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は じ め に

近年、私たちの食環境は豊かで便利になりましたが、生産や流通の複雑化、グロー

バル化が進む中で、食の安全には様々な問題、課題が生じています。サルモネラ属菌、

ノロウイルス、腸管出血性大腸菌、カンピロバクターなどの微生物を原因とした大規

模な食中毒事件の発生や、食品中の放射性物質、輸入食品、汚染化学物質、異物混入

など人々に不安を与える情報は様々な形で報道され、かつインターネットなどで入手

もしやすくなり、国民は食の安全に高い関心をもっています。事件、事故が発生した

時、食品保健行政や食品事業に従事する人々は、社会に対して事象の原因や改善成果

を科学的・客観的なデータに基づいて説明しなければなりません。食品の試験・検査

のデータは、人々の安心や納得を得るためにも欠かせません。

食品は第一義的に安全であることが求められます。食品業界では、HACCPやISO

２２０００、FSSC２２０００などの食品衛生管理（フードセーフティマネジメント）システム

を導入して事件や事故を予防するとともに、危機管理に力を入れています。食品の試

験・検査のデータは、食品安全マネジメントシステムが正しく機能し、安全な食品が

供給されているかを評価・確認するためにも活用されます。食品業界では、衛生管理

は栄養士・管理栄養士が担当するケースが多く、微生物をはじめ、その他食品の危害

要因に対して、科学的かつ客観的な知識を身に付けることが重要です。

本書では、食中毒や食品事故の要因となる微生物、寄生虫、異物の検査・検出法の

他、食品添加物、器具・容器包装から溶出するおそれのある化学物質、腐敗・変敗の

指標物質やアレルゲンの検査・検出法を学びます。さらに、食品衛生管理上で重要と

なる食品製造環境の清浄度検査、従事者の手指衛生検査、使用水や空気中の細菌検査

の方法を学びます。

本書の試験・検査法については、２０１５年３月改訂の「食品衛生検査指針（微生物編）」

に収載された公定法および最適法に準拠し、全体を通じてフローチャートを用いて操

作の手順、ポイントを示すとともに、図表や写真を多く使用し、これから試験・検査

法を学ぶ学生の方々にもわかりやすく、学びやすくすることを心がけました。

現在、厚生労働省は、すべての事業者・食品を対象にHACCP方式導入の義務化を

方針とすることを提示しており、今後ますます食品安全衛生管理を担う人材が必要に

なります。本書との出会いをきっかけに試験・検査、食品安全、品質管理などの分野

に興味をもち、それらの職種に就く方々が増えることを願っています。

本書の出版にあたり深いご理解と、ご配慮をいただきました株式会社みらい安田和

彦氏はじめ編集部の皆様、特に根気強くご尽力いただいた海津あゆ美氏に深く感謝申

し上げます。

２０１６年１１月

著 者 一 同
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第１部 微生物検査の基礎

１－１ バイオセーフティの考え方
「バイオセーフティ（biosafety：生物学的安全性）」は「バイオハザード（biohazard：

生物災害）防止対策」を含む概念で、意図せず病原微生物や毒素に曝露することを予

防するため、またこれらの偶発的な放出を予防するために実施する封じ込めの原則、

技術、実践を表す用語である。

バイオハザードとは「病原体あるいはその産生物質に起因する人体の健康障害」の

ことで、バイオハザードの最も一般的なものが実験室内感染である。バイオセーフティ

で最も重要なことは、実験室内の作業者すべてが正しい安全な微生物学的操作ができ

るよう啓発、教育、訓練することである。病原微生物を取り扱う者は感染防止のため

の専門的知識と技術をもつことが不可欠であり、実験施設の管理者は安全性を確保す

るための組織体制を構築しなければならない。

病原微生物を取り扱う実験室には、世界保健機関（WHO）などが定める４つのリ

スク群分類に対応したBSL（Biosafety level）実験室がある。４つのリスク群分類の

基準を以下に示す。

リスク群１：個体および地域社会へのリスクは無い、ないし低い。ヒトや動物

に疾患を起こす可能性の無い微生物。

リスク群２：個体へのリスクが中等度、地域社会へのリスクは低い。ヒトや動

物に疾患を起こす可能性はあるが実験室職員、地域社会、家畜、

環境にとって重大な災害となる可能性のない病原体。実験室での

曝露は、重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法や予

防法が利用でき、感染が拡散するリスクは限られる。

リスク群３：個体へのリスクが高い、地域社会へのリスクは低い。通常、ヒト

や動物に重篤な疾患を起こすが、通常の条件下では個体から他の

個体への感染の拡散は起こらない病原体。有効な治療法や予防法

が利用できる。

リスク群４：個体および地域社会へのリスクが高い。通常、ヒトや動物に重篤

な疾患を起こし、感染した個体から他の個体に、直接または間接

的に容易に伝播され得る病原体。通常、有効な治療法や予防法が

利用できない。

第１部
１－１

バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
の
考
え
方

13

見本



１－２ 微生物検査上の基本的注意

実験施設は、基本実験室－BSL１、基本実験室－BSL２、封じ込め実験室－BSL３、

高度封じ込め実験室－BSL４のどれかに分類される。BSLの分類は設計上の特徴、建

設方式、封じ込め設備、機器、各リスク群の病原体に対して指示される作業と操作の

方式の組み合わせに基づいて行われる。表１－１に各BSLの各事項の基本を示す。こ

れは、BSL分類に取り扱われている病原体のリスク群分類とは相関するが必ずしも一

致するものではない。

１ 微生物学実験の特徴
一般の生物学・化学・物理学実験とは次の点で大きく異なる。

�実験器具、培地類は使用前後に適切に滅菌し、無菌操作が必要となる。

�病原性微生物による感染と汚染の危険性がある。

�バイオハザードを常に意識し、バイオセーフティに習熟しなければならない。

�細菌の種類を同定するために、目的とする菌のみを分離しなければならない。それ

以外の菌の自然的・人為的混入（Contamination）を避けるための知識、技術、操

作が求められる。

２ 微生物学実験の一般的注意事項
�白衣などの実験着を必ず着用する。実験室を出る時は白衣を着用しない。

�実験室内では飲食行動はしない。

�長い髪はたばねること。

�実験の前には実験台および手指をアルコールなどにより消毒する。

表１－１ リスク群分類とBSL分類の関連、主な作業方式、機器

リスク群 BSL 実験室の型 作業方式 安全機器

１
基本－

BSL１

基本教育、

研究
GMT※１ 特に無し；開放型作業台

２
基本－

BSL２

検査、研究

一般医療、診断

GMT※１＋保護衣、バイオ

ハザード標識

開放型作業台＋エアロゾル発生の可

能性ある場合はBSC※２

３
封じ込め－

BSL３

研究、

特殊診断検査

BSL２＋特別な保護衣、入

域の制限、一定気流方向

全操作をBSC※２ないし、その他の封

じ込め機器を用いて行う

４

高度

封じ込め－

BSL４

特殊病原体施設

BSL３＋入口部はエアロッ

ク、出口にシャワー、特別

な廃棄物処理

クラスⅢBSC※２または陽圧スーツ＋

クラスⅡBSC※２，（壁に固定した）

両面オートクレーブ；給排気は濾過

※１ GMT：基準微生物実験技術

※２ BSC：生物学的安全キャビネット

出典：「実験室バイオセーフティ指針（WHO 第３版）」２００４年

http : //www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/
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�教員の指示に忠実に行動し、注意力散漫による誤操作を防ぐためにも実験中は静粛

にする。

�微生物の取り扱い操作中は塵埃などが発生しないように、窓やドアを不必要に開放

しない。

�実験台や器具は常に整理整頓し、必要なもの以外は台上に置かない。

�化学薬品や火炎を使うので取り扱いには注意する。ガスバーナーは使用しない時に

は炎を小さくしておくか消しておく（着衣、髪などを焦がさないこと）。

�培養した菌液をこぼすなどの実験操作中の事故は、教員に直ちに知らせ、指示にし

たがって処理を行う。決して勝手に始末してはならない。

�実験に用いた培地、器具、汚物、材料などは指示された方法により処理する。

�実験終了後は、必ず手指を消毒し、原則として実験台および周辺や白衣を消毒して

から退室する。ガス栓、電気、水道なども点検・確認すること。

	実験中に得た観察記録や結果データはその場で詳細に記録する。

３ 検体の採取に関する注意点
検体（サンプル）の採取（サンプリング）方法は検査の目的によりデザインされる

が、ロット全体の許容可能性を評価するための検査では、検体はそのロットの構成を

代表するよう採取しなければならない。ロットとは、均一の条件下で製造され取り扱

われた一定量の食品ないし食品の単位をいう。

製造環境検体は採取対象により、表面接触（スタンプ）検体、拭き取り検体、使用

水など様々だが、自主検査などで行う日常検査ではその採取手順、採取箇所、採取方

法などを標準化し、計画的に行うべきである。

食品検体は微生物の分布が不均一で、しかも取り扱いにより微生物が増殖、死滅す

ることがあるので、採取、運搬、実験室での保管などが検査結果に影響を及ぼす。

原則として包装検体はそのまま採取し、非包装検体は必ず滅菌済みの容器に無菌的

に採取する。変質や腐敗のおそれのあるものは低温（４℃以下）で保存し、採取後４

時間以内に検査する。また、菌の同定を目的とする場合、結果が分かるまでは検体は

冷蔵庫で保存する。採取量は固形の場合には、汚染にばらつきの可能性が高いので、

５か所以上から合計約２００g、液体の場合には約２００mLが基本である。

４ 一般的な試料調製法
実験室に持ち込まれた検体は試料調製を行う。試料調製は、食品衛生法にその方法

が規定されている食品についてはその調製法に準拠して行う。

固体試料１

粉末状：滅菌スプーンなどで内容物をよく混合し、原則２５gを採取する。混合均一

化が容易なものは１０gでもよい。

固形状：ブレンダーやストマッカー（マスティケーター）を用いる。備えのない時

第１部
１－２
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粗動ネジを回して
ステージを下げ、
ピントを合わせる

ピントの微調整は微動ネジを回して行う

必要に応じて、レボルバーを回し、倍率を上げる

コンデンサーを調節し、明るさを調節する

倍率を上げる みたい像が真ん中にくるようにステージ上のスライドガラスを

動かす

観察する 顕微鏡でみえる像は、上下と左右が逆に観察される

観察後、レンズの
クリーニングを行う

油浸レンズコ ラ ム

油浸レンズには１００倍以上の高倍率の対物レンズについて、HI、H、oilの表示がさ
れている。油浸レンズを使う際はまず、４０倍の対物レンズでピントが合っているこ
とを確認する。目的物を視野の中央に移動させた後、対物レンズをずらし、油浸オ
イル（イマージョンオイル）を１滴プレパラートの上に落とす。プレパラートと対
物レンズの空間を油浸オイルで満たすことにより、屈折率が上昇し解像度が上がる。
次いで、対物レンズを１００倍の油浸レンズに変え、油とレンズが密着していること
を確かめる。ステージの移動装置とピント調節の微動ネジを操作しながら観察する。
油浸レンズを使用した後は、油浸オイルが固まらないうちにレンズペーパーでオ
イルを軽く拭き取る。竹串などの先にレンズペーパーを細く巻き付け、少量の市販
レンズクリーニング液（または無水アルコールまたはエーテル：エタノール＝７：
３の混合液）をつけ、軽くゆっくりと中心から外側へ円を描くように拭き取る。
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