
2022年度 衛生参考問題

下記の問題の（　）に○か×で答えてください。

１．（○）　新型コロナウイルス感染症は、現在法律上は「新型インフルエンザ等感染症」の枠組みの中に組み入れられている。

→　正しい。ただし、新型コロナウイルス感染症については、刻一刻と対策が変わるため、随時、厚労省HPを参照さ
れたい。

　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html（令和4年8月時点閲覧可能）

２．（×）　 WHO（世界保健機構）は、食品衛生について、「食品の安全性（safety 有害成分がない）、健全性（soundness 成分
の変性がない）、頑健性（robustness 環境変化の影響を受けない）を確保するために必要なあらゆる手段」と定義し
ている。

→　誤り。条件の三つ目は、「完全性（wholesomeness）」であり、食品の生育、生産あるいは製造時から最終的に人に
摂取されるまでの全ての段階において、その機能が保持されていること、を指す。なお、頑健性（robustness）は
統計用語で、多少、本来の条件や環境が変わってしまっても結果にあまり影響の出ないような統計手法やアプロー
チに対して使用される。

３．（×）　 2020年4月に施行された改正健康増進法で、多数の者が利用する施設等は全面禁煙となったが、既存の飲食店は「喫
煙可能店」と表示すれば適用を免除される。

→　誤り。既存の飲食店も、新規の飲食店と同様に、原則として屋内禁煙の対象とされている。ただし、既存の飲食
店については、所定の要件に適合すれば、経過措置として各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、
喫煙可能室、喫煙目的室)の設置は可能。下記を参照。

　　https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php（令和4年8月現在閲覧可能）

４.（〇）　食品衛生法では、不衛生食品、異物混入等について「これを販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、
輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない」と規定されており、この規定に従い、食中
毒事件発生時の営業停止処分が行われている。

→　正しい。また、この規定に従い、違反が判明した食品の回収命令や販売禁止処分も行われている。

５．（〇）　サルモネラ菌は、鶏卵や鶏肉に付着していることが多く、特に夏場、生卵を扱うような時には要注意である。激しい腹
痛、下痢、発熱、嘔吐が生じるが、長期に亘りあまり症状のない保菌者となることもある。

→　正しい。サルモネラ菌は家畜（豚、鶏、牛など）の常在菌であり、感染型の食中毒を起こす。肉・卵は十分に加熱（75℃
以上、1分以上）することが大事であり、卵は購入後、冷蔵保管し、生食は新鮮なものに限る。卵類は割り置く保
存をせず、加熱直前に割る。またサルモネラ菌は乾燥に強いので、調理器具への二次汚染にも注意する。

６．（〇）　感染型細菌性食中毒の治療法としては、点滴などで下痢やおう吐で失われた水分や電解質を補うほか、多くの場合、
抗生物質を使用する。 

→　正しい。一方、「毒素型」の細菌性食中毒では、当の病原体を退治しても、毒素そのものが残っていると改善しない
場合があるので、抗生物質は必ずしも有効ではない。抗毒素があれば使用するが、ないときは問題文のような対
症療法（点滴など）のみの治療となる。



７．（×）　 黄色ブドウ球菌による食中毒は、貝類（カキ、しじみなど）でよく起こるが、アルコールや逆性石けんだけではなく、次
亜塩素酸ナトリウムや熱湯を使った調理器具の消毒が必要である。

→　誤り。これはノロウイルスの説明である。ノロウイルス食中毒は少量のウイルスでも発症し、強烈な下痢や嘔吐、
発熱を引き起こす。調理従事者はカキの生食を避けるとともに、下痢や発熱等の症状のある時には調理に従事し
ない。

８．（〇）　腸管出血性大腸菌O157は、ごく少量であっても発病することがあるので、二次汚染も含めて、十分な注意が必要であ
る。初期の感冒様症状のあと、激しい腹痛と大量の新鮮血を伴う血便を生じ、死亡することもある。

→　正しい。食肉は中心部までよく加熱する（75℃、1分間以上）。また、二次汚染を防ぐため、焼肉等では生肉用トン
グを用意し、喫食用の箸と混用しないことも重要である。

９．（×）　 近年急増しているアニサキス食中毒は、シメサバ、イカ、イワシといった魚介類に付着した寄生虫によるもので、対策
としては目視による除去で十分である。

→　誤り。アニサキスはそのまま排泄されてしまうことが多いが、ときとして胃にとどまり激烈な痛みを発生させ、胃
カメラによる除去手術に至る場合もある。患者数はこの数年、300から400人/年に達している。成長した虫体は
目視で見つかることも多いが、全数を肉眼で見つけることは現実には困難であるため、リスクを回避するには加熱
（70℃以上または60℃なら１分）か冷凍（-20℃、24時間以上）を行う。

１０．（〇）ボツリヌス菌は自然界に広く生息する菌で、酸素のないところで増殖し、熱にきわめて強い芽胞をつくる。自然界でも
最強の一つである神経毒をつくるため、極めて危険である。発酵食品や真空パック食品における発生・死亡例がある。

→　正しい。毒素型食中毒。致死率は、抗毒素療法の導入後かなり低下はしたが、依然として猛毒であり、容器が膨
張しているような缶詰や真空パック食品はきちんと廃棄処分することが大事である。

１１．（×） カンピロバクター菌は自然界に広く生息する菌で、酸素のないところで増殖し、熱に強い芽胞をつくる。毒素型食中毒
を発生させ、しばしば大規模発生がある。煮込み料理などで起こりやすい。食品を常温で保存しないことと加熱を過
信しないことが大事である。

→　誤り。これは、ウェルシュ菌の説明である。ボツリヌス菌もそうだが、芽胞をつくる毒素型の菌は厄介である。

１２．（〇） 野生のシカ、イノシシなどの生食や加熱不足により、E型肝炎が発生することがあるので、ジビエ料理の提供の際には
十分な注意が必要である。

→　正しい。野生動物の肉は、上記のウイルスや寄生虫による食中毒発生のリスクが極めて高いため、原則として生
食は禁止されている。調理に際しては中心部まで火が通るようしっかり加熱する。

１３．（×） 梅毒は、性感染症（STD：Sexually Transmitted Diseases）の代表で、感染症法上は五類に分類されているが、現
在はほぼ撲滅されている。

→　誤り。性感染症の多くは、抗生物質やコンドームの普及により1960年代後半以降減少傾向にあったが、近年増加
傾向に転じており、特に梅毒は、患者数が10年間で10倍近く、増加してきている。20代女性と30-40代男性での
増加が目立つため、若年層から中年層において、今まで以上の予防対策が必要とされる。

１４．（〇）健康と生活習慣との関係については、ブレスローの「7つの健康習慣（1972年）」が有名である：①適正な睡眠時間、②
喫煙をしない、③適正体重を維持する、④過度の飲酒をしない、⑤定期的にかなり激しい運動をする、⑥朝食を毎日
食べる、⑦間食をしない。

→　正しい。

１５．（×） 「食中毒予防の3原則」とは、密集防止（大勢で飲食しない）、増殖防止（細菌を増やさない）、殺菌（細菌を殺す）、の３
つである。

→　誤り。食中毒予防については、「密集防止（大勢で飲食しない）」ではなく、「汚染防止（細菌をつけない）」ことが大事
である。具体的な注意点については「2022年度 衛生テキスト」を参照。食中毒は火災と同様に、発生したときの
影響が計り知れないほど甚大であるため、日々、上記3原則を確認して行って欲しい。
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