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食品を食べること

微生物の付着した異物を体に取り込むこと

2



どんな食品を食べると食中毒になるのか？どんな食品を食べると食中毒になるのか？

・ 変色している食品・ 変色している食品
・ 異臭がする食品
・ いつもと違う味がする食品

品質劣化
（経験や情報・ いつもと違う味がする食品

・ いつもと違う感触がする食品
（経験や情報
から判断）

必ずしもそうではない
（食べない方が良い（おいしくない）と思うが）（食べない方が良い（おいしくない）と思うが）
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食品中の微生物食品中の微生物

有用菌有用菌
納豆菌、乳酸菌等の食品製造に有益な微生物

腐敗菌
品質（味 臭い 食感）を劣化させる微生物品質（味、臭い、食感）を劣化させる微生物

食中毒菌（細菌、ウイルス、寄生虫）
人に対して病気を起こす微生物気 起 す微 物
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食品中の微生物食品中の微生物

有 菌有用菌
食品に添加又は選択的に増やす。

腐敗菌腐敗菌
食品及び環境中にいる（正常細菌叢の一部）。

食中毒菌
通常食品にほとんど な通常食品にほとんどいない。
環境中では、正常細菌叢との生存競争に負ける。
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食中毒菌はどこにいるのか？食中毒菌はどこにいるのか？

家畜（症状が見られな 場合が多 ）家畜（症状が見られない場合が多い。）
消化管内容物（糞便）
筋肉、血液などの組織（ウイルス、寄生虫の場合）

が 後人（症状が治まった後でも）
消化管内容物（糞便）糞
嘔吐物
肝臓 血液などの組織（ウイルス 寄生虫の場合）肝臓、血液などの組織（ウイルス、寄生虫の場合）

食品食品
上記のもので汚染された場合 6



新鮮は安全か？新鮮は安全か？

新鮮が微生物学的に安全だと思う理由新鮮が微生物学的に安全だと思う理由
○ 食品中で微生物があまり増えていない。

（海産魚介類によるビブリオ腸炎はそうかもしれないが）

食中毒菌の性質食中毒菌の性質
○ サルモネラ、カンピロバクター及びO１５７は、
少量で感染。勿論、増えたら被害は大きい。

○ ウイルス、寄生虫は食品中では増えない。

新鮮

○ ウイルス、寄生虫は食品中では増えない。
○ 低温保存により、生存性は高くなる。

新鮮
１ 肉類・野菜などの新しくて生きがよいこと。
２ 新しくて汚れていないこと。 広辞苑
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微生物検査の意味

生菌数（一般細菌数）
限られた栄養条件（標準寒天培地）で 好気培養（35℃限られた栄養条件（標準寒天培地）で、好気培養（35℃、

48時間）した際の集落数であり、衛生的（いつもと同様）に
食品が製造・加工されたのか判断する際の参考食品が製造・加工されたのか判断する際の参考。

大腸菌大腸菌
糞便汚染が生じた可能性があることを示す。

食中毒菌による食品汚染を直接示すものではない。
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陰性結果の意味

特定の検査方法及び検体を用いて検査を行 た結果特定の検査方法及び検体を用いて検査を行った結果、
検体採取時点において、対象微生物が検出限界以下で
あ たことを示すあったことを示す。

○ 検体中に、対象微生物がいないわけではない。
○ 製品ロットのすべてを検査しているわけではない○ 製品ロットのすべてを検査しているわけではない。
○ 製造後の保管が適切でない場合には、検出限界
以下から急激に増殖することもある以下から急激に増殖することもある。
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食中毒発生を低減させるために

生産から消費にわたって（フードチェーン）、科学的根拠
に基づいた行政措置（規制や支援等）を 国際的な取組をに基づいた行政措置（規制や支援等）を、国際的な取組を
参考にしながら、的確に実施することが重要

科学的データを収集・分析し、想定される行政措置の
中から最適なものを選択・実行し、その効果を検証する。
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必要なデータ

食中毒の発生状況
飲食店 家庭 発生規模 季節性等飲食店、家庭、発生規模、季節性等

有害微生物の性状有害微生物の性状
増殖条件、毒性、殺菌方法、熱抵抗性

原因となり得る食品（原料）の特徴
生産・加工工程 流通方法 保存方法生産 加工工程、流通方法、保存方法、

摂食者、産地等

フードチェーンにおける有害微生物の動態
農場汚染率、製造工程中の交叉汚染、農場汚染率、製造工程中の交叉汚染、

保管中の増殖性等 11



デ タの収集方法データの収集方法

食中毒の発生状況
厚生労働省の食中毒統計、都道府県の発表等厚生労働省の食中毒統計、都道府県の発表等

有害微生物の性状
学術雑誌､教科書等

食 特原因となり得る食品（原料）の特徴
業界新聞、生産者、製造者等製

フードチェーンにおける有害微生物の動態
学術雑誌、調査・研究し入手 12



原因物質別食中毒発生状況（届出件数）

700 サルモネラ

ブドウ球菌

原因物質別食中毒発生状況（届出件数）

600
ブドウ球菌

腸炎ビブリオ

腸管出血性大腸菌

400

500 カンピロバクター

ノロウイルス

300

400

この間の死者は、

200
腸管出血性大腸菌 15人
サルモネラ 7人
ウェルシュ菌 1人

100 セレウス菌 1人

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 厚生労働省食中毒統計13



リスクプロファイルの作成

リスクプロファイル・・・食品の安全性に関する問題及び
その内容を説明したものそ 内容を説明 も

現在、以下の１７の有害微生物について作成

ウ シ 菌 腸管出血性大腸菌・ウェルシュ菌
・エルシニア・エンテロコリチカ
・黄色ブドウ球菌

・腸管出血性大腸菌
・ビブリオ・バルニフィカス
・ボツリヌス菌（H24に除外）・黄色ブドウ球菌

・カンピロバクター・ジェジュニ／コリ
・コクシエラ・バーネッティー

・ボツリヌス菌（H24に除外）
・リステリア・モノサイトジェネス
・Ａ型肝炎ウイルス

・サルモネラ属菌
・セレウス菌
腸炎ビブリオ（ 24年に除外）

・Ｅ型肝炎ウイルス
・ノロウイルス
クドア セプテンプンクタ タ・腸炎ビブリオ（H24年に除外） ・クドア・セプテンプンクタータ

・住肉胞子虫

赤字：優先的にリスク管理すべきハザードと決定（平成19年）
緑字：優先的にリスク管理すべきハザードの変更点（平成24年）
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有害 生物 タ グ 期計有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画
（19年度～23年度分、19年4月25日公表）

対象微生物 農林水産物 備考

カンピロバクター 鶏肉 期間内に実施カンピロバクタ 鶏肉 期間内に実施

サルモネラ 鶏肉

サルモネラ 鶏卵サルモネラ 鶏卵

腸管出血性大腸菌 牛肉

腸炎ビブリオ 海産魚介類 期間内に可能
な範囲で実施腸管出血性大腸菌 生食用野菜

ノロウイルス 二枚貝

ボツリヌス菌 今後検討ボツリヌス菌 今後検討

リステリア 今後検討 15



有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画
（24年度～28年度分、24年3月23日公表）

対象微生物 農林水産物 備考

カンピロバクター 鶏肉

カンピロバクター 牛肉カンピロバクタ 牛肉

サルモネラ 鶏肉

サルモネラ 鶏卵
期間内に実施

サルモネラ 鶏卵

腸管出血性大腸菌 牛肉

腸管出血性大腸菌 野菜

ノロウイルス 二枚貝

ﾘｽﾃﾘｱ･ﾓﾉｻｲﾄｼﾞｪﾈｽ 加工食品

ｸﾄﾞｱ･ｾﾌﾟﾃﾝﾌﾟﾝｸﾀｰﾀ 魚類 期間内に可能ｸﾄ ｱ ｾﾌ ﾃﾝﾌ ﾝｸﾀ ﾀ 魚類 期間内に可能
な範囲で実施 16



調査方法

大量の検体を処理する必要があり また 検査精度に関し客観的大量の検体を処理する必要があり、また、検査精度に関し客観的
に評価できるように、以下の条件を課した上で、一般競争入札に
より分析機関を決定（大学等の研究機関への委託研究ではない）

１ 内部精度管理
食品 微生物学的な検査等 業務にお 「食品衛生検査施設等における

より分析機関を決定（大学等の研究機関への委託研究ではない）

食品の微生物学的な検査等の業務において、「食品衛生検査施設等における
検査等の業務の管理の実施について」（平成９年４月１日付け衛食第１１７号厚
生省生活衛生局食品保健課長通知）に準拠した精度管理を実施し、適正に運
用されていること。

２ 外部精度管理外部精度管理
国際的に認知されている外部精度管理機関（FEPAS等）の食品微生物分析の
技能試験に過去２年以内に参加し、満足な結果（Z値<|２|）であること。
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調査方法調査方法

○糞便、環境材料（塵埃、水、ネズミ等）をサンプルとして有害微
生物 糞便汚染指標菌の検査生物・糞便汚染指標菌の検査

○衛生対策、飼育方法（栽培方法）及び生産規模に関するアンケ
ートも実施 農場の生産実態把握トも実施 ・ 農場の生産実態把握

・ 衛生対策の実施状況の把握
・ 有効な衛生対策の検討有効な衛生対策の検討

遺伝子解析（PCR PFGE等） 薬剤感受性試験等の菌株性状解析遺伝子解析（PCR,PFGE等）、薬剤感受性試験等の菌株性状解析

疫学分析を実施

さらに詳細な調査・研究が必要な場合 研究事業を創設し

疫学分析を実施

さらに詳細な調査・研究が必要な場合、研究事業を創設し、
大学等の研究機関に研究を委託 18



収集されたデータ収集されたデ タ

収集したデ タに いては 以下のために分析終了後収集したデータについては、以下のために分析終了後
積極的に公表しています。

○ 科学的妥当性の確保○ 科学的妥当性の確保
○ 関係者との意見交換及び情報共有
○ 行政の透明性の確保○ 行政の透明性の確保

公表先公表先
○ 国内外の学術雑誌
○ 業界誌○ 業界誌
○ 学会、研修会
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安全な畜産物を生産するために農場でできること
（食中毒を減らすための取組）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/201108.html

（食中毒を減らすための取組）

鶏肉の生産衛生管理ハンドブック－肉用鶏農場（平成23年8月公表）

牛肉の生産衛生管理ハンドブック－肉用牛農場（平成23年8月公表）

鶏卵の生産衛生管理ハンドブック－採卵鶏農場（平成24年6月公表）

各ハンドブックは、生産者編と指導者編に分かれており、指導者編には、
これまでに実施した調査結果を掲載しています。れまでに実施した調査結果を掲載しています。
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今回は、３つの取組状況を紹介します。

１ 鶏肉のカンピロバクター

２ 牛肉の腸管出血性大腸菌

３ 鶏卵のサルモネラ
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