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今年も早２週間が過ぎました。皆さん、新たな気持ちでお仕事をスタートされているこ

とと思います。 

寒さが一段と厳しくなってきましたが、これからの時期心配なのが、「インフルエンザウ

イルス」「ノロウイルス」などによるウイルス性疾患です。 

平成 27 年１年間の食中毒発生状況を見ると、食中毒の原因の約７割はウイルスであり

（下左図参照）、その発生件数は１月～３月にかけて多発しています（下右図参照）。 

食中毒とは、食中毒の原因となる細菌やウイルス、有害な物質を食べることによって、

下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。食中毒の原因によって、病

気の症状や食べてから病気になるまでの時間はさまざまです。時には命にも関わる怖い病

気です。食中毒に関する知識を身に付け、食中毒の予防対策をしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「平成 27年食中毒発生状況」 

■寄 生 虫：魚介類に寄生するクドアやアニサキスの寄生虫による食中毒 

■化学物質：洗剤や漂白剤などが食品に混入した食中毒など 

■自 然 毒：キノコ、ふぐなどの毒による食中毒 
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に気をつけよう！ 
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食中毒の原因となる主な細菌とウイルス 

 

細菌は温度や湿度などの条件が揃うと食べ物の中で増殖し、その食べ物をヒトが食べることによ

り食中毒を引き起こします。一方、ウイルスは低温や乾燥した環境中で長く生存します。ウイル

スは細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を通じてヒトの体内に入ると、腸管内で

増殖し、食中毒を引き起こします。 

 

 名称 特徴 原因 症状 

細菌 サルモネラ菌 乾燥に強く、熱に弱

い。 

十分に加熱していない卵、

肉、魚。 

食後６～48 時間で、吐き

気、腹痛、下痢、発熱、頭

痛など。 

黄色ブドウ球菌 ヒトの皮膚、鼻や口の

中にいる。熱に強く、

一度毒素が出ると加

熱しても食中毒を防

ぐことはできない。 

傷やニキビを触った手な

どで、加熱したあとに手作

業をした食べ物。 

例）おにぎり、お弁当、巻

きずし、調理パンなど 

食後 30分～６時間で、吐

き気、腹痛など。 

腸炎ビブリオ菌 塩分のあるところで

増え、真水や熱に弱

い。 

生の魚や貝などの魚介類。 

例）さしみ、すし 

食後４～96 時間で、激し

い下痢や腹痛など。 

カンピロバクター 乾燥に弱く、十分加熱

すれば菌は死滅する。 

十分に加熱されていない

肉（特にとり肉）や飲料水、

生野菜など。また、ペット

から感染することもある。 

食後２～７日で、吐き気、

腹痛、下痢、発熱、筋肉痛

など。 

腸管出血性大腸菌

(O-157、O-111 など) 

十分に加熱すれば菌

は死滅する。 

十分に加熱されていない

肉や生野菜、井戸水、わき

水など。 

食後 12～60 時間で、激

しい腹痛、下痢、血が混ざ

った下痢など。重症化する

と死に至ることもある。 

ウイルス ノロウイルス 熱に弱く、十分加熱す

れば防げる。少量のウ

イルスで感染する。 

カキ、アサリ、シジミなど

の二枚貝を生や十分加熱

しないで食べた場合や、ウ

イルスに汚染された水道

水や井戸水など。 

食後１～２日で、吐き気、

腹痛、ひどい下痢、風邪に

似た症状。 

E 型肝炎ウイルス 熱に弱く、生食を避

け、中心まで十分加熱

すれば防げる。 

加熱不足の豚などの肉や

内臓。 

ほとんど発症しないが、一

部の人は感染から平均６

週間たつと、だるさ、皮膚

の黄色化、発熱など 
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食中毒予防の原則 

 食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発症

します。しかし、食中毒を引き起こす細菌やウイルスが食品についてしまったかどうかは、見ただ

けでは分かりませんし、味やにおいもありません。そこで、食中毒を防ぐための原則を覚えておき

ましょう。 

 

○細菌の場合 

 

 

 

 

○ウイルスの場合 

 

 

 

 

 

 

※ウイルスの場合は食品中では増えないので、「増やさない」は当てはまりません。ウイルスはごくわずか

な汚染によって食中毒を引き起こします。ウイルスを食品に「つけない」ことを確実に実行するためには、

調理者はもちろんのこと、調理器具、調理環境などの調理場全体がウイルスに汚染されていないことが重要

になります。そのようなウイルスに汚染されていない調理環境をつくるには、調理場内にウイルスを「持ち

込まない」、仮に持ち込んだとしても、それを「ひろげない」ことが大切です！ 

 

食中毒の予防策 

「つけない」ためには･･･ 「増やさない」ためには･･･ 「やっつける」ためには･･･ 

細菌は小さくて目で見ることは

できないため、食品についている

か、ついていないかを確かめるこ

とができません。手や洗える食べ

物はしっかり洗う。まな板、包丁、

食器をきれいに洗い清潔にしまし

ょう。肉や魚は他の食品と分けて

包んで保存しましょう。 

細菌やウイルスは時間とともに

増えてきます。また、温度、栄養、

水分が満たされた環境になると育

ちやすくなります。生ものや作っ

た料理をあたたかい部屋に置いた

ままにすると細菌が増えてしまう

ので、すぐに食べないものは、冷

蔵庫に入れるなど、低い温度で保

存しましょう。また、冷凍された

食品を解凍するときは、冷蔵庫内

や電子レンジで行うようにしまし

ょう。 

細菌やウイルスの多くは高い温

度に弱いので、十分に加熱するこ

とでやっつけることができます。 

料理するときは、食材の中心まで

熱が通るよう、十分に加熱しまし

ょう。（細菌性食中毒は中心部が

75℃で１分以上の加熱、ノロウイ

ルスは中心部が 85～９０℃以上

で１分以上の加熱）食品を加熱す

るには、焼く、煮る、蒸す、揚げ

る、茹でる、炒めるなどのほかに

電子レンジも利用できます。 

 

 つけない  増やさない  やっつける 

    持ち込まない ひろげない つけない やっつける 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_618.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjlqIuCksjRAhWCS7wKHRYDAMwQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEkjYJJNGSy9A35UiZLbrQptqem9w
https://www.google.co.jp/url?url=https://www.photolibrary.jp/search/?p%3D%BA%D9%B6%DD&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjlqIuCksjRAhWCS7wKHRYDAMwQwW4ILjAM&usg=AFQjCNF-xJvKShYSAyDJGo7emTPyFhIYng


ちゃんと手を洗っていますか? 

手洗いは、食中毒を予防するための基本です。食中毒は一年を通して発症するので、

調理の前はもちろん、調理中に生の肉・魚介類・卵を触った後や、食事の前には必

ず手を洗いましょう。また、トイレに行ったり、ゴミ箱を触ったり、オムツ交換を

した後、ペットに触った後にも忘れずに手を洗いましょう。 

※汚れの残りやすいところは丁寧に洗いましょう。 

指先、指の間、爪の間 

親指の周り 

手首、手の甲 

正しい手洗いの手順 

 

 

水でぬらすだけでは、 

ばい菌が浮き上がるだけ！ 

「食育早わかり図鑑」群羊社 
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１月：かのやの旬の食材 大根、根深ねぎ、にんじん 

 

 

大根とほたての炊き込みごはん 

材料 分量（４人分） 作り方 

米 

水 

酒 

みりん 

大根 

（ごま油 

ホタテ水煮缶 

しょうゆ 

 塩 

ゆかり 

２合 

350ml 

大さじ１ 

大さじ１ 

150g 

大さじ１） 

１缶 

小さじ１ 

少々 

適量 

① 米は洗って分量の水と酒、みりんに浸水しておきます。 

② ホタテ水煮缶は開けて身をほぐし、缶汁は捨てずに、しょ

うゆ、塩を加え混ぜておきます。 

③ 大根は 1cm 弱の角切りにします。 

※ごま油で焼き付けると香ばしさが出て美味しくなります。 

④ ①に②、③を加え、普通に炊きます。 

⑤ 炊き上がったら器に盛り、ゆかりを添えて出来上がりです。 

豚肉の大根巻き（みそ風味） お弁当のおかずにも♪ 

材料 分量（４人分） 作り方 

豚肉（薄切り） 

大根 

しめじ 

みそ 

サラダ油 

塩 

酒 

 

 

400g 

３cm 程度 

1/2パック 

適量 

大さじ１ 

少々 

大さじ１～２ 

① 大根は細切りにして、塩水に浸します。 

② 薄く広げた豚肉の 2/3くらいにみそを薄く塗り、水気を切

った大根としめじを適量のせ、きつく巻きます。 

※みそは塗り過ぎないように気をつけてください。 

③ フライパンにサラダ油をひき、②の巻き終わりを下にして、

焼き色をつけます。酒を加えて蓋をし、弱火で蒸し焼きに

して出来上がりです。 

 

さばのねぎみそ  ごはん、めん、豆腐などと何にでも合わせやすいです★ 

※冷めたら清潔な密閉保存容器に入れて冷蔵庫で１週間保存できます。 

※シーチキン缶（１缶）に代えてもおいしく仕上がります。 

材料 分量（５～６人分） 作り方 

さばみそ煮缶 

ねぎの青い部分 

にんにく 

ごま油 

しょうゆ 

１缶（200g） 

２本分（80g） 

１かけ分 

大さじ 1/2 

少々 

① ねぎの青い部分は小口切りにします。 

② フライパンにごま油、にんにくを入れて中火にかけ、①を

炒めます。しんなりとしたら、さばみそ煮を缶汁ごと加え、

木べらでほぐしながら炒めます。 

③ しょうゆを加えて、さっと炒め合わせたら出来上がりです。 
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切干大根とあさりの煮もの  

※冷めたら清潔な密閉保存容器に入れて冷蔵庫で３～４日保存できます。 

材料 分量（４～５人分） 作り方 

あさり水煮缶 

切干大根 

にんじん 

サラダ油 

 水 

しょうゆ 

砂糖 

 

 

２缶（260g） 

70g 

1/2本（70g） 

大さじ１ 

350ml 

大さじ２と 1/2 

大さじ１ 

① あさりの水煮は缶汁をきります。切干大根はもみ洗いをし

て、たっぷりの水に 20分ほど浸してもどします。 

② にんじんは皮をむき、３cm長さの細切りにします。 

③ 鍋にサラダ油を中火で熱し、①のにんじんを炒めます。全

体に油がなじんだら、水、しょうゆ、砂糖、切干大根、あ

さりを加え、中火で７～８分煮ます。火を止めて、冷まし

ながら味をなじませて出来上がりです。 

 

 

 

 
お弁当で食中毒にならないために!! 

●調理前は手をよく洗いましょう。（手に細菌やウイルスがたくさんついています！） 

●おにぎりを握るときはラップを使うと衛生的です。 

●お弁当に水分は大敵！おかずの汁気はよく切ってからお弁当箱に詰めましょう。 

●ごはん、おかずはよく冷ましましょう。 

●生野菜や果物を使うときは、よく洗いましょう。 

●特に夏は、作りおきのおかずを使わない方が安全です。使うときは、冷蔵庫に保存

し、食べるときに必ず火を通しましょう。 

●食べるまでに、なるべく涼しいところに保管しましょう。暑い時期や長時間持ち歩

くときは、保冷材を使いましょう。車の中や日の当たるところに置くのは厳禁です。 

 


