
1

本稿は、キッコーマンバイオケミファ㈱が 10 月 6 日、東京・

中央区の月島社会教育会館で開催した第 102 回「ルミテス

ターセミナー」において、社会福祉法人横浜市福祉サービス

協会（本部所在地・横浜市神奈川区大野町、谷内徹理事長、

http://www.hama-wel.or.jp/）の桐ヶ谷成昭常務理事が行っ

た講演の要旨である。

桐ヶ谷氏は大学卒業後、民間企業を経て昭和 52 年より横浜

市役所に食品衛生監視員として入所し、平成 8 年より泉、港北、

中区保健所衛生課長を務めた後、健康福祉局食品衛生課長、

瀬谷区福祉保健センター長、健康福祉局理事などの役職を歴

任。平成 25 年より現職を務めている。（月刊 HACCP 編集部）

1　横浜市福祉サービス協会の事業概要

当協会では特別養護老人の新鶴見ホーム（333 床、写真

1）、横浜市新橋ホーム（100 床、写真 2）、横浜市浦舟ホー

ム（82 床、写真 3）の 3 施設を運営している。入居者の平

均要介護度は 4.2 を超え（全国平均は 3.9）、要介護度と医

療依存度の高い方が多い。その他、地域ケアプラザ（18 館）、

訪問介護事務所（24 事業所）、訪問看護ステーション （4 事

業所）、定期巡回随時対応型訪問介護看護（8 事業所）、福

祉用具センター（1 事業所）などの運営を行っており、お客

様は約 24,000 人、職員は約 4,400 人（介護職員、生活相

談員、看護職員、居宅介護支援専門員、管理栄養士、事務

職員）という状況である（平成 27 年 10 月現在）。

職員の業務内容は、清潔介助（洗顔、口腔、身体、洗髪、

整容、更衣など）、入浴介助、排泄介助、食事介助、移動

介助などの他、機能訓練（寝返り訓練、起き上がり訓練など）、

医療措置（胃婁の管理、褥瘡の処置など）などで、さまざま

な場面でお客様と接触する機会がある。

このような業務内容から、当協会ではお客様が安心してサー

ビスを受けていただけるよう、介護、医療の技術向上はもち

ろん、施設内における『感染症・食中毒発生予防対策』など、

管理の徹底に細心の注意を払っている。

本稿では、当協会が運営する特別養護老人ホームなどの

高齢者施設における、ATP ふき取り検査（以下「ATP 検査」）

を活用した感染症・食中毒発生予防対策の取り組みについ

て紹介する。

高齢者施設における感染症・食中毒予防対策
〜 ATP ふき取り検査を活用して〜

社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会　常務理事　桐ヶ谷 成昭 氏

2　ATP 検査による清浄度の可視化

ATP 検査の活用事例を紹介する前に、食中毒対策や感染

症対策として「ふき取り検査を実施する意味」について考え

てみる。私は以下の 2 つの側面があると考えている。

⑴ 健康危機管理

食中毒が発生した場合、非常に重要で早急に取り組まなけ

ればならない事項は、感染源を特定し、排除し、再発を防

止することである。そのための検査として、患者や調理関係

者などの検便、使用食材や検食・残食などの検査が必要で、

ふき取り検査（培養法）もその一つである。

⑵ 衛生教育

手指や器具などの衛生管理の重要性について理解すること

は、食中毒や感染症の発生予防対策の基本である。衛生教

育の手法の一つにふき取り検査があるが、以前の培養法では

結果を伝えるまでに数日要することとなり、迅速性や臨場感に

欠けてしまうことから、指導効果が損なわれる可能性がある。

【上段】
写真 1　新鶴見ホーム

【中段】
写真 2　横浜市新橋ホーム

【左】
写真 3　横浜市浦舟ホーム（地域ケ
アプラザ等福祉関係複合施設）
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そこで効果的なのが非常に短時間（10 数秒程度）で結果

が得られる ATP 検査である。これは微生物などを含め、食

品の残さなど「洗浄の状態」を数値（RLU）で提示すること

ができるため、説得力があり、相手の理解が得やすい。「ど

のように洗浄すれば洗浄効果が高まるか」「洗い残しがある

箇所はどこか」といったことを、数値により印象づけることが

できる。

※ RLU ＝ Relative Light Unit の略（相対的発光量、ATP 検査で用い
る特有の単位）

衛生教育の効果を高める上で、ATP 検査の「迅速性」と

「可視化」は非常に有用であり、ATP 検査の手法は行政に

おいても活用されている。私が横浜市に在職していた当時、

2002 年に横浜国際総合競技場が FIFA ワールドカップ本大

会決勝戦の会場となった。世界中から来られる多くの来訪者

の食の安全を確保するため、宿泊施設などの監視指導にこの

手法を取り入れた（当時は写真 4 のような据え置き型の機種を

使用していた。現在は写真 5 のようにコンパクトになっている）。

また、これは食品企業の品質管理においては、製品検査

だけでなく、ATP 検査の「迅速性」を活かせるのではないか

と思う。

3　高齢者施設の感染症対策

高齢者介護施設には、職員も含めて、入居者やご家族、

実習生やボランティア、取引業者など、さまざまな来訪者が

多数出入りしており、感染症対策を講じる際の大きなポイン

トになっている。できる限り、外部からの影響をシャットアウ

トすることを目指していくが、頻繁な人の出入りがある施設で

ある以上、それはなかなか困難な状況にある。もちろん職員

に対しては厳正な指導を行い、特に「施設に感染の原因とな

る物を持ち込まないこと」を徹底している。

施設内の感染症予防対策としては、介護する職員自身が感

染を受けないようにすること、発生した場合、拡大を最小限

にとどめることが非常に重要である。そのため、発症者や汚

物処理に対処する場合、血液・体液・汚物などから職員の

暴露を避けるため、防御対策（スタンダードプレコーション）

の徹底を図り、的確に処理対応するよう研修を行っている。

そして、罹患者が発生した場合に、施設内での「感染の

連鎖」を起こさないために、徹底した消毒を行うほか、罹患

者や感染者の隔離や分離、健康観察、職員の従事制限など

を講じる体制としている。

4　厨房や清掃などの外部委託

3 カ所の特別養護老人ホームでは、食事はすべて外部委

託である。施設で提供される食事は、1 日 3 食とおやつで、

写 真 4　2002 年 当 時、
港 北 区 保 健 所で 使 用し
てい た ATP 量 の 測 定 装
置「ルミテスター C100」

（キッコーマンバイオケ
ミファ㈱製）

写真 5　ATP 検査で用い
るハンディタイプの測定
装 置「PD ‐ 30」お よ び 
試 薬「 ルシパック Pen」

（キッコーマンバイオケ
ミファ㈱製）

食数は新鶴見ホームが約 1,270 食、横浜市新橋ホームが約

320 食、横浜市浦舟ホームが約 260 食で、通常食（咀嚼が

できる人のための食事）をはじめ、一口大（普通食を一口

大にカットした食事）、刻み食（咀嚼がうまくできないが、嚥

下は問題がない人のための食事）、ソフト食、型抜き食（普

通食にだし汁を加えミキサーし、ゼリー状に固めたもの）、ペー

スト食（型抜き食より滑らかにしたもの）など、さまざまな形

態のものを用意し、お客様の介護状況に対応している。

清掃についても外部委託で、日常清掃は週 5 日、清掃箇所

は出入口、ホール、待合室、食堂、廊下・階段、便所、汚物室、

浴室、エレベーター、流し、排水溝、屋上、非常階段など

である。また、11 月から翌年 3 月までを「感染症対策強化

期間」と設定し、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒、出入口マッ

ト湿潤など、ノロウイルス対策の徹底を図っている。

また、施設内のシーツやベットパット、枕カバー、タオルケッ

トなど、リネンについても外部に委託している。汚物処理な

どは感染リスクの高い作業となる。

5　ATP 検査の活用

このような特別養護老人ホームおいて ATP 検査を活用して

衛生管理を指導した。管理基準値としては業務の性質上、一

般的な ATP 検査の基準値より、厳しめに「手指 =1,000RLU」

「器具 =200RLU」「医療器具 =100RLU」と設定した。

以下、施設内における結果を紹介する。
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⑴ 調理場

調理場の手洗い設備や作業台、冷蔵庫の取手、まな板、食器、

手袋など写真 6 についてふき取りを行ったところ、表 1 のような

結果であった。作業中ということもあり、数値的に高い値であった。

職員に調理場内の衛生管理の認識はあったと思うが、清掃・洗浄

が徹底されていない結果となった。

箇所 数 状況 最小値 最大値 平均値

作業台 4 作業中 25,274 91,884 5,119

手洗い蛇口 6 作業中 1,391 27,084 8,509

冷蔵庫取っ手 2 作業中 9,829 28,910 19,369

まな板 2 洗浄後 278 479 378

食器 : カレー皿 1 水洗い後 :9,644 / 洗剤洗浄後 :454

トレイ 1 洗浄後 520

エンボス手袋 1 使用直後 80

【上】
写真 6　厨房における 
ATP 検査の事例

【左】
表 1　ATP 検査の結果

（厨房）（単位：RLU）

【上】
写真 7　トイレ・汚物室

【左】
表 2　ATP 検査の結果（トイレ・汚物処理室）（単位：RLU）

箇所 数 最小値 最大値 平均値

便座 3 2,239 9,659 6,701

手すりなど 5 2,159 11,277 4,993

蛇口・スイッチ 5 769 20,509 7,788

箇所 数 最小値 最大値 平均値

流し蛇口 5 12,233 112,945 33,884

冷蔵庫取っ手 4 636 39,014 16,038

テーブルなど 2 3,053 3,847 4,350

【上】
写真 8　配膳室

【左】
表 3　ATP 検査の結果

（配膳室）（単位：RLU）

⑵ トイレ・汚物処理室

トイレ・汚物処理室の便座、手すり、スイッチなど

写真 7 については、表 2 の結果であった。操作スイッ

チなどが数値的に高く、清掃の盲点になっている。感

染源をつくらないためには、「不特定多数が触れる共

用箇所」の衛生管理がポイントになることを認識しな

ければならない。

⑶ 配膳室

各フロアーにある配膳室の流しの蛇口、冷蔵庫の取

手、食事用テーブルなど写真 8 については、表 3 の

結果であった。この配膳室の蛇口は上下するタイプの

ものであるが、結果は非常に高い測定値となった。テー

ブルは頻繁に掃除をしているはずだが、細かい傷など

に汚れが入り込んでいるためか、高い測定値となった。

⑷ 共用部

廊下の手すり、テーブル、お客様の飲み物などを入

れている冷蔵庫の取手、浴槽・洗面所、エレベーター

のスイッチなど写真 9 については、表 4 の結果であっ

た。洗面台やエレベーターのスイッチなどが高く、こ

こでも、不特定多数が触れる共用部の衛生管理の重

要性を示す結果であった。

ちなみに、エレベーターは中と外にボタンがあるが、

中の方が測定値は高かった。外と比べると、中は掃

除がしにくい状況であるためと思われる。
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⑸ その他

その他としてフットスイッチ、シャワーヘッドのほか、

この手法だからこそ検査が可能なパソコンキーボード、

コール対応用の PHS、炊飯器のスイッチなど写真 10 に

ついては、表 5 の結果であった。フットスイッチは文字

どおり足を突っ込むタイプで、高い数値を示し、パソコ

ンキーボードなどにも注意を払う必要性を感じた。

⑹ 手洗い

職員の手洗い状況を ATP 検査で調べたところ、図の

ように手洗い前は平均 9,906RLU（最低 564RLU~ 最

高 33,819RLU）で、手洗い後は平均 1,541RLU（最低

248RLU~ 最高 5,731RLU）であった。一般的な手洗い

後の基準値は 1,500RLU とされているので、平均値で

見れば問題はないが、当施設の基準値は 1,000 RLU と

しており、それを超えている。

さまざまな介助を行う職員の手指は、お客様の安全性

を確保する上での最重要箇所であり、適正な手洗い方

法を徹底して職員に周知していく。

⑺ 追加検査

新たな検査箇所として、施設内に設置してある自動

販売機の「商品選択ボタン」と「コイン返却口」（写

真 11）についてもふき取りを行ったところ、ボタンでは

1055~1,633RLU、返却口では 4,536~7,342RLU という

高い測定値になった。こうした箇所についても、注意し、

対応していく必要がある。

6　洗浄指導の効果

ATP 検査を用いた洗浄指導の効果、改善への効果を

紹介する。以下は、衛生指導を行った前後の比較である

（前回の検査時の RLU 値→指導後の検査での RLU 値）。

全体的に数値の低下（すなわち衛生状態の改善）が認

められ、職員の意識次第でかなりの改善が図られた。

図　手洗い前後の RLU 数値の変動

箇所 数 最小値 最大値 平均値

手すり 10 148 17,683 4,819

テーブルなど 9 1,902 9,531 5,561

冷蔵庫取っ手 2 1,317 9,668 5,492

浴槽・洗面台 9 21 46,303 9,042

エレベーター
などのスイッチ 12 583 24,385 7,883

【上】写真 9　共用部
【下】表 4　ATP 検査の結果（共有部）（単位：RLU）

【上】
写真 10　衛生管理上盲点になりやすい箇所

【左】
表 5　ATP 検査の結果（その他の注意ボイント）

（単位：RLU）

箇所 結果

フットスイッチ 34,405

パソコン 11,027

PHS 4,408

炊飯器 4,864

シャワーヘッド 261
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写真 11　自動販売機の「商品選択ボタン」と「コイ
ン返却口」を追加検査の箇所として選定

写真 12　介護ロボット

【施設 A】

○まな板 :479~722RLU → 119RLU

○作業台 :39,865RLU → 4602RLU

○洗浄済み食器 :9,644RLU → 264~480RLU

○蛇口 :33,884RLU → 27~65RLU

【施設 B】

○蛇口 :7,788RLU → 5~219RLU

○冷蔵庫のドアノブ :16,038RLU → 207~1,468RLU

【手洗い】

○適正な手洗いについて指導を行ったところ、手洗い後の数値が

300RLU 以下まで改善が図られた。

ATP 検査を継続的に実施し、指導してきたことで「施設内のど

こに汚れが残る可能性があるか ?」「多数が触れる可能性がある

共用の箇所はどこか ?」といったことを、職員一人ひとりが日頃か

ら認識するようになった。そうした意識が浸透してきたことで「普

段から、気がついた時にこまめに洗浄する」や「適正な手洗い」

などに注意が行き、数値的に格段の改善が図られた。

今後についても、感染症・食中毒予防対策に ATP 検査を取り

入れて、わかりやすく汚染状況と効果を提示し、安全なサービス

提供に万全を期していく。

7　介護ロボット

当協会では、社会貢献事業として写真 12 のような介護ロボット

の開発に、企業と共同で関わっている。圧倒的に不足する介護職

の補助として、介護ロボットは非常に有益と考える。しかし、まだ

開発が始まったばかりの状況であり、介護の現場が期待するもの

には至っていない状況である。そこで、施設でモニタリングを行う

ことで、開発企業に介護の現場を知ってもらい、実際に使用する

職員の生の声を開発に役立ててもらうよう、協力を行っている。

介護職員でなくてもよい業務（例えば、汚物の運搬や夜間帯の

見回りなど）を担う機能があれば、感染症予防などにも効果がある。

8　安全性の確保は経営戦略

社会福祉法人の CSR（社会的責務）は「信頼性」「公

平性」「健全性」である。当協会では、特別養護老人

ホームの実施する介護サービスが、お客様に「信頼」

され、安心して身をゆだねていただけるよう、日々、「介

護技術や医療措置」「自宅にいるような居心地の良さ」

「清潔で衛生的かつ安全な施設・設備」「お客様や

家族の視点に立った職員の対応」「コンプライアンス

の厳守」などについて、職員一同、真摯に取り組んで

いる。

安全・安心を確保するための重要な要素に「健康

管理」がある。感染症や食中毒の発生は、お客様、

ご家族、地域、社会からの信頼を損ねることとなるた

め、日常のサービスや施設管理に万全を期すことに努

めている。

提供するサービスの「信頼性」を高めるための取り

組みは、当協会にとって「経営戦略の柱」であり、社

会的に評価される信頼性は健全経営につながる。そ

のために重要な要素は職員である。「いかにお客様や

ご家族のご要望にお応えするか」「お気持ちを感じた

行動をするか」などを実行するために、優秀な人材

の確保と育成に力を注いでいる。

最後に、当協会の 3 つの基本理念、すなわち「お

客様の満足」「人を大切にし共に育ちあう企業風土」

「公正で透明感のある企業倫理」に沿い、安全で安

心できる施設運営に、職員一同総力を挙げて取り組ん

でいくことを皆様にお伝えして、本稿を締めさせてい

ただきます。
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カテ
ゴリー No. タイトル 演者

月刊
HACCP

発行月

保健所 
（行政）

1 食品取り扱い施設における自主管理の推進 名古屋市中村保健所　青木 誠 氏 －

2 保健所における ATP ふき取り検査の活用事例 札幌市保健所　片岡 郁夫 氏 2014.1

3 菓子製造施設におけるアレルギー対策として ATP 検査を活用 大阪府和泉保健所 衛生課　奥村 真也 氏 2014.4

4 ATP ふき取り検査とノロウイルス対策 東京都港区みなと保健所 生活衛生課　塚嵜 大輔氏 2014.5

5 日本食品衛生協会が推奨する「衛生的な手洗い」の普及・啓発活動 （公社）日本食品衛生協会 主任　中村 紀子 氏 2014.9

給食

1 ATP ふき取り検査を活用した調理厨房の衛生管理 日清医療食品 ㈱　蒲生 健一郎 氏 2013.9

2 学校給食の調理現場における ATP 検査を活用した衛生管理 女子栄養大学 教授　金田 雅代 先生
岐阜県学校給食会　栗山 愛子 氏

2013.10

3
調理現場における衛生管理のポイントと
ATP 検査を用いた効果的な衛生指導の実例 相模女子大学 教授　金井 美惠子 先生 2013.11

4 病院給食の衛生管理と院内感染対策 東京都立多摩総合医療センター 2014.7

5 管理栄養士の養成における ATP ふき取り検査の効果的活用 実践女子大学 生活科学部 准教授　木川 眞美 先生 2014.10

6 学校給食センター運営の要は衛生管理 東海食膳協業組合 理事　今川 将宏 氏 2015.8

外食

1 多店舗化への第一歩。リスクを増やさない衛生管理 NPO 法人  衛生検査推進協会 理事長　前田 佳則 氏 2013.4

2 なるほど !! と言われる衛生コンサルティングにルシパックが大活躍 ㈱ くらし科学研究所　村中 亨 氏 2013.8

3 回転寿司チェーンにおける衛生管理と衛生監査 ㈱ あきんどスシロー 品質管理室 課長　多田 幸代 氏 2014.12

工場

1 ATP 測定を活用した洗浄実践ポイントの把握と清浄度改善 白菊酒造 ㈱　門脇 洋平 氏 －

2 ATP 測定による簡易・迅速な製品検査の導入事例 守山乳業 ㈱　蓜島 義隆 氏 2013.8

3 髙島屋における品質管理と ATP ふき取り検査の活用事例 ㈱ 高島屋　土橋 恵美 氏 2013.12

4 キッコーマン食品の品質管理体制 キッコーマン食品 ㈱ 生産本部品質管理部　小川 善弘 2014.5

5 ATP ふき取り検査による豆乳製造ラインの衛生管理 キッコーマンソイフーズ ㈱  茨城工場　矢沼 由香 2014.6

6
ATP 拭き取り検査を活用した
衛生管理指導と洗浄・殺菌操作の改善事例 三重大学大学院教授　福崎 智司 先生 2014.8

7 辛子明太子工場における衛生管理　 ㈱ ふくや 品質保証課　渡部 朗子 氏 2015.1

8 ライフコーポレーションにおける ATP ふき取り検査の役割 ㈱ ライフコーポレーション　野々村 明 氏 2015.5

医療

1 ノロウイルス対策と感染管理ベストプラクティス 防衛医科大学校 防衛医学研究センター 教授　加來 浩器 先生 2014.2

2 感染管理の基本は適切な手指衛生から 日本歯科大学東京短期大学 2014.2

3 環境衛生管理の検証における ATP 検査の効果的な活用事例 馬見塚デンタルクリニック 2014.2

4 消化器内視鏡の感染管理における ATP ふき取り検査の活用事例 大阪医科大学附属病院　消化器内視鏡センター 2015.11

その他

1 酪農現場における ATP ふき取り検査の活用事例 北海道デーリィマネージメントサービス ㈲　榎谷 雅文 氏 2014.1

2 ATP 測定を利用した迅速衛生検査 キッコーマンバイオケミファ ㈱　本間 茂 2014.3

3 理容業における衛生管理の徹底と ATP ふき取り検査 滋賀県理容生活衛生同業組合　常任理事　小菅 利裕 氏 2015.9

4 高齢者施設における感染症・食中毒予防対策 横浜市福祉サービス協会　常務理事　桐ヶ谷 成昭 氏 2015.12

以下続刊
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