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Ⅰ HACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理
において実施すること

１．衛生管理計画の作成

２．計画に基づいて実施

３．確認・記録

４．振り返りと見直し

実情に合わせて
取り組みましょう★
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テキスト
1ページ



Ⅱ パン製品に発生する恐れがある健康上の危害要因

（１）アレルゲン

食物アレルギー体質を持つ人がアレルゲンを摂取すると

アナフィラキシーショックによって生命に危険が及ぶ可能性

があります。パン製品の場合は、特に卵と乳に注意が必要です。

また、小麦を使用しないパンを製造する際にも注意が必要です。

（２）金属及び硬質プラスティック

歯が欠けるなどの危害が発生事例として挙げられており、注意が必要です。

アレルゲン表示が義務付けられている
特定原材料７品目

（卵、乳、小麦、ピーナッツ、
そば、エビ、カニ）
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A．パン製品全般に共通するもの テキスト
2ページ



（３）ノロウイルス

伝染性の消化器感染症を引き起こすウイルスで、手指や食品などを介し
て経口で感染します。

このウイルスに汚染された手、あるいは手袋でパン製品を触った事による

食中毒事故が過去に発生しており、注意が必要です。

ノロウイルスによる食中毒事例の８０％は調理従事者が原因といわれて
います。
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Ⅱ パン製品に発生する恐れがある健康上の危害要因
A．パン製品全般に共通するもの テキスト

3ページ
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B．焼成後加工するパン製品

（１）腸管出血性大腸菌O157等の病原性大腸菌

・ベロ毒素と呼ばれる強い毒素をつくる代表的な病原性大腸菌

・感染力が非常に強く、下痢、腹痛、発熱、ひどい場合には溶血性尿毒症症候
群や脳症などの症状を起こす。

・家畜などの糞便中に見られ、糞便やそれらで汚染された水、食物、人の手指を介
して 人の口に入り、感染を引き起こす。

・菌数が１０～１００個と少量でも発症するため冷蔵庫内や調理場での交差
汚染には十分に注意する。

・O157 は熱に弱く、中心部７５℃１ 分間以上の加熱で死滅する。
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Ⅱ パン製品に発生する恐れがある健康上の危害要因

テキスト
4ページ



（２）サルモネラ

・腹痛、おう吐、下痢、発熱などの症状を起こす

・鶏、ネズミ、牛などの腸管内に存在し、特に卵やネズミの糞が汚染源と

なった食中毒事故が多く発生している。

・卵や肉類は必ず１０℃以下で保存し、特に卵は割り置きせずにすぐに

調理する。

・鶏肉を調理する際には、中心部まで７５℃１分間以上の加熱が必要

・ネズミ対策も重要となる。
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B．焼成後加工するパン製品

Ⅱ パン製品に発生する恐れがある健康上の危害要因

テキスト
4ページ



（３）黄色ブドウ球菌
・人や動物の傷口をはじめ、手指・鼻・のどなどに広く存在している

・健康な人の２０～３０％が保菌しているといわれている

・食品中で熱に強いエンテロトキシンと言う毒素を作る

・激しい吐き気・おう吐・下痢・腹痛などを引き起こす

・毒素は１００℃３０ 分の加熱でも無毒化されない

・菌を食品中で増殖させないことが重要で、食品は低温で保存する必要がある

・パン焼成後の加工工程等については、作業前の手洗いと使い捨て手袋の使

用を徹底する必要がある
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B．焼成後加工するパン製品
Ⅱ パン製品に発生する恐れがある健康上の危害要因

テキスト
５ページ



Ⅲ パン製造における衛生管理

１． 一般衛生管理

２． HACCPの考え方を取り入れた

重点衛生管理
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テキスト
6ページ



１．一般衛生管理

（１）原材料の受け入れ

製品の製造に使用する原材料に問題がないことを確認します。

（２）原材料等の保管方法

原材料、半製品、製品等を保管中に汚染しないようにします。
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テキスト
6・7ページ



１．一般衛生管理

（３）冷蔵庫、冷凍庫の温度の確認

原材料の保管温度管理を適切に行います。

（４）微生物の二次汚染・交差汚染対策

生卵等から他の食品へ有害微生物の汚染が広がることを防

止します。
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テキスト
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１．一般衛生管理

（５）アレルゲンの交差汚染対策

アレルゲンである卵や乳製品等がそれらを含まない

製品へ混入することを防止します。

（６）適正表示の実施

表示が必要とされる場合は、法律に則って表示します。
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義務表示（７大アレルゲン）

テキスト
9・10ページ



１．一般衛生管理

（７）施設の管理

食品製造にふさわしい製造施設の環境を整え、保守、

点検を行います。

（８）使用する設備と器具の保全

使用する設備と器具を適切に保全し、部品等の混入を予

防します。
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テキスト
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１．一般衛生管理

（９）機械や器具等の洗浄、殺菌
製造に使用する機械や器具を衛生的に維持し、製品の安全性を確
保します。

（１０）トイレの管理

トイレはウイルスや有害微生物の汚染源です。

トイレは清潔に管理します。特に便座、水洗レバー、手すり、

ドアノブ等は入念に消毒します。
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テキスト
12ページ



１．一般衛生管理

（１１）衛生的な手洗いの実施

施設入場時、作業開始前、トイレ後、食品に直接触れる作業にあたる直前、その他

手が汚染された時には、必ず適切な方法で手洗いします。

（１２）従業員の健康管理、衛生的な作業着の着用等の実施

作業者に起因する製品汚染などを防止します。下痢、発熱、嘔吐などの症状がないこ

とを確認しましょう。清潔な作業着、帽子、ヘアネット、専用の靴を着用しましょう。
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テキスト
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１．一般衛生管理

（１３）使用水管理の実施

使用水による製品汚染を防止します。

（１４）有害生物等対策の実施

食品を汚染する可能性のあるネズミ、ゴキブリなどの有害生物と、貯穀害虫等

の昆虫の活動を防止します。
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テキスト
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１．一般衛生管理

（１５）化学薬剤の管理
化学薬剤によって食品が汚染されることを防止します。

（１６）ガラスの管理

ガラスの破片が食品に混入することを防止します。

（１７）製品の回収

健康被害の拡大を防止します。
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テキスト
15・16ページ



１．一般衛生管理

（１８）食品取扱者の教育

食品衛生への意識を高め、食品事故を防止できる職場を作ります。

（１９）廃棄物・排水の取扱い

環境へ悪影響を及ぼすことを防ぎます。

（２０）リテイルベーカリー等における売り場の衛生管理

衛生的な売り場を作ります。
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テキスト
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覚えておこう！
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やっつけるひろげ
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もちこまない

食中毒防止3原則

ノロウイルス用4原則

テキスト
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２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理
A．パン製品全般に共通する重点衛生管理

（１）アレルゲン対策
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原材料の計量

ミキシング

分割
丸め
成形

②原材料に卵、乳等のアレルゲンの配合がない製品から製造します。
困難な場合には、アレルゲンを使用した製品の製造作業機械や
器具類を念入りに洗浄します

④機械器具類に他製品の生地の残りがないように清掃します。

③戻し生地などを再加工にまわす場合には、同一の生地のみに使用します

①アレルゲンごとに専用の器具を用意します。共有する
場合はよく洗浄して使用します。

テキスト
21ページ



A．パン製品全般に共通する重点衛生管理

（２）金属および硬質プラスティック対策

①機械類の異常音等がないか点検

②器具類の破損等がないか点検
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計量
ミキシング
分割・丸め
成形
焼成

２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

テキスト
22ページ



A．パン製品全般に共通する重点衛生管理
（３）ノロウイルス対策

①焼成後、スライスや包装の際に製品に触れて作業

する場合には、必ず手洗いし、清浄なプラスティック製

使い捨て手袋を使用
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スライス

包装
②従業員のおう吐によるノロウイルス汚染に備えおう吐
処理キットや周辺ラインの消毒方法など、素早く対処で
きるよう準備しておく

２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

テキスト
22ページ



B．焼成後加工するパンの重点衛生管理
前スライドの「A．パン製品全般に共通する重点衛生管理」に加えて行います
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①野菜や果物は、流水で十分洗浄し、必要に応じて次亜塩
素酸ナトリウム溶液等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗い
を行う（薬剤の説明書に記載されている希釈倍率を確認し、
正確に計量して使用）
②殺菌済みの食材と未処理の食材を接触させないようにする
③清浄なプラスティック製使い捨て手袋を使用する

野菜などの
非加熱原材料の

洗浄・殺菌

（１）腸管出血性大腸菌O157等病原性大腸菌対策）

２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理 テキスト
23ページ



①揚げ物等の加熱調理

②カレーやポテトサラダ等の調理後の取扱い

③未フライの冷凍食品等の原材料に触れた手、手袋、器具等で、
加熱調理後の食品に触れないようにする

④ふきん、包丁、まな板等は熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒し、乾
燥させる。

⑤清浄なプラスティック製使い捨て手袋やトング、菜箸等の器具を
使用する
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２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

具材等の
加熱調理
保管

B．焼成後加工するパンの重点衛生管理
（１）腸管出血性大腸菌O157等病原性大腸菌対策）

テキスト
24ページ



①必ず清浄なプラスティック製使い捨て手袋を使用

②開封後原材料の保管・使用基準を設定し、衛生的
に取り扱う

③機械器具類の洗浄、殺菌を徹底
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２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理
B．焼成後加工するパンの重点衛生管理

具材や
フィリングの
サンド
充填

（１）腸管出血性大腸菌O157等病原性大腸菌対策）

製品の
保管

①具材によって適切な保管温度帯を設定し、衛生的
に取り扱う。

テキスト
24ページ



B．焼成後加工するパンの重点衛生管理

（２）サルモネラ対策
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２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

「（１）腸管出血性大腸菌O157等病原性大腸菌対策）」に加えて以下
の対策を徹底します。

①賞味期限前の生食用の正常卵（ひび割れ等のないもの）
を使用して速やかに調理する場合を除き、卵を調理する場合に
は、７０℃１分間以上の加熱が必要。

具材等の
加熱調理
保管

テキスト
25ページ



B．焼成後加工するパンの重点衛生管理

（３）黄色ブドウ球菌対策
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２．HACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

①化膿した傷を持った従業員は、必ず耐水性絆創
膏とプラスティック製使い捨て手袋を着用し、全工程
を通して素手で食品に触れないようにします。また、焼
成後の加工工程には携わらないようにすることが望ま
しいです。

具材や
フィリングの
サンド
充填

「（１）腸管出血性大腸菌O157等病原性大腸菌対策）」に加えて以下
の対策を徹底します。

テキスト
25ページ



製造工程上のHACCPの考え方を取り入れた重点衛生管理

1. 焼成後加工しないパン 例：食パン コッペパン

2. 焼成後加工しないパン 例：あんパン ソーセージパン

3. 焼成後加工するパン 例：いちごジャムサンドパン

4. 焼成後加工するパン 例：フィッシュカツサンド（調理パン）

5. ドーナツ類 例：カレーパン
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計量から出荷に至るまでのパン製造工程図
テキスト
26～30

ページ



Ⅳ 衛生管理計画の作成
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テキスト
31ページ

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画の作成は、
決して難しいことではありません。すでに取り組んでいる
一般衛生管理を基本として、手引書で挙げた注意すべ
き危害要因への対策も含めてあらかじめリスト化して衛
生管理計画として明確にし、実施し記録しましょう。

一般衛生
管理

重点衛生
管理

衛生管理計画



•様式集

•記載例

【参考資料】１～19

手順書例

参考帳票例

30

テキスト
33～45ページ


