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Ⅰ. はじめに  

カンピロバクター属菌による食中毒は、我が国を含め諸外国においても発生頻度が高く問題となって

いる。カンピロバクター食中毒の原因食品として、食肉、特に鶏肉が重要視されている。食品安全委員

会が公表した鶏肉のカンピロバクター食中毒についてのリスク評価書では、農場での汚染率の低減、

食鳥処理場における食鳥の区分処理および冷却槽での塩素濃度管理の徹底を組み合わせることでカ

ンピロバクター食中毒発生リスクを 87.5％低減できることが示された 1)。 

当所では、昨年度 4農場を対象として食鳥処理場に搬入された時点での糞便調査を行ったが、調査

したすべての農場からカンピロバクター属菌が検出されており2)、区分処理をする段階ではないこと、冷

却槽での塩素濃度は毎日 2時間ごとにモニタリングしていることから、搬入された時点でのカンピロバク

ター属菌汚染率低減に向けて、食鳥処理場ができることとして、食鳥かごに着目した。 

当所で所管する大規模食鳥処理場で使用されている食鳥かごは、1かごあたり７～8羽の鶏を入れ、

農場から食鳥処理場に運ばれてくる。食鳥かごは農場間で使い回しをしている。朝一番に搬入された

食鳥かごは、洗浄後、その日のうちに別の農場に行き，鶏を入れて再びその日のうちに搬入される。ま

た、２日に分けて出荷する農場では、別の食鳥かごが再び農場内に戻ってくる。食鳥かごは、鶏舎の中

まで持ち込まれるため、食鳥処理場での食鳥かごの洗浄消毒が不十分な場合、食鳥かごが汚染源とな

り、カンピロバクター属菌を持ちこむ可能性がある 3,4,5)。加えて、カンピロバクター汚染が起こると数時間

で鶏群に感染すると言われている 3,6)。 

そこで、食鳥処理場で洗浄消毒された食鳥かごを汚染源とさせないことを目的として、食鳥かごの洗

浄消毒方法を検討したので報告する。 

 

Ⅱ. 材料および方法  

調査期間は平成 25年 11月から平成 26年 7月とし、管内の１大規模食鳥処理場で洗浄消毒される

食鳥かご40検体を材料とした。食鳥かごは初めにかご洗浄槽で20秒浸漬し、その後、かご洗浄機で次

亜塩素酸ナトリウム(50～100ppm)の噴霧を行い、洗浄消毒される（図 1）。 
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上の疑わしい集落について定法に従いカンピロバクター属菌の同定を行った。また、各群における洗

浄前および洗浄後の検出数の比較については McNemar 検定を用いた。かご洗浄槽の水についても、

同様にカンピロバクター属菌の定性検査を実施した。 

高温群においては、洗浄前後のカンピロバクター属菌の定性検査に加え、一般生菌、大腸菌群につ

いて AC プレート、EC プレート（3M）を用いて定量検査を実施した。また、かご洗浄槽 70℃における洗

浄後のカンピロバクター属菌検出の有無に影響を与える因子を調査するため、洗浄後のカンピロバク

ター属菌検出の有無（有＝1、無＝0）を従属変数、洗浄前のカンピロバクター属菌検出の有無、洗浄前
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図 1  食鳥かごの洗浄消毒行程 
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後の一般生菌数、大腸菌群数を共変数として、ステップワイズ法を用いたロジスティック回帰分析を行っ

た。 

 

Ⅲ．結果  

 カンピロバクター属菌の検出数は、低温群では洗浄後に有意に減少せず、洗浄前に不検出であった

にもかかわらず、洗浄後に検出されたものが 5検体認められ、検出率は、洗浄前 60％、洗浄後 85％を

示した。高温群では洗浄後に検出数が有意に減少し、検出率は洗浄前95％、洗浄後35％を示した（表

1）。また、低温群ではかご洗浄槽の水からカンピロバクター属菌が検出されたが、高温群では検出され

なかった。 

表 1 カンピロバクター属菌検出数の比較 

 

 

また、高温群において洗浄後の一般生菌数は洗浄前に比べ、102 程度減少し、80％が 1.0×103 

CFU/ｃｍ2 以下を示した（図 2）。大腸菌群数も同様に洗浄前に比べ 102 程度減少した（図 3）。ロジス

ティック回帰分析の結果、洗浄後のカンピロバクター属菌検出の有無に関して、 

1n[p/(1-p)]=-1.395+0.554×洗浄後の大腸菌群数 

という回帰式が得られ、洗浄後の大腸菌群数が多いほど、洗浄後にカンピロバクター属菌が検出される

可能性が高くなることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．考察 

低温群ではかご洗浄槽の水からカンピロバクター属菌が検出されていること、また、かご洗浄槽、か

ご洗浄機の行程を経てもカンピロバクター属菌の検出率は洗浄後においても高いままであることから、

かご洗浄槽の温度が 10～15℃ではカンピロバクター属菌に対する消毒効果が得られないものと考えら

れた。効果が認められなかった原因として、①食鳥かごを次亜塩素酸ナトリウムで噴霧する前に濡れて

いるため、有効塩素濃度が低下して消毒効果が低下した、②食鳥かごを次亜塩素酸ナトリウムで噴霧

する前に、糞便などの有機物が大量についていた、③食鳥かごの形状が網目状のため、外から噴霧す

るだけでは、中にまで洗浄消毒が十分に行き届かなかったということが考えられた 7)。 
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図 3 高温群での洗浄前後の大腸菌群数（n=20） 図 2 高温群での洗浄前後の一般生菌数（n=20） 
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高温群では、かご洗浄槽の水からカンピロバクター属菌が検出されず、かご洗浄槽での交差汚染は

防ぐことはできた。しかし、食鳥かごは洗浄後カンピロバクター属菌が検出されないことが目標基準であ

り、洗浄後であっても 35％検出されていることから、かご洗浄槽の温度が 70℃でもカンピロバクター属

菌に対する消毒効果は不十分であり、今回用いた方法では、食鳥かごがいぜん農場への汚染源となり

うることが示唆された。和田らによると、かご洗浄槽の温度が70℃において、洗浄後の食鳥かごからカン

ピロバクター属菌が検出されなかったという報告 8)があるが、かご洗浄槽の浸漬時間が 30～60秒である

こと、かご洗浄槽とかご洗浄機の順序が逆であることが本法との違いであり、本法で行われている 20 秒

の浸漬時間では時間不足なのではないかと考えられた。また、先にかご洗浄機で糞便等の有機物を除

去してからかご洗浄槽に浸漬した方がより効果が期待できると思われる。洗浄後の食鳥かごは事業者

が汚れ具合を目視により自主点検しているが、現在は、交差汚染を防ぐために、かご洗浄槽の温度設

定を 70℃にし、記録管理を行っている。食鳥かごは、高温で毎日使用し続けると変形等が起こりやすく、

温度を高くすることが困難であるため、今後はかご洗浄槽の有効な浸漬時間を調査したいと考えている。

また、当所で行っている調査内容について、昨年度、家畜保健衛生所との意見交換の場で、食鳥かご

のカンピロバクター属菌汚染状況や農場における食鳥かごの取扱いについて説明を行った。今後も食

鳥処理業者、農場衛生管理獣医師及び関係行政機関に情報を還元し、情報を共有することで、同じ認

識を持ち、農場および食鳥処理場でのカンピロバクター属菌対策に取り組んでいきたいと考えている。 
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