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業績拡大を続ける一方で︑品質管理

の現場では深刻な課題が浮き彫りにな
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品質管理業務の効率化で
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ようかんや冷菓、肉まん・あんまん、ゆであずき缶詰、豆腐
などを製造・販売する井村屋㈱では、品質管理業務で 2015

年から段階的に「3MTM ペトリフィルム TM 培地（以下、ペトリ
フィルム）」を導入。この取り組みにより、微生物検査の効率

化のみならず、営業面を含めた全社的なメリットが得られた。

会社概要

本社所在地

：三重県津市高茶屋七丁目 1 番 1 号
創業

：1896 年
従業員数

株式会社設立：1947 年

：568 人（正社員数、2018 年 3 月 31 日現在）
年商

国内生産拠点：本社・津工場、松阪 New ようかん工場（三重県松阪市）
、
岐阜工場（岐阜県羽島郡岐南町）
：グループ連結売上高 450 億 61 万円（2018 年 3 月期）

三重県津市の本社・工場
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ことを加藤部

が期待できるほか︑品質スタッフの作

図れる︒１９８４年の発売以来︑寒天

なかなか人材が配分されません︒戦力

質管理部には

れるため︑品

強化が優先さ

関わる部署の

や開発などに

して寒天培地を作製しなければならな

﹁以前は毎朝︑始業の２時間前に出勤

を通じて示されている︒

などの認証を受け
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ており︑検査精度の高さも第三者機関
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よ
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なので仕方ありません﹂

ペトリフィルムの導入へ
こうした状況に対してスタッフを増
員せずに改善を図るためには︑検査業

時間︶かかりました

時間︶に短縮できるため︑

同社では︑まず一般生菌の検査で一

ると考えました﹂
︵青木担当課長︶
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間が１日︵
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量だけが原因ではない︒

動した︒
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年に認証取
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専任スタッフの新規確保に関わる課題

さらに事態をより深刻にしたのが︑

ペトリフィルムは乾式できあがり培

までに段階的に本導入を進めた︒現在

化の確認が取れたことから︑今年４月

部ペトリフィルムを導入し︑並行して

特定の検査の頻度も多くなりました︒

だった︒検査業務はそれまで４〜６人

地の一つで︑寒天培地を作製すること

務を効率化するしかなかった︒そこで︑

特にカビ・酵母に対する検査依頼数は

体制で回してきたものの︑このような
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従来の寒天培地との比較検証試験を行

従来のおよそ３倍にも増加しました﹂

状況下では明らかに増員が求められた︒ なく︑フィルム状の極薄培地を袋から

菌の検査でペトリフィルムを活用して

年から順次導入の検討を進めたのが

と話すのは︑同社・品質管理部 品質管

取り出すだけで直ちに検体試料の滴下

15

ペトリフィルムだった︒
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いる︒

検査業務が多忙になったのは︑出荷

ゼ担当課長︒

に進められる︒従って︑検査の迅速化

専任スタッフ増員の
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スタッフを確保するのが極めて難しい

査依頼も増えるので︑カビ・酵母など
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長は痛感した︒ 業負担軽減︑検査手技の平準化などを
﹁ここ数年︑

培地に代わる微生物検査ソリューショ

億枚以上に
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国内では食品衛生検査指針への収載︑

及ぶ販売実績がある︒

全社での正社

人

ンとして︑全世界で累計
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員の定期採用
数は

40
ですが︑製造
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になる部署に人材の多くが割かれるの

（以下、ペトリフィルム）
。 検査の迅速化は現場負担を
軽減するだけでなく、全社方針の推進にもつながった
／ 2 品質管理室を見渡す。 作業中の動線や移動距離
の改善を図るため現在、インキュベーター（恒温器）な
ど設備の配置についての見直しが検討されている／ 3
完全に隔離された微生物検査室。検体試料の接種作業
はクリーンベンチで行う

得したＩＳＯ２２０００︵本社・津工

1 段階的に導入が進められた 3MTM ペトリフィルムTM 培地

査方法は寒天培地を用いての培養法だ
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でも負担軽減が期待できました︒また
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は︑経営方針としては理にかなうこと
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年に認証取得したＦＳＳＣ２
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業務の負担軽減 と
検査レベルの底 上 げ
品質管理の現場には目に見えるかた

る検査結果のばらつきを抑えることが
の強みを得られた︒

も対応できるようになり︑営業面で

のことを裏付けているといってよいだ

にも通じている︒同社の取り組みはそ

ろう︒加藤部長は︑今後は﹁前向きな

製する必要がなくなったため︑青木担
査の迅速化は全社的なメリットももた

そして︑ペトリフィルムを用いた検

﹁資材単価は確かに上がりますが︑検

だ︒

の支援につながっていることは明らか

結果が早く出ることが︑戦略的な業務

がちでしたが︑工程であらかじめ危険

質管理の仕事は事後検証が中心になり

ていきたいと考えています︒従来︑品

程検査︵環境検査︶を積極的に実施し

﹁リスクに対する予防措置として︑工

品質管理﹂にも取り組んでいきたいと

当課長は出勤時間を１時間遅くできる
らした︒実際︑主に次のような効果が

査の迅速化により出荷が早くなります

の芽を摘んでおくことで︑工場のレベ

︵保存試験など︶が早くなった︒

④新商品開発のための品質検査対応

できます﹂︵同︶
業務の負担軽減だけでなく︑検査レ
ベルの底上げにもつながるようだ︒

ようになった︒また︑時間に余裕がで
表れているという︒

し︑新商品開発のスピードアップにも

ルアップにつなげられるからです︒い

語る︒

きたことで︑若手検査スタッフの支援
①同社では全ロットについて検査結果

つなげられます︒これらのことは全社

わば︑
﹃待ち﹄から﹃攻め﹄の品質管理

これらを見ても分かるように︑検査

やアドバイスに回ることも可能になっ
が出てから出荷しているが︑従来に

方針と一致しますので︑会社にも理解

業務に展開していけたらと考えていま

ちで変化が訪れた︒

た︒さらには︑検査ミスに対する抑制

比べて出荷までのリードタイムが短

してもらえました︒結果として︑この

全社的なメリット

効果も得られたという︒

縮︒これにより︑特にＳＣＭ部門で

一部の検査項目を除き寒天培地を作

﹁寒天培地を用いた方法では︑培地の

﹁攻め﹂の品質管理業務へ

あります﹂︵加藤部長︶

す﹂︵同︶

②検査結果が早く出るようになったた

決断は間違っていなかったとの実感が

の煩雑な作業が必要です︒各工程での

め︑倉庫で出荷を待つ商品スペース

の業務効率化が得られた︒

小さなミスが積み重なり︑最終的に検

がおよそ半分に減った︒

4 ペトリフィル ム の
入ったパウチ。開封し
て取り出 せば、 直ち
に検体試料を接種で
きる／ 5 上部フィルム
を持ち上げ、ピペット
8
を培地面（下部フィル
ム）に対して垂直に保
ち、1㎖の検体試料液を培地面の中央に接種する／ 6 上部フィルムを静かに
下ろした後、スプレッダーで検体試料液を均等に広げる／ 7,8 上部フィルム
を上にしてインキュベーターに入れ、培養する。 7 が一般生菌用、8 が大腸
菌群用だが、このようにたくさん重ねても、インキュベーター内にはゆとりが
ある。いずれも判定結果は 24 時間で出る

準備からシャーレの取り扱いまで多く

査結果に大きな影響を及ぼすこともあ

品質管理業務の効率化は︑会社全体
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ペトリフィルムを用いた接種から
培養までの作業

ムは作業がシンプルなため︑技量によ
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