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ホタテ加工場における危害分析及び衛生管理に関する調査研究

Investigation of Microbiological Hazard Analysis to Establish Control

Measures for Food Safety in Scallop Processing Plant in Hokkaido
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Hazard analysis was performed to establish controトmeasures for food safety in scallop

processing plant in Hokkaido during 1999 to 2001. One of the most important steps to introduce

HACCP is to identify the hazardous organisms that may be associated with a particular food

product.

In monitoring test of scallops in the harvest area, V. parahaemolyticus was present in high

numbers in genital organs. The pathogen present in scallops was considered to be particdar

related with the environment in harvest area, because: 1)environment in which scallops grow

was commonly subject to contamination of sewage; 2)scallops filter and concentrate the

pathogen that may be present in surrounding seawater, 3)distribution of the pathogen might be

related with high temperature of seawaters and mass incidence of plant plankton in harvest

area in spring.

In the processing plant, the specific points of contamination by conform and food borne

pathogens, especially by V. parahaemolyticus, that were predicted in each steps and environments

for production were analyzed. No food borne pathogen and low numbers of generic bacteria in

aerobic plate counts were detected from specimens in each step and environment･ It is generally

said food borne pathogens such as V. parahaemolyticus, that may be present in low numbers at

the time that molluscan shellfish are harvested, may increase to more hazardous levels if they

are exposed to time/temperature abuse. Therefore we must analyze hazards bacteriologically to

assure their safety and wholesomeness according to Fish　& Fisheries Products Hazard　&

Controls Guide by U. S. FDA.

Key words : HACCP (危害分析重要管理点) ; scallop processing plant (ホタテ加工場) ; food safety

(食品の安全性) J Vibrio parahaemolyticus (腸炎ビブリオ)

目　　　　　的

貿易の自由化と規制緩和が進展する中,世界規模で流通

する食品の安全性確保はますます重要になってきている.

その世界的基準になる衛生管理システムがHACCP及び

ISO9000シリーズである.欧米先進国では近年健康志向か

ら水産食品の輸入が拡大したが,衛生基準を満たさない粗

悪品によって健康被害が発生したため,水産食品が最初に

HACCPによる規制の対象となった.わが国におけるHAC

CPの取組については, 1995年に改正された食品衛生法の

中で総合衛生管理製造過程の承認制度として取り上げられ

た.しかし,その承認の対象となった食品は乳･乳製品,

食肉.食肉製品,清涼飲料水,魚肉ねり製品,容器包装詰

加圧加熱殺菌食品(いわゆるレトルト食品)のわずか5品

目であり,しかも,わが国ではその承認の取得は任意で,

HACCPの導入については各企業の自主性に委ねられてい

る.

北海道では近年,イクラ醤油漬や生食用魚介類など水産

食品を原因とする細菌性食中毒が多発した.このため北海

道保健福祉部食品衛生課は水産加工食品の衛生水準を向上

させることを目的として｢HACCP導入マニュアル｣を

1998年に作成した1).本マニュアルではHACCP導入の必

要性と導入によるメリット,世界における導入の現状, 7

原則12手順に基づいた具体的な導入方法などをガイドライ

ンとして示し,その導入例としてイクラ醤油漬,塩カズノ

コ,冷凍ホタテ貝柱を挙げている.本調査研究では,米国

に輸出されている冷凍ホタテ貝柱を調査対象として汚染指

標菌や食中毒菌などの生物危害を分析し,その衛生管理に

関する調査を行ったので報告する.

* 1㈱寺本商店

* 2北海道立網走水産試験場紋別支場
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方　　　　　法

1.調査施設

調査の対象施設とした㈱寺本商店は,オホーツク海中央

部沿岸に位置する湧別町内にあり,対米輸出HACCPの認

定を取得している.従業員数62名(パート職員40名)の中

規模のホタテ加工場で, 1992年にスチールベルトフリーザー

(急速冷凍装置,処理量600kg/h)及び工場内空間の殺菌

ならびにホタテの処理･加工に用いる海水の殺菌を目的と

してオゾン発生装置(オゾン発生量24g/h)を導入した･

1996年には品質の向上を目的として,スチールベルトフリー

ザーに直結した定温作業室(50℃)を増設し,また,同室

内に超高速ホタテ選別機(600個/分)を導入した.

2.調査試料

1)ホタテ棲息海域における試料

網走水産試験場紋別支場が紋別市沖約3マイルに設定し

ている海域を調査定点とし,調査時期については主として

8～10月の間とした.調査定点は網走支庁管内紋別漁場で

水揚げされる地播き放流ホタテ貝の棲息海域で,調査試料

については水深40mの地点におけるホタテ貝及び海水を用

いた.調査項目については,ホタテ貝の臓器別及び海水中

における腸炎ビブリオの分布,海水温度,海水中のクロロ

フィルa量及び貝柱グリコーゲンの変動などである.ホタ

テ貝10個体を無菌的に貝柱,中腸腺,生殖巣,鰓,外套膜

に分け,その25gをストマフィルター(グンゼ産業)に秤

量し,滅菌生理食塩水を加えて10倍乳剤とした試料につい

て試験を行った.海水については1 Lをろ過し(ポアサイ

ズ0.22μm,ミリポア),そのフィルターを腸炎ビブリオ

の検査に供した.海水温度(表面及び水深40mの地点)に

ついては,メモリ一式塩分･水温測定器(アレック社)を

用いて測定した･クロロフィルa量については水深0, 10,

15, 25, 40mの地点で採取した海水300mLを各々ろ過(ワッ

トマンGF/C)し, 90%アセトン10mLを加えて抽出後,

蛍光光度法により濃度を測定した.貝柱グリコーゲン量に

ついては,貝柱10個体分(小柱除去)を磨砕し,水酸化カ

リウムで可溶化した後,エチルアルコールを加えて遠心し

た.その沈漆をアントロン-硫酸法で比色定量し,貝柱グ

リコーゲン量を算定した.

2)製造工程及び製造環境における試料

冷凍ホタテ貝柱の製造工程を図1に示す.工程検査にお

いては一次処理,一次洗浄,二次洗浄における半製品及び

最終製品を試験に供した.製造環境の調査においては,器

具･機材の拭き取り試料,落下細菌数の測定,ハエの

O157の保菌,使用水などを調査対象とした.

図1　冷凍ホタテ貝柱製造の工程フロー図

3)細菌検査

工程検査においては試料の採取量を25gとし,これを10

倍乳剤とした後,一般生菌数,大腸菌群,腸炎ビブリオに

ついて試験を行った.最終製品については,工程試験の項

目にさらに糞便性大腸菌　O157,サルモネラ,リステリ

ア,セレウス菌,黄色ブドウ球菌を追加した.拭き取り試

料については一般生菌数及び大腸菌群の試験のほかに,フ

キトリマスター(グンゼ産業)を用いて器具.機材の汚れ

の度合いを判定した.なお拭き取り面積については10×10

cm2を標準とし,脱殻用ナイフなど表面積の狭いものにつ

いては刀部全面を拭き取った.オゾン処理前の原海水につ

いてはO157を除く8項目を検査し,特に腸炎ビブリオに

ついては海水100mLを2倍濃度の食塩ポリミキシンブイ

ヨン(日水製薬)に接種して試験を行った.落下細菌につ

いては,標準寒天培地が入っているシャーレの蓋を調査箇

所で開け, 15分間培地表面を測定環境に暴露させた後,蓋

を閉めて培養した.ハエについては,一次処理区に設置さ

れている殺虫器で捕獲されたハエ10～20匹を1群として

mTSBに接種し　37℃で24時間培養後,免疫磁気ビーズを

用いてO157の分離を試みた.

結果及び考察

1.調査定点での原貝及び海水からの腸炎ビブリオの検出

調査期間におけるホタテ貝の臓器別による腸炎ビブリオ

の分布状況を図2に示す.平成11年度については, 9月中

旬と10月中旬に2回調査を行った. 9月中旬の調査におい

て生殖巣から最も多く腸炎ビブリオが検出され,その菌数

は1.4×106MPN/100gであった.次いで鰓,外套膜,中腹

腺の順に菌数が多く,菌数が最も少ない貝柱における菌数

は7･0×102 MPN/100gであった. 10月中旬においては腸炎

ビブリオの汚染菌数は減少し,中腸腺及び鰓で約

103 MPN/100 g ,生殖巣及び外套膜で約102 MPN/100 gで,
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貝柱からは検出されなかった.なお, 2回の調査で海水か

らも腸炎ビブリオが検出された(陽性/1L中).平成12年

度においては9月上旬から10月上旬まで腸炎ビブリオが検

出されたが,汚染菌数は最も多い生殖巣で4.0×102 MPN/

100gで,平成11年度と比較すると汚染菌数は低く,また,

貝柱及び海水からは検出されなかった.平成13年度におい

ては,腸炎ビブリオは8月上旬に鰓から検出されたが, 8

月中旬の調査ではいずれの臓器からも検出されなかった.

しかし, 9月上旬の調査において中腸腺から1.1×104MP

N/100gの割合で検出され,その後生殖巣などでは10月中

旬まで検出された.海水からは9月上旬の調査においての

み検出された.

図2　臓器別による腸炎ビブリオ実態調査

図3　調査定点における海水温度の変動

2.海水温度,海水中のクロロフィルa量及び貝柱グリコー

ゲン量の季節変動

調査定点における表面及び水深40m地点での海水温度の

季節変動を図3に示す.平成11年度及び12年度における海

水温度の変動パターンは同様の傾向を示し,表面温度につ

いては3月に約- 1℃, 9月中旬に約24℃まで上昇してピー

クとなり,以後漸次低下して12月中旬には約1～2℃となっ

た.平成13年度における海水表面温度は, 8月中旬に約20

℃まで上昇してピークとなり,以後緩やかに低下して12月

中旬には約0℃となった.一方,水深40m地点での海水温

度の変動パターンは,平成11年度及び12年度において同様

の傾向を示し, 3月中旬に約-2℃, 9月中旬に約20℃ま

で上昇してピークとなり,以後漸次低下して12月中旬には

約2℃となった.平成13年度においては, 8月中旬に約17

℃まで上昇してピークとなり,例年においてピークとなる

9月中旬には12℃まで低下し, 12月まで例年よりもやや低

い状態で推移した.

海水中のクロロフィルa量及び貝柱グリコーゲン量の変

動を図4に示す.クロロフィルa量については植物プラン

クトンの指標に,また,グリコーゲン量については原貝の

成長と品質の良否の指標とされている.平成11年度におい

ては, 4月中旬にクロロフィルa量が顕著に増加して22

μg/L (水深5m)となったが, 5月中旬においては

2 μg/L (水深25m)と低下した.貝柱グリコーゲン量に

ついては5月中旬以降増加し, 8月中旬に約5%とピーク

に達した後,漸次低下した.平成12年度においては,クロ

ロフィルa量は一般に低い数値で推移し,また,貝柱グリ

コーゲン量についても6月以降増加し始めたものの, 8月

中旬においても前年比で3 %減と一般に低い数値で推移し

た.平成13年度においては,クロロフィルa量は4月中旬
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(水深40m), 5月中旬(水深5m)及び9月中旬(水深0

m)にやや増加し,一般に平年並みの数値で推移した.貝

柱グリコーゲン量については4月中旬以降増加し始めて6

月上旬には5%に達し,高い濃度のまま9月中旬まで推移

した.

図4　海水中のクロロフィルa量及び貝柱グリコーゲン量

の季節変動

原貝における腸炎ビブリオの分布は,平成11年度におい

て大規模であったことが伺われる.その理由として,調査

頻度は低いものの平成11年度においてはホタテ貝の臓器別

による分布調査で汚染菌数が他の年度と比較して高く,か

つ貝柱及び海水からも検出されたことなどが挙げられる.

平成11年度は,道内で腸炎ビブリオによる食中毒が多発し

た年でもあった.平成11年度においては,海水表面の温度

が17℃以上となる期間が比較的長く,かつ水深40mの地点

においても20℃を超えており,また,春季においてクロロ

フィルa量の数値が例年と比較して著しく高かったことか

ら,植物性プランクトンが大量に発生したことが伺われた.

一般に海水温度が17℃以上になると,腸炎ビブリオは動物

性プランクトンのキチン質に付着して増殖するといわれて

いる.ホタテ貝の自然界における食餌は植物性プランクト

ンや一般のプランクトンの死骸などが沈降して形成される

デトライタスであるため,ホタテ貝における腸炎ビブリオ

の分布はデトライタスの摂餌による影響が大きいと考えら

れる.すなわち,春季における植物性プランクトンの大量

発生によりこれを捕食する動物性プランクトンも増加して

デトライタスを形成し,夏季の海水温度の上昇に伴って腸

炎ビブリオが増殖するためデトライタスが濃厚に汚染され

る.しかも海水温度の上昇に伴ってホタテ貝の濾水量も増

加するので,必然的にホタテ貝に取り込まれる腸炎ビブリ

オも増加することが予想される.平成12年度においては,

海水温度は平成11年度と同様に推移したものの春季の植物

性プランクトンの発生が少なく,デトライタスの形成も例

年と比較して少ないためホタテ貝の成長が悪く,その結果,

腸炎ビブリオの分布が低かったと考えられた.平成13年度

においては,摂餌環境が比較的良好であったためホタテ貝

の成長が良好でかつ貝柱グリコーゲン量も高かったが,港

水温度が低かったので平成11年度に比し腸炎ビブリオの分

布が低かったと考えられた.

これらの結果から,春季に植物プランクトンの大量発生

があり,ホタテ貝の成長が良好で海水温度(表面)が17℃

以上となる期間が比較的長くかつ20℃を超える年には,棲

息海域におけるホタテ貝は腸炎ビブリオに濃厚に汚染され

る可能性がある.このような年には海水温度(表面)が17

℃を下回る10月以降でもホタテ貝から腸炎ビブリオが検出

される場合があるので,四季を通じてホタテ貝の衛生管理

には十分な注意が必要である.

表1　製造工程における細菌試験結果

3.製造工程における調査

工場に搬送された原貝はコンテナ(1 t積)に詰め替え

られた後,フォークリフトで原料搬入室まで運ばれ,さら

にコンテナは工場内専用のフォークリフトに積み換えられ

て一次処理区まで運ばれる.一次処理区では脱殻及び内臓

の除去が行われ,採取された貝柱はベルトコンベアを経て

合成樹脂製の網寵に集められる.原貝は,提携している一

次処理関連施設(湧別町内)においても同様に処理され,

貝柱のみが寺本商店に運ばれる.集められた貝柱はオゾン

処理による殺菌海水(取水口での水温50℃)で一次洗浄及
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び二次洗浄が施され,水切り後,スチールベルトフリーザー

で急速凍結される.凍結貝柱はベルトコンベアで定温作業

室(5℃)に運ばれ,自動選別機でサイズごとに選別され

た後,半製品保管用の冷凍庫に運ばれる.次いでグレージ

ング機を通してグレージングされ,計量･包装後,金属探

知機を通して製品保管用冷凍庫に運ばれる.

表2　最終製品の細菌試験結果

工程検査における半製品及び最終製品の細菌検査結果を

表1に示す.寺本商店では製品の自主規格を食品衛生法で

定める生食用冷凍鮮魚介類の微生物規格に準じ,一般生菌

数を105 cfu/g以下,大腸菌群を103 cfu/g以下と定め,こ

の他に腸炎ビブリオの検査も行っている(陰性/g).工程

検査については,平成12年度及び13年度の6～8月の間に

月に1回の頻度で行った.平成12年度において,各工程で

の一般生菌数の平均は2.6±0.1～3.4±0.4 (log cfu/g)で,

大腸菌群及び腸炎ビブリオは検出されなかった.平成13年

度においては,一般生菌数の平均は2.3±0.1～3.0±0.1 (log

cfu/g)で,大腸菌群及び腸炎ビブリオは検出されなかっ

た.次に平成12年度(26検体)及び平成13年度(65検体)

に実施した最終製品の細菌試験9項目についての結果を表

2に示す.平成12年度においては,一般生菌数の平均は2.7

±0.5 (log cfu/g),平成13年度においては2.9±0.5 (log

cfu/g)で,両年度とも他の細菌は検出されなかった.こ

れらの結果はU. S. FDAが定める生食用冷凍魚介類の微

生物規格(糞便性大腸菌; 230MPN/100g,サルモネラ及

びリステリア;陰性/25g)2及び自主規格基準に適合した.

わが国では夏季において,生食用魚介類を原因食品とす

る腸炎ビブリオ食中毒が多発するため,本菌は冷凍ホタテ

貝柱製造においても最も重要な生物危害の一つといわれて

いる. U. S. FDAの水産食品の加工に関するガイドライ

ン2)によると,腸炎ビブリオが危害となるまで増殖するた

めの条件は気温が5 ～10℃で21日間, 11～21℃で6時間,

21℃以上では2時間とされている.寺本商店では原貝の輸

送開始から一次処理及び洗浄工程を経て凍結工程に至るま

での所要時間は最大230分以内と規定されており,原貝の

搬送に際しては,工場に搬送されるまでの間に外気により

砕氷が融解することのないよう原貝の上から十分量をかぶ

せ(品温4℃),また,工場内においては空調設備により

夏季においても室温が18℃を超えることがないように配慮

されている.このためすべての工程において,危害発生の

恐れが生ずるまで腸炎ビブリオが増殖することはないと考

える.

表3　器具.機材の拭き取り試験結果

キットによる洗浄度と汚れとの関係

4･製造環境における調査

平成12年度において行った拭き取り試験の結果を表3に

示す.一般生菌数は0～150cfu/mL (拭き取り試料を生理

食塩水に懸濁したときの1mLあたりの菌数)の範囲で,

大腸菌群は検出されず,また,フキトリマスターによる汚

れの度合いもレベル3以下であった.ナイフ1については

刃部のほかに刃部と木製柄部の接合部を併せて拭き取った

試料,ナイフ2については刃部のみを拭き取ったときの試

料に関する試験結果である.接合部は汚物が残って細菌が
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繁殖し易いので,洗浄を行う場合には接合部にも注意して

行う必要がある.これらの結果から,器具･器材等につい

ては細菌学的にも残存タンパク質についても衛生的な水準

が保たれていると考えられた.冷凍ホタテ貝柱製造におい

ては特に殺菌工程を含まないので,暴露温度と時間の制御

のみならず,交叉汚染防止の観点から使用する器具.器材

及び製造環境における衛生保持も重要な要素となる.洗浄

により,汚物及び微生物の絶対数を減少させる,微生物の

隠蔽物となる汚物あるいは殺菌剤の失活の原因となる汚物

を除去して殺菌効果を高める,微生物の栄養源となる汚物

を除去して微生物の増殖を防止する,などの効果が期待さ

れる.従来食品製造工場においては,洗浄度の適否につい

ては目視判定で行われてきた.しかし,目視判定について

は評価に個人差があることから客観性を欠き,正しい評価

に熟練を要したり,記録が残しにくいなどの欠点がある.

フキトリマスターは洗浄の適否を数値で判定できるキット

で,綿棒で拭き取ったタンパク質を呈色反応により検出し,

カラースケールにより汚れの度合いをレベル1～4に区分

しており,レベル1は極めて清潔な状態にあり,レベル4

は不潔な状態にあることを示す.寺本商店では器具.器材

の汚れの判定をレベル3以内に規定しており,レベル4の

場合には洗浄をやり直すこととしている.フキトリマスター

の活用法については, ①モニタリングの試料とその頻度を

決めて洗浄度の判定を行う, ②調査結果に基づいて洗浄度

の管理基準を設定する, ③管理基準を超えた場合は再洗浄

あるいは洗浄方法の改善を行う, ④洗浄結果を記録して保

存する,等が挙げられる.一連の洗浄作業を通じて,従来

目視に頼っていた洗浄の管理をマニュアル化し,洗浄不良

が確認された場合には迅速な対応が可能になると考える.

表4　落下細菌の測定結果

衛生規範による落下細菌の基準

平成13年度に22カ所(1カ所をさらに1～4に区分)を

対象に行った落下細菌数の測定結果を表4に示す.調査は

繁忙期の8月に行った.いずれの調査対象区城においても

一般生菌数の平均値は4 cfu/15min以下で,大腸菌群は検

出されなかった.したがって,すべての作業区域は衛生規

範で定める清潔作業区域に該当する･寺本商店では夜間に

オゾン発生装置を用いて工場内を殺菌しており,オゾンガ

スによる室内の殺菌が効果的に作用していると考えられた.

今回用いた方法では沈降してこない空中浮遊菌は測定でき

ないことになるが,本法は簡易かつ廉価で試験が実施でき

るので,食品工場での落下細菌の測定に今なお推奨されて

いる.

その他,一次処理区に設置されている殺虫器で捕獲され

たハエについてO157の保菌状況を調査したが,平成12年

度における2回の調査(6月及び7月)及び平成13年度に

おける2回の調査(8月及び10月)で,いずれの試料(総

計77匹)からもO157は検出されなかった.調査期間中工

場内でハエが確認された作業区は一次処理区のみで,原貝

保管用冷蔵庫を含め他の作業区では確認されなかった.イ

クラ醤油漬食中毒事件により水産食品のO157汚染が指摘

され,また,イエバエがO157を媒介することが知られて

いるので,製品及びハエのO157の調査を今後も継続する

必要があると考える.

5.　使用水の調査

寺本商店で製造加工に用いる水は,井戸水及びオゾン殺

菌海水である.このうち井戸水については毎年紋別保健所

で検査を受け,飲用適の証明書が出されている.原海水に

ついては,湧別町登栄床にある防波堤先端サロマ湖側から

ローリー車で採取され,約15分の所要時間を経て工場に搬

入される.登栄床はヒト里から離れた地域で採水地点に生

活廃水が流入することはなく,また,登栄床東方200mの

地点にある下水処理場からの処理水はオホーツク海に放流

されるため下水処理の影響を受けることもない.原海水は
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ローリー車の給水口からフィルター(ポアサイズ20μm,

AquaNomics)を介して工場地下に埋設されている貯水槽

(20m3×2基)に貯められ,冷却装置により5℃に冷却さ

れる.原海水はポンプでくみ上げられた後,オゾン処理シ

ステム(MODEL PZ, KOFLOC)によって殺菌され,パ

イプラインを経て工場内に供給される(図5).殺菌海水

は主に貝柱の洗浄に用いられる.なお,殺菌海水を洗浄槽

に誘導するホースの先端には逆流防止用のチャッキ弁が装

着されている.

図5　オゾン殺菌海水システムのフロー図

図6　原海水及びオゾン殺菌海水における腸炎ビブリオの消長

平成12年度及び13年度に行った原海水及びオゾン殺菌海

水の細菌試験結果を表5に示す.原海水における一般生菌

数の平均は,平成12年度では2.5±0.4 (log cfu/mL)で,

平成13年度においては2.6±0.7 (log cfu/mL)であった.

その他の細菌についてはいずれも検出されなかった.一方,

オゾン殺菌海水からはいずれの細菌も検出されなかった.

原海水及びオゾン殺菌海水に腸炎ビブリオを約103 cfu/mL

に接種した後, 10℃, 20℃及び30℃で培養し,その消長を

観察した結果を図6に示す.原海水においては,培養後8

時間まではいずれの温度帯においても菌数の変動は認めら

なかった.培養24時間後においては　20℃及び30℃におい

て腸炎ビブリオの増殖が確認されたが10℃においては菌

数に大きな変動は認められなかった.一方,オゾン殺菌海

水については接種直後から24時間後においても,腸炎ビブ

リオはいずれの培養温度帯においても検出されなかった.

このことから,オゾン殺菌海水については殺菌効果を有す

ることが認められた.

表5　原海水及びオゾン殺菌海水の細菌試験結果

厚生労働省からの通達によると4), ｢切り身又はむき身に

した鮮魚介類｣であって生食用のものの加工･処理に用い

る水については,飲用適の水,殺菌した海水又は飲用適の

水を使用した人工海水を使用することとし,殺菌海水とは

紫外線等の処理により殺菌された海水と定められ,少なく

とも腸炎ビブリオが陰性であることが規定されている.港

水の殺菌については,これまでに次亜塩素酸ナトリウムの

添加,紫外線照射,オゾン処理,フィルターろ過等の手段
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が応用されおり,当該施設ではオゾン処理により海水を殺

菌している.海水中でのオゾンの半減期は約5.3秒で,約30

秒後にはオゾンは完全に消滅してしまうと考えられている.

海水をオゾンで処理すると,オゾンは臭化物イオンと結合

して次亜臭素酸イオン(OBr-)及び臭素酸イオン(BrO3-)

を形成する5).オゾンの海水中での殺菌効果は　これら臭素

酸化物の酸化作用によるもので,その濃度が0.6mg/L以上

で顕著であるといわれている.海水中の溶存オゾンを測定

することは困難であるが,形成される臭素化合物の酸化力

に着目したオゾンのモニター法がすでに考案されている

(北海道立工業試験場,未発表).その方法は残留塩素の簡

易測定キットであるパックテスト(㈱共立理化学研究所)

を応用したもので,この方法によるといずれの温度帯にお

いてもパックテストでの結果に1.3を乗ずると,オゾン処理

による殺菌海水中での酸化性物質の総量が概算として算出

される.オゾン殺菌海水はホタテ貝の洗浄･加工に用いら

れており,その殺菌の適否をリアルタイムで知る必要があ

るので,当該施設ではパックテストで常に5.0ppm以上を

維持できるようにオゾン殺菌システムを維持管理している.

オゾン処理により海水は殺菌され,しかも殺菌海水には殺

菌効果があることが確認されたので,今後水産食品の製造.

加工及び微生物制御への応用が可能である.

要　　　　　約

冷凍ホタテ貝柱製造における生物危害の分析及び衛生管

理システムの確立を目的として,平成11年度～13年度まで

の3年間,ホタテ加工場及び棲息海域における原貝及び海

水等の調査を行った.

(1)棲息海域におけるホタテ貝及び海水等の調査

調査定点で採取されたホタテ貝の臓器別による汚染調査

において,腸炎ビブリオは生殖巣及び中腸腺に多く分布す

ることが分った.原貝における腸炎ビブリオの広汎かつ濃

厚汚染については海水温度の上昇のみならず,原貝の成長

状態及び春季における植物性プランクトンの大量発生など,

摂餌環境によっても大きく影響を受けると考えられた.

(2)ホタテ加工場における調査

工程及び最終製品の細菌試験において,一般生菌数の平

均値は104 cfu/g未満で,他の汚染指標菌及び食中毒菌は

検出されなかった.当該施設では,すべての工程において

品温及び暴露時間が管理されており,微生物に対する制御

は適切であると考えられた･

器具･機材の拭き取りによる細菌試験及びフキトリマス

ターを用いた洗浄度の調査により,当該施設は衛生管理が

適切であり,また,製造環境における落下細菌の測定によ

り,すべての作業区は衛生規範で定める清潔作業区域に該

当した.貝柱の洗浄に用いるオゾン殺菌海水については,

殺菌効果があり,また,パックテストにより殺菌効果の指

標となる臭素酸化物をリアルタイムでモニターすることが

できるので,今後水産食品の製造･加工に応用が期待でき

ると考えられた.

稿を終えるにあたり,本調査研究に多大のご協力を頂き

ました北海道保健福祉部食品衛生課及び北海道紋別保健所

の皆様に深謝します.
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