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食器洗浄度の
改善方法について

でんぷんの除去方法



山口県の給食食器の種類内訳
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食器の種類 施設数
でんぷん陽性

数
でんぷん陽性

率

PEN樹脂 164 78 48％

アルマイト 17 3 17.6％

メラミン 13 2 15.4％

ABS樹脂 11 2 18.2％

ポリプロピレン
樹脂

5 1 20％

山口県の給食施設における温食用ボール椀の材質とでんぷん陽性率



PEN食器の特色
•ご飯茶わんに最適。（飯粒が茶わんに付かない）
•汁物椀はでんぷんが付着しやすい。
•水に沈むので、浸漬しやすい。
•塩素系漂白剤の使用が可能

•温食用ボール椀のみに、汚れが付着しやすい



①煮沸によるでんぷん除去

給食の釜に湯を沸騰させ、200枚投入。
蓋をして10分間、弱火で煮沸
5分後では若干陽性になるものがあるが、10分後はすべて陰性

ｼﾎﾞ加工あ
り食器

ｼﾎﾞ加工な
し食器



②酵素洗剤に浸漬するでんぷん除去

ミラクリン 0.1％ 前             50℃ 25分浸漬・洗浄後 

      

               

アルボースオートクリーン AF-E 前      50℃ 25分浸漬・洗浄後 

  

 

プロスティープ LT 0.1% 前          50℃ 25分浸漬・洗浄後 

 

施設A：使用13年ｼﾎﾞ加工なしの食器

ミラクリン0.1％
アルボースオートクリーンAF-E0.1％
プロスティープ0.1％

50℃・25分浸漬後は同程度

*プロスティープ浸漬について、説明書
では水温でも可能とあったが、
実際は50℃の方が汚れ落ちが良い



③マイクロファイバークロスによる
こすり洗浄

湯５０℃・２０分浸漬後
マイクロファイバースポ
ンジで洗浄

酵素洗剤（0.1％アルボースAFE)５
０℃・２０分浸漬後
マイクロファイバースポンジで洗
浄

洗浄前の食器のヨウ
素反応

湯５０℃・２０分浸漬後
ネットスポンジで洗浄

湯５０℃・２０分浸漬
後
マイクロファイバーク
ロスで洗浄



1. でんぷんの付着したPEN食器は

①１０分間煮沸

②酵素洗剤浸漬２５分

③マイクロファイバーによるこすり洗い

を段階的に行うことでリセットが可能である。

2. 酵素洗剤浸漬は継続して毎日行うことが望ましい。

使用回数を減らす場合には、マイクロファイバーでの

こすり洗いを併用するとよい。

3. 酵素浸漬の導入は費用面の課題や手間はかかるが

洗浄効果が良く、トータルの作業量はむしろ軽減される。



浸漬槽なし

酵素系洗剤あるいは前浸漬用洗剤
に４５℃・２５分以上浸漬。 酵素系洗剤あるいは前浸漬用洗剤に４５℃・

2５分以上浸漬。冷水すすぎ後ヨウ素反応。

食器の材質がPＥＮまたは耐熱ＡＢＳである。

煮沸10分間実施。冷水すすぎ後ヨウ素反応を見る。

マイクロファイバーでこすり洗いをする

でんぷん除去（リセット）完了。
②日常の洗浄方法の改善を実施してください。

酵素系洗剤、あるいは前浸漬用洗剤に
４５℃・２５分以上浸漬した後、洗浄機へ。

手洗いの場合：酵素浸漬後、マイクロファイ
バークロス等でこすり洗いを行う

浸漬槽あり

定期的にマイクロファイバークロス等を使
用した手洗いによるこすり洗浄実施。

あるいは洗浄機に塩素系洗剤を使用し洗浄
※メラミンは不可

食器洗浄度改善チャート改訂版

はい

陽性反応

陽性反応反応なし

反応なし

反応なし

いいえ

①チャートに沿って古いでんぷんの除去を行います。

陽性反応

冷水すすぎ後ヨウ素反応を見る。



給食施設の設備点検

給食施設のトイレ設備について
アンケート調査の結果から



１.はじめに
学校給食施設において、学校薬剤師は年3回、学校

給食衛生管理点検票に基づいて、定期検査を行って
おり、その報告は学校長に提出している。
しかし、トイレや手洗い設備が基準に達してない

ことが多い。また、指摘しても改善されていないこ
とが多々ある。
県の現状を把握するため、トイレ設備について県

下全施設にアンケート調査を行った。また、集団食
中毒として主な原因となるノロウイルスについて、
伝播に関する近年の動向と注意する点について、ア
ンケート結果と共に報告する。



公立学校施設の
トイレの状況
平成28年文科省調査

全国平均
洋式便器率

４３．３％

山口県
洋式便器率

２６．７％



給食施設のトイレ設備に関する
アンケート

平成29年2月に山口県内の学校給食施設に
アンケートを実施し、204施設から回答を
得た。



Q1.給食従事者が使用するトイレについて
便器の型式は？（204施設）

和式, 66%

洋式, 30%

両方, 4%

和式

洋式

両方



温水洗浄便座, 
49%通常便座, 51%

洋式便座の内訳

温水洗浄便座 通常便座



Q2.トイレ個室内に手洗いは
ありますか？

手洗いあり

温水, 8%

手洗いあり

水, 48%

なし, 44%

手洗いあり 温水 手洗いあり 水 なし



Q3.トイレの使用方法について、給食
従事者に研修を行っていますか？

研修あり, 

61%

なし, 39%

研修あり なし



Q4.給食従事者のノロウイルス検査は
行っていますか？

検査あり

32%

なし

68%

検査あり なし



自治体 施設数 洋式率（％）

A 3 0

B 12 8

C 17 12

D 46 15

E 19 26

F 27 30

H 15 40

I 25 48

J 6 50

L 2 50

M 12 69

N 7 71

O 5 80

P 2 100

Q 1 100

R 1 100

S 1 100

T 1 100

U 1 100

W 1 100

トイレの洋式便器率は、自治体によって
かなり差がある。

築20年以上の自校式給食調理場
では、トイレ設備の改築は進ん
でいない。

各自治体に
給食施設のトイレ設備の
改善を要請しましょう



ノロウイルスの伝播に関する
近年の動向



Ｑ ノロウイルスはどうやって感染するのですか？

(1)患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手など

を介して二次感染した場合
(2)家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒト
からヒトへ飛沫感染等直接感染する場合

(3)食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者
家庭で調理を行う者などが含まれます。）が感染しており、その者を
介して汚染した食品を食べた場合

(4)汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた
場合

(5)ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した
場合

などがあります。
特に、食中毒では（３）のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された

食品を原因とする事例が、近年増加傾向にあります。

厚生労働省ホームページより



国立感染症研究所感染症疫学センターより
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平成２７年の食中毒発生状況によると、
ノロウイルスによる食中毒は、
事件数では、１，２０２件のうち４８１件（４０．０％）、
患者数では２２，７１８名のうち１４，８７６名（６５．５％）となっています。
病因物質別にみると、事件数・患者数ともに第１位となっています

ノロウイルス：乾燥に強く、環境中に長く存在する
便中などに大量のウイルスが存在

給食調理場で問題になるのは、不顕性感染、
症状の軽い人の場合

本人が気づかずウイルスを広げているかも？

トイレ設備に目を向けてみよう



和式トイレでの問題点

１．蓋をして流すことができない。
ウイルスが飛散する可能性がある。

２．床や壁までウイルスが飛散、付着する
ことがある。

３．温水洗浄便座がないため、臀部にウイ
ルスが付着したままの可能性がある。



給食従事者へのトイレの使用方法については
定期的な研修が必要。

常識ではあるけれど、再度確認しあいましょう

・給食調理衣は上着だけではないですか？

・皆が手を触れる箇所、確認しましょう。



Q.ノロウイルスの簡易検査は必要か？

A. 新型ノロウイルスの場合陰性となることもある。

流行期に検査を行うことで従事者の危機意識向上に
つながるが、検査結果を鵜呑みにしてはならない。

 一度罹患すると、便中から長い人では約1か月ウイ
ルスが排出されるため、復帰には注意が必要。



新型ノロウイルスは、イムノクロマト法で
の検査では陰性になることがある。

通常GII.4は107コピー数/g以上存在すればICキットで陽性
になるが, GII.17の場合は108-9コピー数/g以上でなければ
検出できなかった。
RT-PCR、リアルタイムPCR法は確実。ただし、結果がでる
まで丸一日要すること、検体を扱う機関が限られることが
難点。



学校給食施設でのトイレ設備の条件

1.トイレ前に調理衣を着脱するスペースがあ
ること。調理衣服は上下とも着脱する。

2.蓋のついた洋式トイレで、温水洗浄便座が
望ましい。個室内に手洗いを設置すること。
手につく汚染菌量の数を減らすため

3.トイレ内は換気を良くすること。調理ス
ペースから離れたところに設置すること。

4.菌の増殖を防ぐため、湿度をコントロール
できる空調設備の設置が望ましい。


