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秋田県食品の安全・安心に関する基本計画 
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・秋田県食品の安全・安心に関する条例 

・秋田県食品安全推進委員会設置要綱 

・秋田県食品安全推進会議設置要綱 

・用語解説 

 



 

 - 2 - 

 



 

 - 3 - 

 



 

 - 4 - 

 

 

 

 



 

 - 5 - 

秋田県食品安全推進会議設置要綱 

 

 

（設 置） 

第１ 県民の健康を保護するため、関係機関相互の連携強化を図り、生産から流通、消費に至

る食品安全確保を推進することを目的として、秋田県食品安全推進会議（以下「推進会議」

という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２ 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

  (1) 食品の総合的な安全確保方針の策定に関すること。 

  (2) 食品の安全確保施策の推進に係る総合的な調整及び進行管理に関すること。 

  (3) 食品の安全確保に係る情報の共有・提供に関すること。 

  (4) その他、食品の安全確保に必要と認められること。 

 

（組 織） 

第３ 推進会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。 

２ 座長は、生活環境部長をもって充てる。 

３ 副座長は、農林水産部長をもって充てる。 

４ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（座長及び副座長の職務） 

第４ 座長は、推進会議の事務を総理する。 

２ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第５ 推進会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ やむを得ない理由のため、会議に出席できない委員は、その指名する者を、代理人として

出席させることができる。 

４ 座長は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めること

ができる。 

 

（幹事会） 

第６ 推進会議に幹事会を置き、推進会議に付議する議案を審議する。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 幹事長は、生活環境部生活衛生課長をもって充てる。 

 

（ワーキンググループ） 

第７ 幹事会にワーキンググループを置き、推進会議の所掌事項について具体的な調査検討を

行う。 

２ ワーキンググループは、別表３に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（庶 務） 

第８ 推進会議の庶務は、生活環境部生活衛生課において処理する。  
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（雑 則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 
 
   付 則 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年４月１６日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年４月７日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１７年５月９日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１８年４月３日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する 

   付 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する 

   付 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する 

      付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する 

 

 

別表１（第３関係）推進会議委員 

    危機管理監 

    健康福祉部長 

  

別表２（第６関係）幹事会 

    総務部総合防災課長 

    観光文化スポーツ部うまいもの販売課長 

    健康福祉部福祉政策課長 

    健康福祉部健康推進課長 

    健康福祉部医務薬事課長 

    生活環境部県民生活課長 

    生活環境部生活衛生課長 
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    農林水産部農林政策課長 

    農林水産部農業経済課長 

    農林水産部農業経済課販売戦略室長  

    農林水産部農山村振興課長 

    農林水産部水田総合利用課長 

    農林水産部園芸振興課長 

    農林水産部畜産振興課長 

    農林水産部水産漁港課長 

    産業労働部産業政策課長 

    産業労働部地域産業振興課長 

    教育庁保健体育課長 

    警察本部生活安全部生活環境課長 

 

別表３（第７関係） 

  ワーキンググループ 

    別表２に掲げる各課に所属し、食品安全に関する業務を担当する職員 
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用語解説（五十音順） 

 

 

○アレルギー表示 

  アレルギー物質を含む食品の表示は、全ての流通過程にある食品や食品添加物に必要であ 

ることが食品衛生法に規定されています。 

    アレルギー物質は、重篤度・症例数の多い７品目（特定原材料）については、表示を義務 

付けし、過去に一定の頻度で健康被害が見られた２０品目（特定原材料に準ずるもの）につ 

いては、表示を推奨しています。 

 食物アレルギーは、人によっては、ごく微量のアレルギー物質によって発症することがあ 

りますので、健康危害防止の観点から、食物アレルギーを誘発する量を考える際には、特定 

原材料の抗原（特定タンパク）量ではなく、加工食品中の特定原材料等の総タンパク量とし 

て考えています。それらの特定原材料等の含有量が総タンパク量として、一定量（数μg/g、 

数μg/ml）以上含まれている場合には、表示が必要であり、「入っているかもしれない。」 

といった可能性を表示することは禁止されています。 

＊ 1μgは1gの100万分の１です。 

＊ 特定原材料（７品目）：卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生 

＊ 特定原材料に準ずるもの（２０品目）：あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルー

ツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、

りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ごま 

 

 

○遺伝子組換え食品 

  遺伝子組換え技術（ 組換え DNA技術）によって得られた生物を応用した食品のことです。

遺伝子組換え技術とは、ある生物の遺伝子（DNA） を人為的に、他の生物の染色体などに導

入する技術のことです。この技術により、その生物に新しい能力や性質を持たせたり、ある

機能をなくしたりさせることができることから、食品生産を量的・質的に向上させるだけで

なく、加工特性などの品質向上に利用されることが期待されています。現在、害虫や病気に

強い遺伝子を導入した農作物が実用化されていますが、今後さらに新しい食品の開発が進む

ことが予想されています。 

  一方、遺伝子組換え食品については、安全性審査（リスク評価） の手続きが食品安全基本

法及び食品衛生法において義務化されており、安全性に問題がないと判断されたもののみが

国内で流通可能となっています。 

  平成２４年３月現在、我が国において安全性が確認され、販売・流通が認められている遺

伝子組換え食品である作物は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファ

ルファ、てんさい、パパイヤの８種類です。また、遺伝子組換え農産物やこれを原料とした

加工食品については、表示制度が定められています。表示義務の対象となるのは、遺伝子組

換え食品である大豆（ 枝豆及び大豆もやしを含む。） 、とうもろこし、ばれいしょ、なた

ね、綿実、アルファルファ、てんさい、パパイヤの８種類の農産物とこれらを原材料とした

加工食品（ 豆腐、納豆など） です。また、高オレイン酸遺伝子組換え大豆やこれを使用し
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た加工食品については、「大豆（ 高オレイン酸遺伝子組換え）」などの表示が義務付けられ

ています。 

 

 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（医薬品医療機器等法） 

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要

な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進

のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。  

動物用医薬品等については、品質、動物に対する有効性及び安全性の確保に加え、食用動

物用の医薬品については畜水産食品への残留を防止するため、品目毎に製造（輸入）承認や

再審査等を実施し、製造や輸入販売の許可などの必要な規制を行うとともに、食用動物に対

しては基準を定めて使用を規制しています。 

 

 

○ウェルシュ菌 

 酸素のないところで増殖し、ヒトや動物の腸管に生息する常在菌で、食物とともに腸管に

達すると増殖して毒素を作り、食中毒を引き起こします。ウェルシュはこの菌を最初に分離

した人の名前に由来しています。 

 

＜特徴＞ 人や動物の腸管や土壌、下水に広く生息する。酸素のないところで増殖する菌で芽

胞を作る。芽胞は、100 ℃、1～3 時間の加熱に耐える。食品を加熱調理し、他の細菌

が死滅してもウェルシュ菌の耐熱性芽胞は生き残り、食品の温度が発育に適した温度

まで下がると発芽して急速に増殖する。このため、大量の食品を加工する施設での発

生が多く、発生数の割に患者数が多く、しばしば大規模発生がみられる。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 8～12 時間。主症状は下痢と腹痛で、嘔吐や発熱はまれである｡ 

＜過去の食中毒原因食品＞ 多種多様の煮込み料理（カレー、煮魚、麺のつけ汁、いなりずし、

野菜煮付け）など。 

＜対策＞ 清潔な調理を心がけ、調理後速やかに食べる。食品中での菌の増殖を阻止するため、

加熱調理食品の冷却は速やかに行う。食品を保存する場合は 10 ℃以下か 55 ℃以上を

保つ。また、食品を再加熱する場合は、十分に加熱して栄養細胞を殺菌し早めに摂食

する。ただし、加熱しても芽胞は死滅しないこともある。 

 

 

○牛海綿状脳症対策特別措置法（ＢＳＥ対策特別措置法） 

  牛海綿状脳症の発生を予防し、まん延防止のための特別の措置を定めること等により、安   

全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、国民の健康の保護並びに肉用牛生産及び酪農、

牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることを目的

とします。 

 国及び都道府県が講ずべき措置に関する基本計画の策定、牛の肉骨粉を原料等とする飼料

の使用禁止の規定、死亡牛の届出及び検査、と畜場における BSE検査や特定部位の除去・焼
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却、牛に関する情報の記録等の規定、牛の生産者等の経営の安定のための措置等について規

定しています。 
 

 

○牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 

（牛肉トレーサビリティ法） 

 牛海綿状脳症（BSE）のまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼確保を図

るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階にお

いて当該個体識別番号を正確に伝達するための制度を構築することを目的に規定しています。 
 

 

○栄養機能食品 

主にビタミン、ミネラルといった、人間の生命活動に不可欠な栄養素の補給・補完を目的

とする食品で、基準を満たしていれば、栄養機能を表示することができますが、栄養機能表

示だけではなく、注意喚起表示も必要とされています。 

 

 

○エルシニア菌 

エルシニア菌を持つ動物の糞便を介して汚染された食肉や飲料水の摂取により食中毒を引

き起こします。保育所や小学校で集団食中毒が起こることがあります。 

 

＜特徴＞ 家畜（特に豚）､ネズミなどの野生小動物が保菌する。低温域（0～5 ℃）でも増殖

することができる。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 2～3 日。主症状は、発熱、腹痛、下痢。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 主に食肉。サンドイッチ、野菜ジュース、井戸水も報告されてい

る。 

＜対策＞ 食肉は十分に加熱（75 ℃以上、数分）する。低温でも増殖するので冷蔵庫に保存し

ても過信しない。 

 

 

○黄色ブドウ球菌 

ヒトや動物の表皮や粘膜などに常在する細菌で、毒素を産生し食中毒の原因菌となります。

顕微鏡で観察するとブドウの房のように複数の細菌が集団を形成し、培地上で黄色のコロニ

ーを形成することからこの名前が付いています。 

 

＜特徴＞ ヒトを含めた各種のほ乳動物、鳥類等に広く分布。特に、健康者の鼻、咽頭、腸管 

等に常在し、人間の手指からも検出。菌の増殖に伴い、毒素（エンテロトキシン）を

生成し、食中毒を引き起こす。毒素は 100 ℃、30 分の加熱でも無毒化されない。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 1～3 時間。主症状は、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢。 
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＜過去の食中毒原因食品＞ 乳・乳製品（牛乳、クリームなど）、卵製品、畜産製品（肉、ハ

ムなど）、穀類とその加工品（握り飯、弁当）、魚肉ねり製品（ちくわ、かまぼこな

ど）、和洋生菓子など。 

＜対策＞  手指の洗浄、調理器具の洗浄殺菌。手荒れや化膿巣のある人は、食品に直接触れな

い。防虫、防鼠対策は効果的。低温保存は有効。生成された毒素は、加熱調理により

分解されにくいので、注意が必要。 

 

 

 

○貝毒 

 貝毒とは、主に二枚貝（カキ、アサリ、ホタテなど）などが、毒素を持った植物プランク

トン（貝毒原因プランクトン）を餌として食べることにより体内に毒素を蓄積させる現象の

ことをいいます。 

 また、蓄積する毒そのものや、その毒による食中毒症状のことを指して貝毒と呼ぶ場合も

あります。 

 ただし、貝毒原因プランクトンは常に海域で発生している訳ではありませんので、常に貝

が毒化しているのではありません。 

 貝毒は、その症状により、麻痺性貝毒、下痢性貝毒、神経性貝毒、記憶喪失性貝毒に分け

られます。その中で、日本国内において発生が問題となっているのは、麻痺性貝毒と下痢性

貝毒の二つです。それぞれ原因となるプランクトンが異なります。 

 貝毒の監視は、各自治体によって定期的に、貝毒原因プランクトンの分布調査や二枚貝の

可食部の毒量検査を行っています。規制値が決められており、毒化した二枚貝が市場に出回

らないように、出荷規制が行われます。 
 

 

○家畜伝染病予防法 

  家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図る        

ことを目的としています。 

  家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延を防止するための、 検査、家畜伝染病の患畜等  

の届出、殺処分等の措置、輸出入検疫について規定しています。 

 

 

○カドミウム 

 カドミウムは、鉱物中や土壌中などに天然に広く存在する重金属で、鉛・銅・亜鉛などの

金属とともに存在することから、日本においては１千年以上前から鉱山開発などにより、地

中から掘り出されてきました。多くの食品には、天然由来のカドミウムが含まれていること

が確認されています。 

 自然環境中のカドミウムが農畜水産物に蓄積し、それらを食品として摂取することで、カ

ドミウムの一部が体内に吸収され、主に腎臓に蓄積します。 

 カドミウム濃度の高い食品を長年にわたり摂取すると、慢性毒性として近位尿細管の再吸

収機能障害が認められています。 
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○監視指導計画 

 都道府県などの保健所を設置している自治体は、食品衛生法第２４条に基づき年度ごとに

食品衛生監視指導計画を定めることになっています。 

 また、計画を定める時には、食品衛生法第６４条の規定により広く公表し、住民の意見を

求めることになっています。 
 

 

○カンピロバクター・ジェジュニ／コリ 

日本国内で発生している食中毒の中で、発生件数が最も多い食中毒です。また、患者数が 

1名の事例が多いことも特徴です。 

 

＜特徴＞ 家畜、家禽類の腸管内に生息し、食肉（特に鶏肉）、臓器や飲料水を汚染する。鶏

肉などの食材中ではほとんど菌が増殖することがない。 

乾燥に極めて弱く、また、通常の加熱調理で死滅する。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 1～7 日と長い。主症状は、発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下

痢、血便など。少ない菌量でも発症。潜伏期間が長いので、判明しないことも多い。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 食肉（特に鶏肉）、飲料水、生野菜、牛乳など。主に食肉（特に

鶏肉）を介した食中毒が近年増加傾向にある。 

＜対策＞ 調理器具を熱湯消毒し、よく乾燥させる。肉と他の食品との接触を防ぐ。食肉・食

鳥肉処理場での衛生管理、二次汚染防止を徹底する。食肉は十分な加熱（75 ℃以上、

1分間以上）を行う。 

 

 

○期限表示 

  食品の期限表示には、消費期限（品質が急速に劣化しやすい食品が対象、（例：弁当、サ   

ンドイッチ、生めん等）と賞味期限（品質の劣化が比較的遅い食品が対象、例：スナック菓子、

カップめん、缶詰等）の2種類があり、ともに包装を開封する前の期限であること、定められ

た方法により保存することを前提としている。  

「消費期限」は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の

劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日である。  

「賞味期限」は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保

持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことをいう。ただし、当該期限を超え

た場合であっても、すぐにこれらの品質が保持されなくなるというわけではない。  

各期限設定は、食品の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠をもっ

て適正に設定している。 

 

 

○機能性表示食品 

  食品表示法により創設された制度で、特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増

進に役立つ）という食品の機能性を表示することが可能となりました。「特定保健用食品」

等と異なり、国の審査等は必要なく、一定の科学的根拠に基づき、消費者庁に届け出ること



 

 - 13 - 

により、60日後に販売が可能となります、ただし、疾病の診断、治療、予防を目的としたも

のではなく、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦及び授乳婦を対象に開発された食品

ではありません。 

 

 

○健康食品（いわゆる） 

  いわゆる「健康食品」という言葉は、法令上の明確な定義がありませんが、一般的には食  

品のうち「ふつうの食品よりも健康によいと称して売られている食品」をいいます。そのう

ち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

国の許可の有無や食品の目的、機能等の違いにより「特定保健用食品」、「栄養機能食品」

「機能性表示食品」に分類されます。 

 

 

○健康増進法 

急速な高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大している

ことから、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の

栄養の改善を始めとする国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上

を図ることを目的としています。 

 食品関係の内容としては、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など、特別の用途に適する

旨を表示する特別用途表示、健康保持増進の効果などについての虚偽又は誇大な広告等の禁

止などについて規定しています。 

 

 

○コイヘルペスウィルス病 

マゴイとニシキゴイに発生する病気で、コイ以外の魚や人への感染はしません。発病する

と行動が緩慢になったり、餌を食べなくなるが、目立った外部症状は少なく、えらの退色や

びらん（ ただれ） などがみられます。幼魚から成魚までに発生し死亡率が高く、現在、有

効な治療法はありません。 

 1 9 9 8年にイスラエルやアメリカでコイの大量死があり、2 0 0 0年にこれが新しいウイ

ルス（KHV） が原因であることが発表されました。その後、ヨーロッパやインドネシアなど

でもコイヘルペスウイルス病の発生が確認され、我が国では 2 0 0 3年に初めて発生が確認

されました。 

 コイヘルペスウイルスは 30 ℃ 以上では増殖することができないため、人（ 体温 36～  

37 ℃ ）は感染せず、仮に感染したコイの肉を食べたとしても、人体に影響はありません。 

 

 

○高病原性鳥インフルエンザ 

鳥インフルエンザはインフルエンザウイルスによる鳥の感染症であり、そのうち、急性の 

経過をたどり、罹病率、致死率ともに高いものを高病原性鳥インフルエンザと呼んでいます。 

なお、家畜伝染病予防法では、H5もしくはH7亜型のウイルスの感染による鶏、あひる、う 

ずら、七面鳥の病気を高病原性鳥インフルエンザと規定しています。 

  強毒型の高病原性鳥インフルエンザウイルスによる感染では、感染した鶏の大半が死亡す 
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るなど大きな被害が出ますが、病原性が低い H5あるいはH7亜型感染の場合は、無症状ある

いは軽い呼吸器症状や産卵率の低下を示す程度でとどまります。 

我が国の現状においては、高病原性鳥インフルエンザが、食品を介して人に感染する可能 

性はないものと考えられています。ＷＨＯ（ 世界保健機関によると、鳥インフルエンザウイ

ルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を

70 ℃ に達するよう加熱することが推奨されています。仮に、食品中にウイルスが存在した

としても、食品を十分に加熱調理して食べれば感染の心配はありません。 
 

 

○個体識別システム（牛） 

１頭の牛を生涯唯一の番号「個体識別番号」により、識別・管理し牛の異動履歴を把握し

ようとするもので、２００１年９月、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）が日本で初めて確認されたこ

とを発端に、ＢＳＥ緊急対策として、全国のすべての牛に対して固有番号を付した識別耳標

の装着を行って、各個体の出生報告から異動情報を、その都度の報告によりデータベースに

記録し管理されています。 

 個体識別番号は、国際基準規格（ＩＳＯ）付番体系に基づく、１０桁番号で表示され、牛

１頭ごとに重複することの無い生涯唯一の番号で管理することにより、「トレーサビリティ」

を確保し、牛肉の安全性の保証を行うシステムです。 
【関連項目：牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（牛肉トレーサ

ビリティ法）】 

 

 

○コンプライアンス Compliance 

「要求・命令などに従うこと、応じること」を示す英語。 

法律や規則を守ることをいいますが、社会的規範や倫理までを含める場合もあります。 

  コンプライアンスに反した食品関連の例としては、食品衛生法、農林物資の規格化及び品  

質表示の適正化に関する法律（いわゆる JAS法）で義務付けられている表示事項について、

偽りの表示をする「食品の偽装表示」などがあります。 

 

 

 

○サルモネラ属菌 

自然界に広く生息し、ほ乳類、鳥、は虫類などから検出されます。 

  卵、食肉、うなぎ、スッポンなどの食材に汚染が見られ、また、ミドリガメのようなペッ  

トが菌を持っていることもあります。  

 

＜特徴＞ 動物の腸管、自然界（川、下水、湖など）に広く分布。生肉、特に鶏肉と卵を汚染

することが多い。乾燥に強い。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期間： ６～４８時間（平均１５時間）、主症状は、激しい腹痛、下痢、

発熱、嘔吐、長期にわたり保菌者となることもある。 
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＜過去の食中毒原因食品＞ 卵またはその加工品、食肉（牛レバー刺し、鶏肉）、うなぎ、す

っぽん、乾燥イカ菓子など。食中毒菌で汚染されている食品、調理器具などと接触す

ることによって新たに汚染された（二次汚染による）各種食品。 

＜対策＞ 肉・卵は十分に加熱（75 ℃以上、1 分以上）する。卵の生食は新鮮なものに限る。

低温保存は有効だが、過信は禁物。二次汚染にも注意が必要。 
 

 

○残留農薬 

農作物等の栽培、保存時に農薬が使用された場合に、農作物等や環境中に残る農薬やその

代謝物を残留農薬といいます。農薬は、目的とした薬効を発揮し、徐々に分解・消失します

が、収穫までに全てがなくなるとは限りません。このため作物に使用した農薬が収穫された

農作物に残り、食品としてまたは家畜の飼料として利用されることで乳や肉を介して、ヒト

の口に入ることが考えられます。この残留農薬がヒトの健康に害を及ぼすことがないように、

農薬の登録に際して農薬の使用方法等に関する使用基準が定められ、食品衛生法及び飼料安

全法に基づいて食品や飼料に残留する農薬などの量の限度（ 残留農薬基準値） を超えない

ようにされています。 

 なお、残留農薬基準値を超えた農薬が残留する食品等は、販売などが禁止されます。 

 

 

○ＪＡＳ法：農林物資の規格化等に関する法律 

  適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の 

 品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用または消費の合理化を図るとともに、 

農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって食品表示法による措置と相まっ

て一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 通称「ＪＡＳ法」と呼ばれ、ＪＡＳ規格による格付検査に合格した飲食料品等にＪＡＳマ

ークを付けることを認めるＪＡＳ規格制度があります。 

 

 

○食育 

現在および将来にわたり、健康で文化的な国民の生活や豊かで活力のある社会を実現する

ため、様々な経験を通じて、国民が食の安全性や栄養、食文化などの「食」に関する知識と

「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することができる人間を育てる

ことをいいます。 

 平成１７年７月１５日に施行された食育基本法では、「食育を、生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて

「食」に関する 知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる

人間を育てる食育を推進することが求められている」としています。 
 

 

○食生活指針 

  健康増進や生活習慣病予防のために、「何をどのように食べたらよいか」について、専門  

家ではない一般の人にもわかりやすく示したものです。 



 

 - 16 - 

 

 

○食品供給行程（フードチェーン） 

 食品が収穫、漁獲などにより採取される段階から、流通、加工、調理などを経て販売され、

消費者の口に入るまでをフードチェーンといいます。食品供給行程の各段階であらゆる要素

が食品の安全性に影響を及ぼす可能性があるため、各段階で必要な対応が適切に取られるべ

きです。 
 

 

○食中毒 

食品に起因する胃腸炎、神経障害などの中毒症の総称で、その原因物質によって微生物性

食中毒、自然毒食中毒（ 毒キノコ、フグ毒、かび毒などが原因）、化学物質による食中毒、

その他原因不明なものに分類されます。 

 微生物性食中毒は細菌性食中毒とウイルス性食中毒に分けられ、このうち細菌性食中毒は、

感染型と毒素型に分類されます。 

 

◇感染型食中毒：食品中に増殖した原因菌（ サルモネラ属菌、リステリア、腸炎ビブリオ、

エルシニア菌など） を食品とともに摂取した後、原因菌が腸管内でさらに

増殖して臨床症状を起こします。 

◇毒素型食中毒：細菌が生産する毒素により臨床症状を起こすものです。食品内で原因菌が

増殖し産生された毒素が原因物質となる食品内毒素型と、摂取された生菌

が腸管内で増殖し、産生する毒素が原因物質となる生体内毒素型に分けら

れます。 

 

前者には、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌（ 嘔吐型） などがあり、 

後者には腸管出血性大腸菌、ウェルシュ菌、セレウス菌（ 下痢型） などがあります。 

 

 

○食品安全基本法 

  近年、食の安全を脅かす事故が相次いで発生し、食の安全に対する国民の関心が高まって  

いることに加え、世界中からの食材の調達、新たな技術の開発などの国民の食生活を取り巻

く情勢の変化に的確に対応するため、 

 

①  食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康保護が最も重要であるこ 

 と等を明らかにするとともに、 

②  リスク分析手法を導入し、食品安全行政の統一的、総合的な推進を担保し、 

③  そのためにリスク評価の実施を主たる任務とする食品安全委員会を設置すること等を 

 規定した法律です。 

  この法律に基づき、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関から独立してリスク評  

価を行う機関として、食品安全委員会が内閣府に設置されました。 
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○食品衛生監視員 

  食品衛生法の規定により、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師等の資格を有する者に対し 

 て、厚生労働大臣または都道府県知事から任命された者で、食品製造業、食品販売店等に対 

して、立入検査、監視指導、収去検査を実施しています。 

 

 

○食品衛生推進員 

食品衛生法に基づき、食中毒の発生防止及び食品衛生の維持向上に関する知識を特に習得 

 した人に対して知事が委嘱し、活動を依頼しています。食品衛生推進員は、営業者の施設の 

衛生管理の方法等、事業者からの相談に応じ助言などの活動を行っています。 

 

 

○食品衛生責任者 

営業施設の自主衛生管理を行うために、食品衛生責任者の設置が県条例で義務づけられて

います。責任者になるには、有資格者（調理師、製菓衛生師等）以外は養成講習会を受講す

る必要があります。 

 

 

○食品添加物 

食品添加物は、食品の製造過程において着色、保存等の目的で食品に加えられるものであ

り、原料として、「ヒトの健康を損なうおそれのない場合」として厚生労働大臣が指定する

もの以外は使用が認められていません。 

 食品添加物は、用途別で次のように分けることができます。 

① 食品の品質を保つもの（保存料、殺菌料、酸化防止剤） 

② 食品の色（着色料、漂白剤など）や、味（甘味料、酸味料）、香り（香料）などの向上 

を目的としたもの 

③ 食品を製造または加工するときに必要なもの（豆腐の凝固剤、乳化剤、抽出 のための溶 

剤など） 

④ 食品の栄養成分を補うために必要なもの（ビタミン、ミネラル、アミノ酸） 

新しく指定される食品添加物については、食品安全委員会が一日摂取許容量（ＡＤＩ）を 

設定するなどのリスク評価を行い、その結果に基づいて厚生労働省が食品添加物を指定し、 

規格基準※を設定しています。 

また、現在使われている食品添加物には、このような食品安全委員会の審議を経て指定さ

れたもののほかに、長年の食経験などから判断して認められているもの（既存添加物）もあ

りますが、これらについては、厚生労働省において規格基準の設定や安全性試験が継続して

行われています。 

 

※ 食品の安全性を確保するため、食品添加物の成分規格、製造基準、保存基準及び表示基  

準を設定しています。 
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○食品衛生法 

 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制を講ずることにより、飲食に

起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。 

 食品、添加物、器具や容器包装の規格基準、表示及び広告等、営業施設の基準、またその

検査などについて規定しています。 
 

 

○食品表示法 

食品の表示に関して、「JAS法」、「食品衛生法」、「健康増進法」の３法の規定を整理、

統合した法律です。平成 27年４月１日に施行されましたが、加工食品と添加物は５年間、生

鮮食品は１年６ヶ月間の猶予期間が設けられました。表示事項は、名称、原材料名、添加物、

原料原産地名、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、事業者の名称及び所在地など

の、従来の事項に加え、新たに、加工食品及び添加物の栄養成分表示が義務化されました。 

 

 

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 

 食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制を講ずるとともに、食鳥検査の制

度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保

護を図ることを目的としています。 

 食鳥処理の事業について、衛生上の見地から、食鳥処理場の構造設備の基準、衛生的管理

の基準を定めるとともに、食鳥のとさつに際して、都道府県知事が行う検査を受けることを

義務付け、その方法等について規定しています。 

 

 

○飼料 

  「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」では、家畜の栄養に供することを目  

的として使用されるものと定義し、同法の公定規格では、配合飼料、混合飼料、体飼料に区

分されています。 

 また、飼料をその成分や性状から粗飼料（牧草などの一般に粗繊維が多く、消化吸収され

る栄養分が少ないもの）、濃厚飼料（穀類、ぬか類、油かす類および動物性飼料などの一般

に粗繊維が少なく、消化吸収される栄養分の多いもの）などに区分することがあります。 

 

 

○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（飼料安全法） 

 飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等

を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、公共の安全の確保と畜産物

等の生産の安定に寄与することを目的としています。 

 飼料または飼料添加物についての製造、保存、使用、表示等の基準・規格の制定や基準・

規格に適合しない飼料の製造等の禁止などを規定しています。 
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○飼料添加物 

 家畜用飼料の安全性確保と品質維持のため、 

① 飼料の品質低下を防止する（防かび剤、抗酸化剤、乳化剤など）、 

② 飼料の栄養成分や有効成分を補給する（ビタミン、ミネラル、アミノ酸など）、 

③ 飼料に含まれる栄養成分の家畜への有効利用を促進する（ 抗生物質、酵素、生菌剤など） 

ことを目的として用いられる物質で、農林水産大臣により１５６品目が指定されています。

（ 平成27年５月現在） 

 飼料添加物を含む飼料の使用が原因で畜産物の生産が阻害されたり、ヒトに有害な畜産物

が生産されたりすることを防止するため、飼料添加物について、製造、使用、保存方法、表

示の基準や成分規格が定められており、これに適合しないものは飼料に添加することができ

ません。 

 

 

○耳標 

家畜の個体識別のため、耳につける標識のことです。 

 

 

○水産用医薬品 

動物用医薬品に含まれ、養殖魚等に用いられる医薬品で、抗生物質、サルファ剤及びワク 

チンなどがあります。また、薬事法に基づき対象とする養殖魚について医薬品の使用方法等

が定められています。 

 

 

○精度管理 

食品衛生検査施設における試験検査の信頼性を確認するため、均一な検体から得られた複

数の材料を繰り返し分析して得られる一連の測定値が、互いに一致しているようにすること

をいいます。分析の精度のみを保証するものではなく、品質保証システムそのものを指す場

合もあります。 

 

 

○セレウス菌 

  酸素のないところでも増殖し、ヒトの腸管にもみられる常在菌で、食中毒を引き起こしま  

す。 

 

＜特徴＞ 土壌などの自然界に広く生息する。毒素を生成する。芽胞は 100 ℃、30 分の加熱で

も死滅せず、家庭用消毒薬も無効。 

＜食中毒症状＞ 嘔吐型と下痢型がある。嘔吐型：食品中で産生された毒素が原因で発症する

毒素型であり、潜伏期は 30 分～3 時間。主症状は吐き気、嘔吐。下痢型：食品内で増

えた菌が喫食され、腸管内での増殖とともに産生された毒素によって起こる感染型で

あり、潜伏期は 8～16 時間。主症状は下痢、腹痛。 
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＜過去の食中毒原因食品＞ 嘔吐型：ピラフ、スパゲティなど。下痢型：食肉、野菜、スープ、 

弁当など。 

＜対策＞ 清潔な調理を心がけ、調理後速やかに食べる。米飯やめん類を作り置きしない。穀

類の食品は室内に放置せずに、加熱調理食品の冷却は速やかに行い、10 ℃以下で保存

する。 

 

 

 

○腸炎ビブリオ 

  主に生の魚介類を介して食中毒を引き起こしますが、近年の食中毒の発生は減少傾向にあ  

ります。魚を生食する習慣のない国ではあまり見られない食中毒です。 

 

＜特徴＞ 海（河口部、沿岸部など）に生息する。真水や酸に弱い。3％前後の食塩を含む食品

中でよく増殖し、室温でも速やかに増殖する。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 8～24 時間。主症状は、腹痛、水様下痢、発熱、嘔吐。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 魚介類（刺身､寿司、魚介加工品）。二次汚染による各種食品（漬

物、塩辛など）。 

＜対策＞ 魚介類は新鮮なものでも真水でよく洗う。短時間でも冷蔵庫に保存し、増殖を抑え

る。60 ℃、10 分間の加熱で死滅。二次汚染にも注意。 
 

 

○腸管出血性大腸菌 

  動物の消化管に生息する大腸菌のうち、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症 

症候群を起こす病原性大腸菌（ 人に下痢などの消化器症状や合併症を起こす。） のこと 

です。 

 

＜特徴＞ 動物の腸管内に生息し、糞尿を介して食品、飲料水を汚染する。家畜では症状を出 

さないことが多く、外から見ただけでは、菌を保有する家畜かどうかの判別は困難。赤

痢菌が生産する志賀毒素類似のベロ毒素を生産し、激しい腹痛、水溶性の下痢、血便を

特徴とする食中毒を起こす。少量でも発病することがある。加熱や消毒処理には弱い。

原因となっているものは、血清型 O157 がほとんどであるが、この他に O26、O111、O128 

及びO145 などがある。 

＜食中毒症状＞ 感染後 1～10 日間の潜伏期間。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がみられる。発熱は少ない。患者数は多くないが、乳幼児や高齢者

を中心に溶血性尿毒症症候群を併発し、意識障害に至るなど重症になりやすい。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 

   日本：井戸水、焼肉、牛レバーなど 

     欧米：ハンバーガー、ローストビーフ、アップルジュースなど 

＜対策＞ 食肉は中心部までよく加熱する（75 ℃、1 分以上）。野菜類は流水でよく洗う。 

    と畜場の衛生管理、食肉店での二次汚染対策を十分に行う。低温保存の徹底。 
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○ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症） Transmissible Spongiform Encephalopathy 

 プリオン病の別名、プリオン病は異常プリオン蛋白の増加による中枢神経疾患の総称。代

表的疾患にヒトのヤコブ病、羊のスクレイピー、牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）などがありま

す。この疾患の脳組織には、海綿状態が共通の特徴として見られます。 
 

 

○登録農薬 

国内で農薬を製造・輸入・販売・使用するために登録を必要とする制度で、農薬取締法に

基づいて定められています。農薬の製造者・輸入者は、農薬の品質（ 薬効） や作物に対す

る悪影響（ 薬害） のほか、人畜等に害を及ぼすことが無いよう毒性及び残留性などに関す

るさまざまな資料や試験成績等を提出して登録を申請します。 

   食品安全委員会が、提出資料に基づいて食品に残留する農薬のヒトに対する健康影響につ

いてリスク評価を行い、厚生労働省がその評価結果に基づいて食品中の残留基準値を設定し

ます。 

 また、環境省では環境への安全性に関する基準を設定します。農林水産省では、農薬の品

質や、農作物への薬害、農薬散布者の安全性と残留基準や環境への安全性の基準に適合する

使用方法などを総合的に審査します。これらの審査の結果、品質や安全性上の問題があれば、

農薬は登録されず、製造・販売等ができません。登録の有効期間は 3年で、審査を経て登録

されても、再登録の申請がなければ自動的に失効します。また、登録時に決められた使用方

法は、使用基準として製品の容器に表示しなければなりません。また、農薬の使用者は使用

基準を遵守するよう義務づけられており、違反した場合には罰則が設けられています。 

 

 

○動物用医薬品 

 家畜や養殖魚などの病気の治療や予防のために使用される医薬品のことです。作用別に、

抗生物質、寄生虫用剤、ホルモン剤等に分けられます。食料生産において重要な役割を果た

していますが、ヒトの健康をそこなうおそれのないようにリスク評価が食品安全委員会にお

いて実施され、その評価結果に基づいてリスク管理機関が食品中へ残留してはならないもの、

残留基準及び残留基準を担保するための出荷前の使用禁止期間などを定めています。 

 畜水産食品中の動物用医薬品の残留状況が厚生労働省の検疫所や自治体によってモニタ

リングされ、残留してはならないものや基準を超えた動物用医薬品が検出された場合は、違

反食品の回収・廃棄などの措置がとられます。 

 

 

○特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法） 

 地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び

付きを特定できるような名称（地理的表示）が付されているものについて、その地理的表示

を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ること

を目的とした法律です。 
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○特定危険部位 

  ＢＳＥ の病原体と考えられている異常プリオンタンパク質が蓄積することから、食品とし   

て利用することが法律で禁止されている牛の部位のことです。特定危険部位の範囲は、国に

よって少しずつ異なりますが、我が国では、牛海綿状脳症対策特別措置法により、と畜場に

おいて除去・焼却が義務づけられている特定部位（ すべての月齢の牛の頭部（ 舌やほほ肉

を除く。） 、せき髄、回腸遠位部（ 盲腸との接続部分から２ メートルまでの部分に限る。） 

と食品衛生法により、食品の製造などに使用してはならないとされている背根神経節を含む

せき柱のことを指します。 

 

 

○特定保健用食品 

医学・栄養学等科学的根拠を提示して、食品ごとに、消費者庁長官の許可・承認を受ける

必要があり、栄養成分、許可を受けた保健の用途（栄養成分の機能）、消費者の注意を喚起

する表示をしなければなりません。 

 

 

○特別栽培農産物 

 その農産物が生産された地域の慣行レベル（各地域で慣行的に行われている節減対象農薬

及び化学肥料の使用状況）に比べて節減対象農薬（有機農産物の JAS規格で使用可能な農薬

を除外したもの）の使用回数が 50%以下かつ化学肥料の窒素成分量が 50%以下で栽培された

農産物のことをいいます。 

 なお、本県の主要農産物の慣行レベルは県が策定し、ホームページで公開しています。 

（http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1278588681791/files/ninsyoukizyun.pdf） 

 

 

○と畜検査 

  と畜場において食用にするために「とさつ」解体される牛・豚・馬・めん羊・山羊を１頭  

ずつ検査することをいいます。この検査は、獣医師の資格を持った「と畜検査員」が行い、

病気などで食用に適さないものは不合格とし、安全な食肉のみを合格させます。 
 

 

○と畜場 

 と畜場法に基づき、食用に供する目的で獣畜（牛、馬、豚、山羊、羊）をと殺し、又は解

体するために設置された施設をいいます。 

 

 

○トレーサビリティシステム Traceability System 

 記録の追跡により、ある物品（商品）の流通経路が確認できる状態をいいます。ある時点

からさかのぼって追跡する場合をトレースバック、それ以降の経過を追跡する場合をトレー

スフォーワードといいます。 

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1278588681791/files/ninsyoukizyun.pdf
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 食品では、食品の生産、加工、流通などの各段階で原材料の出所や食品の製造元、販売先

などを記録・保管し、食品とその情報とを追跡できるようにすることで、食中毒などの早期

原因究明や問題食品の迅速な回収、適切な情報の提供などにより消費者の信頼確保に役立つ

ものをいいます。 

 国産牛肉については、平成１６年１２月から牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に

関する特別措置法に基づき流通・小売段階までのトレーサビリティシステムを導入すること

が義務化されました。また、現在、国産牛肉以外の食品全般については、生産者、流通業者

などの自主的な導入の取組を基本としつつ、各食品の特性を踏まえたトレーサビリティシス

テムの導入の支援が行われています。 

 

 

○豚コレラ 

 豚、猪に発生する病気で、人には感染しません。ウイルスによる伝染病で、強い伝染力と

高い致死率を特徴とし、アジア、アフリカ、南米、欧州の多くの国に存在します。症状とし

ては、食欲不振、高熱、結膜炎、便秘に次ぐ下痢、神経症状、体表に紫斑などが認められ、

ほぼ１００％死亡します。治療法はなく、ワクチンが実用化されていますが、我が国では平

成１２年１０月からワクチン接種を全国的に原則中止し、感染豚の淘汰による清浄化を中心

とした防疫体制をとり、平成１９年４月１日に清浄国として認められました。 

 

 

 

○農業生産工程管理（ＧＡＰ） 

ＧＡＰとは、「Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ」の略で、農業

生産工程管理手法と訳されます。 

 食品である農産物を生産する現場において、農業者自らが生産工程全体を見渡して、 

 ① 農作業の点検項目を決定し 、 

② 点検項目に従い農作業を行い、 

③ 記録を点検・評価し、改善点を見出し、 

④ 次回の作付けに活用する 

という一連の「農業生産工程の管理手法」（プロセスチェック手法）をいいます。 

   ＧＡＰは、農産物の安全確保のみならず、環境保全、農産物の品質向上、労働安全の確保   

等に有効な手法であり、このような管理手法を多くの産地・農業者が取り入れ、自らの営農・

生産条件や実力に応じて取り組むことが、安全な農産物の安定的な供給や環境保全などの実

現につながるものと期待されます。また、生産された農産物の安全性や品質の確保等につい

て消費者や食品営業者の信頼を確保する上でも有効な手法といえます。 

 

 

○農薬 

農作物を栽培していると、病気を起こす細菌やカビ、雑草、害虫、ネズミなど農作物に害

を与える生物が発生しますが、これらの有害な生物から農作物を守り、また、植物の生長を

調整することにより、収量や品質を維持するために用いられる薬剤や、成長促進や発芽抑制

により商品価値を高めるために使われる薬剤を「農薬」といいます。 
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農薬は、農薬取締法によって登録制度が設けられ、製造、販売、使用などについて規制さ

れています。 

 用途別に見ると、 

 ① 農作物を害する害虫を防除*する殺虫剤、農作物等にとって有害な菌（細菌やカビ）を   

防除する殺菌剤  

② 農作物を害する雑草を防除する除草剤 

③ 種なしぶどうなど農作物の成長を調整する際に用いられるいわゆる植物成長調整剤が  

代表的なものです。 

また、害虫を食べるハチなどの「天敵」や微生物を利用した農薬（生物農薬）は薬剤では

ありませんが、農薬として扱われています。 

 

＊ 防除：農薬等の使用により、病害虫や雑草等による農作物への被害を抑えることをいいま

す。現在栽培されている農作物の中には、農薬を使用しなければ、ほとんど収穫できない

もの（例：りんご、もも）もあることから、病気や害虫、雑草の害を食い止め、品質のよ

い農作物等を安定的に供給するために農薬が使われています。 また、真夏の草取りなど、

生産者の作業軽減にも役立っています。 

 

 

○農薬取締法 

  農薬を登録する制度を設け、販売や使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化  

とその安全かつ適正な使用の確保を図り、農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとと

もに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的としています。 

 農薬の登録、製造・輸入・販売・使用の規制､立入検査､回収命令及び罰則等について規定

しています。 
 

 

○農用地の土壌汚染防止等に関する法律 

農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止・除去やその汚染に係る農用地の利用の合

理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康を損なうおそれがある農畜産物

が生産され､または農作物等の生育が阻害されることを防止し､国民の健康の保護及び生活環

境の保全に資することを目的としています。 

 農用地土壌汚染対策地域の指定､農用地土壌汚染対策計画、農作物の作付け等に関する勧告、

立入調査等について規定しています。 

 

 

○ノロウイルス 

冬季を中心に、年間を通して胃腸炎を起こします。以前は小型球形ウイルスと呼ばれてい

ました。 

 

＜特徴＞ 手指や食品などを介して感染し、おう吐、下痢、腹痛などを起こす。ノロウイルス

による食中毒事例では、原因食品の判明していないものが多く、その中には食品取扱

者を介して二次的に食品が汚染されることが多いのも特徴。その他の原因としては、
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貝類（二枚貝）がある。少量のウイルスでも発症し、通常の殺菌・消毒に使用される

アルコールなどはあまり効果がない。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 24～48 時間。主症状は、下痢、嘔吐、吐き気、腹痛、38 ℃以下の 

発熱。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 貝類（二枚貝等）。調理従業者からの二次汚染によるサンドイッ 

チなど。感染事例は近年増加傾向にあり、食品を原因とするものに加え、食品を介さ

ない感染（ヒト―ヒト感染）も報告されている。 

＜対策＞ 手指をよく洗浄する。食品を取り扱う際は十分に注意し、手洗いを徹底する。調理

器具等は洗剤等を使用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度200 ppm）

で浸すように拭くか、あるいは熱湯で１分以上の加熱が有効。二枚貝は中心部まで充

分に加熱する（85 ℃～90℃、90秒間以上）。野菜等の生鮮食品は充分に洗浄する。  

 

 

 

○ＨＡＣＣＰ 

  食品の衛生管理手法の一つです。「危害分析重要管理点」ともいいます。 

1960年代にアメリカの宇宙計画の中で宇宙食の安全性を高度に保証するために考案された 

製造管理のシステムで、Hazard Analysis and Critical Control Pointといい、頭文字の略

語としてＨＡＣＣＰ（ハサップ、ハセップ、ハシップともいう。）と呼ばれています。 

 ＨＡＣＣＰは、製造における重要な工程を連続的に管理することによって、ひとつひとつ

の製品の安全性を保証しようとする衛生管理法であり、危害分析、CCP（ 重要管理点）、CL

（ 管理基準）、モニタリング、改善措置、検証、記録の７原則から成り立っています。 

 ＨＡＣＣＰシステムによる衛生管理の基礎として「衛生標準作業手順」（SSOP：Sanitation 

Standard Operating Procedures）の導入など、一般的衛生管理が適切に実施される必要があ

ります。 

 わが国では、食肉製品、乳・乳製品、いわゆるレトルト食品などに対して、ＨＡＣＣＰシ

ステムによる衛生管理の方法について厚生労働大臣が基準に適合することを各施設毎に承認

する制度が設けられています。 
 

 

○肥料取締法 

肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施

用基準の公定、登録、検査等を行い、農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健

康の保護に資することを目的としています。 

 肥料の登録、施用の規制、立入検査、回収命令及び罰則等について規定しています。 

 

 

○ＢＳＥ（牛海綿状脳症） 

  牛の病気の一つです。ＢＳＥ に感染した牛では、ＢＳＥ プリオンと呼ばれる病原体が、  

主に脳に蓄積することによって、脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などの

中枢神経症状を呈し、死に至ると考えられています。また、潜伏期間は平均 5年、ほとんど

の場合が4年から6年と推測されています。現在のところ、生体診断法や治療法はありませ
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ん。牛から牛にBSE が蔓延したのは、BSE感染牛を原料とした肉骨粉を飼料として使ってい

たことが原因と考えられています。わが国では、これまで 36頭（ 2015年4月時点） が確認

されています。 

 

 

○ＢＳＥスクリーニング検査 

牛がＢＳＥに感染していないかどうかを、牛の脳の一部（延髄）を取り出して、そこにＢ

ＳＥの原因と考えられる異常プリオンがないかを調べるための一次検査です。 

 国内では、平成13年 10月18日から、と畜場に出荷された食用とされるすべての牛につい

て、全国の食肉衛生検査所等において実施されていましたが、検査対象月齢の見直しが行わ

れ、平成25年７月からは 48ヶ月超の牛が検査対象とされています。 

 

 

○プリオン 

プリオンとは、感染性を有するタンパク質様の病原体を意味する造語（ proteinaceous 

infectious particles）で、牛海綿状脳症（BSE）やヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病（ Ｃ

JD）の原因と考えられています。その本体とされる感染型プリオンタンパク質とは別に、正

常個体内にはもともと正常型プリオンタンパク質が存在します。両者のアミノ酸配列は同じ

であるが、唯一立体構造が相違していることが知られています。 

 

 

○保健機能食品 

栄養成分の補給や特定の保健の用途に資するもの（ 身体の機能や構造に影響を与え、健康

の維持増進に役立つものを含む。） であることについての表示が認められている食品であり、

「栄養機能食品」、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」の三つがあります。 

 

 

○ポジティブリスト（制度） 

 原則禁止の中で、禁止していないものを例外的に一覧表に示す制度をいいます。食品添加

物については、食品衛生法の規定により「ヒトの健康を損なうおそれのない場合」として厚

生労働大臣が指定するもの以外は、原則として使用が認められないポジティブリスト制度が

とられてきました。 

 平成１５年の食品衛生法の改正により、食品に残留する農薬、飼料添加物、動物用医薬品

（ 以下「農薬等」）についてもポジティブリスト制度が導入され、（残留基準が制定され

ていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度）が導入され、平成 

１８年５月２９日施行されました。 

  

※ ネガティブリスト制とは、原則自由の中で、禁止しているものだけを一覧表に示し、規 

制する制度をいいます。 
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○ボツリヌス菌 

 酸素のある条件では生育できない細菌で、食品の中で増殖した菌の産生したボツリヌス毒

素によって食中毒の原因となります。 

 また、乳児では大腸細菌叢が発達していないため、大腸中で増殖した菌が産生する毒素に

よって乳児ボツリヌス症を起こすことがあります。産生する毒素の種類によって、A 型菌か

らG 型菌に区分される。食中毒は主に A 型菌、B 型菌、E 型菌によるものが多いです。 

 

＜特徴＞ 土壌中、河川、動物の腸管など自然界に広く生息する。酸素のないところで増殖し、

熱にきわめて強い芽胞を作る。強い神経障害をもたらす毒素を産生する。毒素の無害

化には、80 ℃で 20 分以上の加熱を要する。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期は 8～36 時間。主症状は、吐き気、嘔吐、筋力低下、脱力感、便秘、

神経症状（複視などの視力障害や発声困難、呼吸困難など）。発生は少ないが、いっ

たん発生すると重とくとなり、致死率は 20％と高い。 

＜過去の食中毒原因食品＞  

日 本：「いずし」を原因食品とする E 型菌による食中毒が多発しているが、A 型菌、   

B 型菌による食中毒もある。 

諸外国：食肉製品や野菜缶詰を原因食品とする A 型菌、B 型菌が多い。 

乳児ボツリヌス症の場合、蜂蜜、コーンシロップなどからの感染がある。 

＜対策＞ いずしによる発生が多いので注意が必要。容器が膨張している缶詰や真空パック食

品は食べない。ボツリヌス食中毒が疑われる場合､抗血清による治療を早期に開始する。 
 

 

 

○無承認無許可医薬品 

薬事法において、医薬品を製造したり、輸入したりするためには、その成分、効能、副作

用等の審査を受け、品目ごとに承認を受ける必要があります。また、製造や輸入を行う場所

ごとに許可が必要であり、この承認や許可を受けていないものを「無承認無許可医薬品」と

呼びます。 

 近年、いわゆる健康食品と称して販売されている製品の中に、医薬品成分が含有され、そ

れらの製品を服用したことによる健康被害の発生事例が全国的に報告されるなどの問題がお

きています。厚生労働省のホームページにおいて、『無承認無許可医薬品情報』が公表され

ています。 

 

 

 

○リスクコミュニケーション 

リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者そ

の他関係者の間で、情報及び意見を相互に交換し理解を深めることをいいます。 
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○リステリア 

乳、食肉など様々な食品が汚染されることで食中毒を起こします。その汚染源、経路は良

く分かっていませんが、諸外国では調理済加工食品を媒介したリステリア症が多数報告され

ています。 

 

＜特徴＞ 家畜、野生動物、魚類、河川、下水、飼料など自然界に広く分布。4 ℃以下の低温

でも増殖可能。65 ℃、数分の加熱で死滅。ナチュラルチーズ、食肉、野菜サラダ、刺 

身などを汚染。 

＜食中毒症状＞ 潜伏期間は 24 時間から数週間と幅が広い。主症状は倦怠感、弱い発熱を伴 

うインフルエンザ様症状。妊婦、乳幼児、高齢者では、感染すると髄膜炎や敗血症、流

産などを起こし、死に至る場合もある。 

＜過去の食中毒原因食品＞ 日本国内においては、食中毒統計上、本菌が食中毒の原因として

報告された事例はないが、欧米では多数報告されている。未殺菌牛乳、ナチュラルチー

ズ、野菜、食肉、ホットドックなど。 

＜対策＞ 生肉、未殺菌乳を原料とするナチュラルチーズなどをできるだけ避け、冷蔵庫を過

信しない。 
 

 

 

 

【参考資料：内閣府食品安全委員会「食品の安全性に関する用語集」（第４版）】 

 


