
日本細菌検査株式会社主催セミナーのご案内 

 

 

 
このたび、日本細菌検査株式会社による、「2016 年度第 3 回食品衛生セミナー」を大阪にて開催させ

ていただくこととなりましたのでご案内させていただきます。 
今回のセミナーは、ノロウイルス食中毒予防に向けた取り組みについての解説や、HACCP 義務化を

視野に入れた対策についてなど、今後の御社の製品作りに必ずやお役にたつ内容になっていると考え
ますので、この機会にぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

●開催日時：平成 29 年 4 月 14 日(金) 12：30～16：30 （12：00 より受付開始）  

●開催場所：ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター) 4F 大会議室 1 

（大阪市中央区大手前 1 丁目 3 番 49 号 ドーンセンター TEL： 06(6910)8500 ） 

（※会場にお越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの方は近隣の有料駐車場か、またはドーンセンタ

ー立体駐車場をご利用下さい。） 

●主催：日本細菌検査株式会社 

●定員：60 名 

●参加費： 3,000 円 

※参加費に関しましては、当日受付にてお支払いください。その際に領収書をお渡しいたします。なるべくお釣りのないよ

うにお願いいたします。) 

●申込方法 

 別紙申込書に必要事項をご記入の上、日本細菌検査株式会社 大阪営業所宛 FAX（06-6395-3737）にて
お申し込みください。 

●申込期限：平成 29 年 4 月 7 日（金）（ただし、定員になり次第申込締切させていただきます。） 

●お問い合わせ先（申込書送信先） 

日本細菌検査株式会社 大阪営業所  
TEL:06-6395-3733 FAX:06-6395-3737   
担当：大阪営業所 高橋／篠原 

 

●会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[電車でお越しの方] 

・京阪「天満橋」駅下車。東口方面の改札から地下通路を通って１番出口より東へ約 350m。 

・地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。１番出口より東へ約 350m。 

・JR 東西線「大阪城北詰」駅下車。２番出口より土佐堀通り沿いに西へ約 550m。 

[車でお越しの方] 

・阪神高速道路東大阪線「法円坂」出口を出てすぐの交差点を左折。上町筋を北へ約５分。 

・ドーンセンター立体駐車場：１時間 400 円（普通車専用・収容台数 92 台） 

[駐車場] ※制限：車高 1.55m・車幅 1.80m 

・最初の 1 時間まで：400 円 

・超過 30 分毎：200 円 

 

食品衛生セミナー開催のご案内 



●セミナー スケジュール 

平成 29 年 4 月 14 日(金) 

12：00～  受付 

12：30～12：40（10 分）  スケジュール説明、講師紹介等 

12：40～13：40（60 分)  

「洗浄と除菌のメカニズム」 

 ～最適な洗浄条件と使用方法を選択する際のポイント～  

  食品関係施設では、清掃・洗浄・殺菌は必要不可欠です。いつも何気なく使用している洗剤の特性を

理解するため、洗浄と殺菌の関係、洗剤に使用される洗浄成分（界面活性剤等）、洗剤の種類などを

分かりやすく解説いたします。 
 

「ノロウイルス食中毒予防」 

 ～現場で役立つ実践的な取り組みについて～ 

昨今、猛威を振るったノロウイルスについて、食品工場施設における従業員様が工場施設内にノロ

ウイルスを持ち込まないための方法、また、外食産業におけるノロウイルスによる食中毒疑義がかか

った場合の対処方法等について分かりやすく解説いたします。 

 講師：攝津製油株式会社 化成品事業部 営業第 3 グループ課長 佐藤 光晴 氏 

13：40～13：50（10 分） 休憩  

13：50～14：35（45 分）  

「SDS(安全データシート)の読み方」 

～衛生管理に必須と思われる塩素系殺菌剤とアルコール製剤を労働災害視点で観る～ 

 食品製造の現場で塩素系殺菌剤とアルコール製剤は重宝な殺菌手段ですが、その特徴や有害性

を知らないでいると労働災害事故を起こしかねません。防止策として安全データシート SDS（MSDS）が

用意されていますが、その読み方を知っておく必要があります。この SDS は食品添加物や除菌剤など

の化学物質にも適用されており、管理や用法を誤ると、化学的危害要因ともなりかねません。今回は、

次亜塩素酸ナトリウムとアルコール製剤の SDS をテキストにわかりやすく解説します。 

講師：日本細菌検査株式会社 相談役 食品科学研究所技術顧問 戸ヶ崎 惠一 

14：35～14：50（15 分） 休憩 

14：50～16：30（100 分）  

「HACCP 義務化に待ったなし！」 

～HACCP プランを作ってわかる前提条件の関係～ 

 「HACCP 構築には前提条件の整備が必要」と言われますが、実はこの前提条件（一般的衛生管

理プログラム）という言葉が曲者です。そこでつまずいて先に進めないという悩みを多く聞きます。しか

し、実は HACCP プランを作ることによってわかってくるのが前提条件（一般原則）です。まずは 

HACCP チャレンジ事業に手を挙げて、自社製品の HACCP プランを作り上げてしまいましょう。それ

で義務は果たせます。今回のセミナーでは前提条件完備を後回しにすることのメリットと、旧来の

HACCP の誤解を解きほぐします。 

講師：日本細菌検査株式会社 相談役 食品科学研究所技術顧問 戸ヶ崎 惠一 

16：30～ 質疑応答、散会 

 

※セミナータイトルおよびスケジュールに関しましては、多少変更する可能性がございます。予めご了承くださ

い。 

※セミナー終了後、17：00 より懇親会を予定しています。懇親会には当日の講師陣も参加しています。細菌検

査・衛生管理などに関する情報交換の場としたいと考えておりますので、ぜひ積極的にご参加ください。 

（懇親会のご参加に関しましては、実費 2,000 円程度をご負担いただきます。） 

 

 

 

 

攝津製油株式会社 化成品事業部 営業第 3 グループ課長 佐藤 光晴 
■プロフィール：1992 年株式会社ファルコバイオシステムズに入社し、臨床検査営業を 7 年間勤める。その後、食品

衛生環境事業として、総合衛生管理サポート業務を 17 年間勤める。2016 年 2 月に攝津製油株式会社へ入社。 

現：化成品事業部 営業第 3 グループリーダー 

■主な資格：JHTC 認定 HACCP コーディネーター／Serv Safe 全米レストラン協会認証資格 トレーナー 



日本細菌検査株式会社主催 2016 年度第 3 回食品衛生セミナー 

セミナー参加申込書 

申込日  平成  年  月  日 

●平成 29 年 4 月 14 日（金）開催の食品衛生セミナーに参加します。（どちらかを選択してください） 

   □セミナーのみ参加    受講料 3,000 円 

   □セミナー ＋ 懇親会  受講料 3,000 円 + 懇親会 2,000 円 

 

 

●会社名                                             

 

●部署名・役職                                         

          

●お名前                                             

 

●ご住所 〒                                           

                                                   

 

●TEL                      ●FAX                     

 

●E-mail                                              

  ※受講票をお送りするのに必要ですので、必ずご記入ください。 

 

 

 

○ご記入終了後、当申込用紙を FAX：06-6395-3737 宛ご送信ください。 

○申込書受領後、受講票をメールにて送信させていただきます。 

○メールが受信できない場合は、受講票を FAX させていただきます。FAX 番号をご記入の上その旨を一言お書き

添えください。 

○受講票が届かない場合は、お手数ですが下記お問合せ先までご連絡ください。 

○受講料(\3,000)は、当日受付にてお支払いください。その際に領収書をお渡しいたします。なるべくお釣りのない

ようにお願いいたします。 

○会場にお越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。お車でお越しの方は近隣の有料駐車場か、またはドーン

センター立体駐車場をご利用下さい。 

○セミナー終了後、17：00 より、自由参加による懇親会を開催します。ご参加いただける方は、上記にチェックをお

願いします。懇親会のご参加に関しましては、実費 2,000 円程度をご負担いただきます。当日徴収させていただき

ますので、受講料お支払いの際に併せてお支払いください。 

○その他ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。 
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【FAX 送信先・問い合わせ先】 
日本細菌検査株式会社 大阪営業所 

〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 2-13-59 
TEL：06-6395-3733 FAX：06-6395-3737 

担当：大阪営業所 高橋／篠原 

 


