
【まとめ】滅菌バッグ管理方法を「時間型」から
「イベント型」に変更することで、スタッフの労力軽

減やコスト削減の業務改善につなげることができた。

導入により、スタッフの労力軽減やコスト 
 削減、作業時間の短縮ができた。他部署への 
 応援などに時間を当てることができ、業務 
 改善につながり、メリットは大きかった。 
 

滅菌後1年経過した未使用物品数については 
 医師と見直しを行い、物品の整理ができ、 
 コストの削減にもなった。 
 

滅菌学会などの参加によりスタッフが知識を 
 共有していたため、導入がスムーズであった 
 要因といえる。 

考 察 

滅菌バッグ管理方法を「時間型」から 
 

 「イベント型」に変更することで、 
 

 スタッフの労力軽減やコスト削減の 
 

 業務改善につなげることができた。 
 
 

 

まとめ 

平成24年4月17日、オール電化による単独棟の厨
房がリニューアルいたしました。
従来の厨房はガスによる放射熱温度が高く、厨房内
温度が40度以上になる事もあり、安全面で不安な
日々でした。新厨房は快適温度25度平均の作業環
境が維持され、高い安全性の確保、又地震などの緊
急時に熱源の復旧が一番早い電気とされる事から、
電化厨房を取り入れた衛生管理を重視し、個々の患
者様に安全な食事提供が出来る厨房のシステム化、
作業のマニュアル化を考慮に入れた取り組みをしま
した。

安全、衛生管理、品質管理を HACCP、大量調理施
設マニュアルのガイドラインの概念に基づき人（調
理従事者、患者、食品納入者）、食品（生鮮食品、
調理済み食品、在庫食品）、配膳車の流れを区域別
に管理し、全室ドライシステム、全室空調設備をし、
厨房内の温度湿度を一定に一括管理をしています。
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衛生管理を考えた食を発信する厨房リニューアル

発　表　者 西谷　幸子 和歌山県　国保野上厚生総合病院

共同研究者 堀　慶子、山下　英里子、鷹屋　潤氏

衛生を考えた動線と 
        建物設備 

：食品 ：配膳車 ：人 

：清潔区域 

：準清潔区域 

：汚染区域 

※全室           
ドライシステム 

※全室空調設備 
 施設内の温度・湿度  
 を一定に一括管理 

 

災害非常 
食倉庫 

更衣室兼会議室 

栄養管理課 

   栄養指導室 

国保野上厚生総合病院 
栄養管理棟 

当院の概要  
 [診療科目] 

  内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、外科、
整形外科、脳神経外科、肛門外科、消化器外科、
小児科、精神科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産
婦人科、リハビリテーション科 
許可病床数 ３０7床（結核病棟５３床・休止中） 
こすもす保育室 14人：精神・デイケアー室 50人 
栄養課 管理栄養士３名 栄養士２名（現場含む） 

        調理師１２名（パート１名含む） 
                 調理補助３名 

平成24年4月17日リニューアル 
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食品の流れ：下処理された食材料は下処理室からパ
ススルー冷蔵庫や冷凍庫を介して厨房へ、又調味料
や調理用備品は食品庫を介してパススルーで厨房へ
出されます。厨房内には、冷蔵庫やチルド庫、温度
庫を設置し調理後食品などを直ちに保存出来る。
配膳車の流れ：外部から清潔区域への汚染を防止す
る為、前室を設け同時に開かない工夫がされていま
す。配膳車の出入りを一方通行にし、清掃してから
清潔区域に入るようになっています。洗浄室から清
潔区域に入る最終場所にはステリマット（MRSA や
食中毒菌等の除菌：抗菌力試験済み）を設置し、雑
菌や埃を除去しています。ステリマットは効果が2
週間なので1日と15日に日を決め取り替えています。

人の流れ：手洗いはセンサーにより自動で水、洗剤、
消毒液が順に出て、個々の爪ブラシでよく洗浄し消
毒液で除菌します。厨房内に入室する際には靴の履
き変えスペースを設け、エアーシャワーの部屋を通
る事で髪の毛の異物が厨房内に入る事を未然に防ぐ
こととした。

温度データー・食材温度の一括管理として作業記録
用ハンディターミナルでデーター管理をしています。
食材入荷時の表面温度測定、加熱調理後又冷却時の
食品中心温度測定をバーコードを読みこむ事で温度
だけでなく、時刻、測定者、対象品目、産地、賞味
期限を記録します。温度が異常になると警報ランプ
で知らせるシステムがあり、タイムリーに温度確認
が出来るシステムになっています。「食の安全」を
サポートしています。

調理による安全性の確保：食中毒予防の為の急速冷
却（加熱後30分以内に冷却を開始し、さらに90分
以内に心温を0～3℃以下に下げる）事の出来るプ
ラストチラーにより細菌が増殖する温度帯を速やか
に通過するのでより安全な調理食品の提供が可能に
なりました。しかし、食中毒予防の為中心温度が加
熱調理で心温が75℃・1分間加熱する事の出来ない
調理食品（温泉卵、ふわふわ卵等）やクックチルさ
れた調理食品の食品菌検査を実施（保管温度条件
で）、調理日より3日後の検査も実施し安全性の確
保に努めています。

①手洗い 
センサーにより自動で水、洗剤、 
消毒液がでてくる。 
個々に爪ブラシを使用。 

②エアーシャワー 

清潔区域入室時に入り、左右 

から数秒間吹くことでホコリ、毛 

髪の除去を行う。 

③服装・靴 

厨房内用の靴と衣類用の 

殺菌庫を完備。 

Ⅲ 人の流れ 準備室 

建物設備の工夫ポイント 

①食品・調味料は各部屋より冷蔵庫などを
介してパススルー。 

②調理場の各所に冷蔵庫・チルド庫・
温蔵庫を設置し、調理後食品などを直
ちに保存。 

Ⅰ食品の流れ 

Ⅱ配膳車の流れ 
②配膳車
の出入り
を一方通
行にし、
清掃して
から清潔
区域に入
るように
なってい
る。 

出口 
入口 

①外部から清
潔区域への汚
染を防止する
為、前室を設
け扉も同時に
開かないように
なっている。 

出口 

調理室 

前室 

③洗浄室から清潔区域
内に入る所にｽﾃﾘﾏｯﾄを
置き確実に雑菌なども
除去する。 

調理による安全性の確保 

約10～45℃ 
食中毒・腐敗菌
が増殖する 

①ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰの活用 

急速冷却により、細菌が増殖する温
度帯を速やかに通過することができ
る。 

②食品菌検査の実施 
調理の工程上、どうしても中心温度が75℃以

上にならない物やクックチルを行っている物に
ついて検査を行うことで、安全性が確立された。
検査内容〔一般性菌数・大腸菌群・黄色ﾌﾞﾄﾞｳ
球菌・サルモネラ・腸炎ビブリオ・Ｏ-２６・O-11・
O-157〕 

食品の温度管理
測定者・時間・温度と

原材料の産地や期限をデジタル管理 料理の中心温度の計測

食材の表面温度の計測

料理名ごとに加熱
後の中心温度、
冷却後の温度と冷
却にかかった時間
が記録できます。

食品名・産地もバーコードにより管理

パソコンへ転送・保管
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調理作業場の衛生管理：清掃箇所を曜日別に決め、
点検表を作成し責任を持って作業。又目に見えない
部分の衛生管理に至っては拭き取り菌検査を定期的
に実施。存在する細菌を定期的に調べ、的確な衛生
管理ができているか評価を行っている。又器具類は
区域別にそれぞれ肉、魚介類、野菜・生食用の食品
別に色分けされた物を使用。ボール・ザルなども区
域ごとに混ざらないよう使用。掃除用具も区域別に
色分けされた物を使用。冷蔵庫・シンクの区別し汚
染を防ぐよう努めています。

新調理システムとは真空調理やクックチルと言った
調理法・保存法を取り入れた、新しい調理法です。
計画的に加熱調理した食品を急速冷却しチルド（0
～3℃）で保存。必要時に再加熱して提供が出来る
事で細菌の増殖を抑制するので衛生管理や安全性が
向上すると共に、作業手順書 SOP のマニュアル化
をする事で調理者の加減や経験に左右されず、い
つ・誰が作っても料理の仕上がりが安定。食材のロ
スや品質のバラツキを防止し作業効率が良くなって
いきます。

電化厨房にリニューアルして約5ヶ月経過し、成果
として調味料の削減、納入業者の食品納入時の温度
が以前に比べ意識し氷を入れたりの努力で温度を下
げ、品質等も良くなっています。何よりも調理師の
ハンディターミナルでの中心温度測定では、名前や
測定時間などが記録されるので、作業工程に基づき
早く調理する事がなくなり衛生意識の向上につな
がっています。そして厨房内の温度も25℃の作業
環境が整ってきました。
格安な夜間電力を活用、空調全てを電気にした事で
ランニングコストの低減、又調理機器のスチームコ
ンベクションやプラストチラー大小3台を、作業量
の大きさにより使い分ける事により、使用電力の省
力化につなげています。

調味料の削減：前年度の同時期と比較し H23年と
比べると全体的に使用量が減少しました。減少した
ポイントとして、新調理システムにより油の使用量
の減少、真空調理をする事で調味液が減少、又調理
時間の短縮にも繋がっています。

調味料使用量の削減 

＜平均使用量表＞ 

  H23年 H24年 

濃口(L) 97 103 

薄口(L) 63 25 

酒(L) 43 38 

みりん(L) 65 54 

油(L) 90 31 

砂糖(kg) 140 110 

ﾏｰﾋﾞｰ液糖(kg) 25 0 

減塩醤油（Ｌ） 29 10 

オーブン 

加湿ｵｰﾌﾞﾝ 

スチーム 

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 

素揚げやフライ物の調理
はフライヤーを使用せずに
できるので、油の使用量を
削減できる。 

主要調味料の3ヶ月平均比較図
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6,7,8月の主要調味料の平均使用量を比較 

H23年と比べ、全体的に使用量が減少した。 

大きな鍋で煮るのとは違い、ﾎﾃﾙﾊﾟﾝ
での調理ではたっぷりの煮汁が必
要ない。また、真空包装機を利用す
ることで、食品重量の2割程度の調

味液で細胞の内部まで浸透し調味
料と時間の削減となる。 

削減ﾎﾟｲﾝﾄ① 

削減ﾎﾟｲﾝﾄ② 

真空調理 

鍋の調理 

真空包装機 

効果 

調味料の削減 

納入業者の意識改革 

調理職員の衛生意識の向上 

職場環境の改善 

夜間蓄熱や新調理による使用 

 電力の省力化→ランニングコ 

            ストの低減 

 安定した食事の提供の為に 
①新調理システムの導入 ②SOP（標準作業手順書） によるマニュアル化 

調理者の加減や経験に左
右されず、いつ・誰が作っ
ても料理の仕上がりが安
定する。 

③作業工程表の作成 

作業工程表に基づき調理作業を行うことで、工程
管理が行いやすく作業効率がアップする。 

作業効率や料理のクオリティー、 

      衛生管理、安全性が向上する 

 調理作業場の衛生管理 
掃除：曜日別に掃除箇所を決め、点検表を用いて管理を行っている。 

拭き取り検査：調理器具や蛇口・調理台などに 

   存在する細菌を定期的に調べ、的確な衛生管理が 
   できているか評価を行っている。 
   検査内容〔一般性菌数・大腸菌群・黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌・ 
   サルモネラ・腸炎ビブリオ・O-157） 

各種器具類の食品別・区域別の色分け： 
       包丁やまな板は肉・魚介類や野菜・生食用の食品別に 
   色分けされた物を 使用。ボール・ザルなどは区域ごとに 
   混ざらないよう使用。 
   掃除用具も  区域別に 
   色分けされた物を使用。 
 
 

 冷蔵庫・シンクの区別： 
  冷蔵庫内も食品からのﾄﾞﾘｯﾌﾟ等による汚染を防ぐ為、肉・魚介類は下部分に野菜類は上部

分に置く。下処理でも2次汚染を防ぐ為、肉・魚介類と野菜を取り扱うシンクや作業台を分け、
できるだけ時間もずらして作業を行う。 

種類別分け表 

野菜類 

肉類 

魚類 
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今後の課題として、電化厨房で非常時の熱源の確保
が一番重要になってきます。現在厨房用の非常用発
電機野外キュービクル型で設置検討しています。自
家発電装置は騒音も大きいため、周囲の住宅への配
慮で設置場所の検討も進めています。
新調理を開始し、まだまだ調理師や調理作業員の調
理工程に関し、作業日毎の工程にばらつきが生じて
きています。作業の標準化を進め調理レシピや作業
マニュアルの見直しをし、効率的に作業が出来るよ
うにすることが当面の課題であります。又真空調理

器クックチル対応の機器の使用法についても研修会
を重ね、より患者様に喜ばれる料理提供が出来るよ
うにしていきたいと思います。

最後に。
嚥下障害で普段食べていた食事が出来なくなった患
者様に、喜ばれる料理をと常に皆で考え提供するな
かで、数々の賞も頂きました。今後も皆で日々精進
して食の安全と楽しみをお届け出来る新厨房であり
たいと考えています。

 食の安全と楽しみをお届けする新厨房へ 
       

 嚥下ソフト食 

 

 

嚥下食レシピ大賞にて 
  チームワーク賞 
   デザート部門レシピ賞 
     ｾﾞﾘｰﾚｼﾋﾟ特別賞 
 等の賞をいただきました！！ 
様々なコンテストにも積極的に
参加し、日々精進しております。 

紀州柿の葉寿司 

天ぷら盛り合わせ 

お正月甘味盛り合わせ 

課題 

非常用電源の確保 
  非常用発電機野外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型 
    （72時間連続対応）設置検討 
  非常用食品の見直し 
作業工程を見直し、効率化を図る 
 
効率的な機器の使用についての研修 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

演  題
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被災地の深部静脈血栓症検出率の変化

発　表　者 太田　佳孝 岩手県　奥州市国民健康保険前沢診療所

共同研究者 山田　勝、鈴木　茂

【背景・目的】昨年の東日本大震災により多くの
方々が長期的な避難所生活を強いられ、深部静脈血
栓症（deep vein thrombosis以下DVTと呼びます）
の発生が懸念されました。
岩手県の被害状況は死者4671名、行方不明者1205
名と沿岸に住む多くの方が津波でお亡くなりになら
れております。
写真は震災から2ヶ月経過した2011年5月に避難
所の体育館を訪れた際の写真ですが、御覧の通り、
足の踏み場もないほど多くの方々が避難しておりま
した。
このような避難所生活では狭い環境で寝泊まりせね
ばならず、夜中は他人の足音や振動によって寝不足
になったり、仮設トイレが数個しかなく、トイレが

自由に使用できないために水分摂取を控えていたな
ど、様々な要因で DVT が出来やすい環境にありま
した。
この DVT については皆さんご存じだと思いますが、
長時間の飛行旅行や長期臥症などでは脚の静脈血の
流れが悪くなり、そこに血の固まり、DVT が発生
します。この DVT が剥がれて心臓の方に流れてい
きますと、肺動脈を詰まらせて肺塞栓症を起こしま
す。これは最悪心肺停止にいたることもあり、実際、
昨年の震災でも数名が津波から助かった後に、肺塞
栓症によりお亡くなりになられております。従って、
予防のために脚の中にある DVT を見つける事が重
要になってきます。
我々は震災後これまで1年間 DVT 検診を行ってま
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