安心と危機管理（リスクマネジメント）を
両立しませんか？
安全宣言ポスター

浴場
総合衛生管理
システム
Bathhouse Total Sanitation Control System

特徴1

レジオネラ菌対策／リスクマネジメントシステム
レジオネラ菌は原生動物に寄生する形態で自然界に広く分布しています。
かつ、他の食中毒菌と違って、温泉水中で単独に増殖せずに、
藻類等の原生動物に寄生して「細胞内増殖」を行う特殊な細菌となります。
レジオネラ菌リスクマネジメントプログラムはＨＡＣＣＰ手法を取り入れた自主検査センターが
豊富なノウハウを基礎に開発したプログラムです。本プログラムによる
レジオネラ菌対策は安全な温泉浴をお客様にアピールする事ができ、
経営危機管理を確実なものとします。

特徴2

ノロウイルス食中毒対策／浴場衛生管理システム
○調理人からノロウイルスが検出されれば「食中毒」
○調理人からノロウイルスが検出されなければ「感染症」
この理不尽は、料理の検食からノロウイルスが検出されなくても「食中毒として営業停止」を行う
行政の問題点が潜んでいます。
ノロウイルスは「感染症」が主体であり、
お客様のノロウイルスが
院内感染ならぬ「館内感染」で調理従事者から検出されることが大半です。
感染症テロから旅館を守るのは、
「浴場管理」も重要になります。

感じる安心から、見える安心へ。それが検査です。

常に最新の検査表が掲示される事で
お客様に安心をアピールできます。

レジオネラのみ発行。
（一般生菌数・大腸菌群は表示しません）

福岡県飯塚市伊岐須482-41 TEL 0948-25-7274 FAX 0948-26-1819
www.jisyukensa.com E-Mail jisyuken@hinkan.co.jp

レジオネラ菌対策／リスクマネジメントシステム
殺菌マニュアル
による指導

ノロウイルス食中毒対策／浴場衛生管理システム

殺菌マニュアルの提供
ISOの作業手引き書に準じた
マニュアルを提供いたします。
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ます。
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殺菌マニュアル
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重要管理点・監視プログラムの実施
定期検査の実施
レジオネラ菌細菌検査
記録管理の監査

旅館・ホテル

日常の
殺菌と記録
の継続

自主検査センター

①記録の外部監査
②レジオネラ菌
細菌検査による検証

①記録の外部監査

マニュアルに定められた通りの記録、及び対策が行われ
ているかを定期的に監査を実施します。

②レジオネラ菌細菌検査による検証
レジオネラ菌マネジメントシステムが確実に行われて
いるか否かの「検証」を行います。
「目に見えない細菌」
の検証は細菌検査の実施しかありません。

オプション

他の検査機関とはここが違う!!

旅館・ホテル

大腸菌群

レジオネラ菌

拭き取り法細菌検査

50

陰性（100cc）

記録管理の監査

日常の
殺菌と記録
の継続

②レジオネラ菌
細菌検査

③汚染実態調査
報告書作成・提出

浴場総合衛生管理システムが確実に行われているか否
かの「検証」を行います。
「目に見えない細菌」の検証は
細菌検査の実施しかありません。

ノロ食中毒110番制度

リスク
マネジメント

365日24時間体制でノロウィルス食中毒による疑い・保健所の指摘等の相談を受け付けます。
「ノロウィルス食中毒対策弁護士」を弊社指導員が担います。

④報告会議の実施

①施設調査

平面図に配管ルート・ボイラーによる再加熱の有無・ろ過器の形状
等調査を行い、細菌検査を裏付けと、危害分析（ＨＡ：Hazard
Analysis）
を行います。

②レジオネラ菌細菌検査

厚生労働者の定める検査指針に基づく、信頼性のある細菌検査を
格安な費用で実施します。

③汚染実態調査報告書の作成と提出
汚染実態と危害分析を総合的に行った報告書です。この報告書に
より汚染対策が明確になります。

レジオネラ菌リスクマネジメント
マニュアルの作成
ＰＤＣＡ
（Plan・Do・Check・Action）が実施可能
な下記の書類にて構成されるレジオネラ菌リス
クマネジメントマニュアルの作成を行い、現場へ
の教育を行います。

①レジオネラ菌リスクマネジメント規定
②殺菌作業手引書
③作業管理様式と作業手順書

④報告会議の実施

汚染実態報告書を資料に、汚染対策・管理方法の重要管理点（ＣＣＰ：
Critical Control Point）
を定め、協議を行います。

レジオネラ菌110番制度
365日24時間体制でレジオネラによる疑い・保健所の指摘等の相談を受け付けます。
「レジオネラ菌対策
弁護士」を弊社指導員が担います。

②細菌検査による検証

②細菌検査による検証

対策／汚染源追求

①施設調査

①記録の外部監査

マニュアルに定められた通りの記録、及び対策が行われ
ているかを定期的に監査を実施します。

レジオネラ菌は滅多に検出されませ
ん。
しかし、汚染指標菌の検査により
「ひやり」
「 はっと」の兆候が現れます。
この「ひやり」
「はっと」の兆候が
汚染指標菌検査になります。
自主検査センターのノウハウを
生かせます

危害分析検査＆汚染実態調査報告

拭き取り法細菌検査

自主検査センター

①記録の外部監査

汚染指標菌の検査も実施

危害分析検査＆汚染実態調査報告／レジオネラ菌リスクマネジメントマニュアルの作成

リスク
マネジメント

重要管理点・監視プログラムの実施

定期検査の実施

ノロウイルス食中毒の発生（感染症「テロ」から旅館を守る）
保健所の基本姿勢
○患者からノロウイルス検出

VS

調理人からノロウイルス「不検出」 →

感染症

→

食中毒としての営業停止は無し

○患者からノロウイルス検出

VS

調理人からノロウイルス「検出」

食中毒

→

食中毒としての営業停止は有り

→

ノロウイルス食中毒発生の対応
1.浴場水の総入れ替えと殺菌
2.浴場内の総殺菌（脱衣場から浴室洗面台等の全て）

ノロウイルス食中毒拡大の要因
（考察1）多くのノロウイルス食中毒では「料理検食」からノロウイルス検出はありません。寧ろ、パントリー等からノロウイルスが
検出されます。この事は食事をされたお客様がノロウイルスに感染し、食べ終えた食器類からの汚染を示唆しています。
（考察2）
しかし、空気感染のみでは「発症初期は数名／数日で数100名の患者発生」は考えられず、
ノロウイルス保菌者であるお
客様の糞便中に常在する大量のノロウイルスが、身体洗浄の際に、浴場を汚染しての集団感染が考察されます。

ノロウイルス食中毒発生の「患者の拡大防止」は浴場殺菌の必要性があります。



