査の結果、

金 沢 市保 健 所

する寄生虫です。クドアが寄生した食品を
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うことです。

年８ 月 に、 ヒラ メ
赤痢は、赤痢菌によって引き起こされる

検出されたため、

急性腸炎です。世界的にまん延しており、 ポウイルス」が
日本 でも発 展途上 国か らの 帰国者 などか
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生食 する と食中 毒を起 こす こと があり ま
す。本市でも、平成
こっています。
食後数時間程度で一過性の下痢・嘔吐・

９０

１日に帰国しまし
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食中毒と断定し、
同店を３日間の

ら患者が多く発生しています。
赤痢菌の潜伏期間は、１～５日（多くは

営業停止処分に

胃部の不快感などが認められるものの、症
状は軽度で、速やかに回復するといわれて

３日以内）で、発熱、嘔吐、下痢、大腸炎

（膿粘血便）などの症状を引き起こします。 しました。石川
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クドア・セプテンプン
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います。発症者からの二次感染の報告はこ
れまでにありません。

サポウイルスの電子顕微鏡写真
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の刺 身が 原因で クドア によ る食 中毒が 起
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