
  

1 

参考２ 

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物についての 

アンケート及び情報・意見募集結果 
 

１．実施方法 

 (1)農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物についてのアンケート 

（以下、「アンケート」と表記） 

・実施方法：別添 3の様式を以下の方法により配布し回答を回収 

・期間：平成 28年 5月 31日から 6月 30日 

・配布方法：電子メール及び郵送 

・配布数：1711件（ただし、各団体等には傘下会員等への配布を依頼） 

・回答数：833件（うち、非公表希望 8件）内訳は下表のとおり 

※一部の配布先からは、部門ごと又は個人の意見として複数の回答の提出があった。 

 回答数 割合（%） 

都道府県・市 336 40 

消費者団体 253 30 

生産者・食品事業者団体 73 9 

生産者・食品事業者 104 12 

研究機関 56 7 

分析機関 9 1 

不明 2 0.2 

合計 833 100 

 

 (2)農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すに当たっての情報・意

見募集（以下、「情報・意見募集」と表記） 

・実施方法：農林水産省ウェブサイトに別添 4のフォームを設置し情報・意見を募集 

・実施期間：平成 28年 5月 31日から 6月 30日 

・回答数：4件 

 

２．アンケート結果の概要 

(1)現在、優先的にリスク管理を行う対象としている有害微生物への関心の程度 

 

（個々のご意見、情報は別添１） 
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・サルモネラ、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスでは、非常に関心がある、関心があ

る、の合計の比率が 87%、カンピロバクターでは 80%であった。 

・クドア・セプテンプンクタータでは、知らなかった、の比率が 37%を占めた。 

・都道府県・市では、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、ノロウイ

ルスで、非常に関心がある、関心がある、の合計の比率が 80%以上、リステリア・モ

ノサイトジェネスとクドア・セプテンプンクタータで、60%以上だった。 

・消費者団体では、サルモネラ、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスで、非常に関心が

ある、関心がある、の合計の比率が 90%以上だった。リステリア・モノサイトジェ

ネスとクドア・セプテンプンクタータで、知らなかった、の比率は 30%未満だった。 

 

(2)積極的にリスク管理を行うべきと考える微生物 

アルコバクター、ウェルシュ菌、エシェリキア・アルバーティー、 

エルシニア・エンテロコリチカ、黄色ブドウ球菌、クロノバクター・サカザキ、 

セレウス菌、腸炎ビブリオ、ビブリオ・バルニフィカス、ボツリヌス菌（10） 

 

E型肝炎ウイルス、A型肝炎ウイルス（２） 

 

アニサキス、サルコシスティス、トキソプラズマ・ゴンディ、肺吸虫（４） 

 

病原微生物全般、非定型抗酸菌、耐熱性微生物、耐熱性菌の耐熱性評価方法 

Geobacillus属などの耐熱性菌、耐熱性好酸性菌、 

薬剤耐性を獲得した EHEC・カンピロバクター・腸球菌、 

薬剤耐性菌（バンコマイシン耐性腸球菌、ESBL、CRE等）、 

クレブシエラ等の腸内細菌科細菌、黄色ブドウ球菌（薬剤耐性）、 

汚染指標菌（一般生菌数、大腸菌群）、 

大腸菌群（動物の腸内容物やふん便以外の物）、コクシエラ（Q熱）、 

シュードモナス属、セパシア菌、セラチア菌、大腸菌（鶏大腸菌症の起因菌として）、 

フィーカリバクテリウム・プラウスニッチ、プロトテカ属、ヨーネ菌、 

Mycoplasma bovis、病原性レプトスピラ、ロイコノストック（乳酸菌）、 

Yersinia pseudotuberculosis 

 

牛白血病、ロタウイルス 

 

アジア条虫、クドア・セプテンプンクタータ以外の粘液胞子虫、 

ユニカプセラ・セリオラエ、ユニカプセラ属以外の粘液胞子虫、 

クリプトスポリジウム、鶏コクシジウム、寄生原虫、疥癬 

 

ヒスタミン産生菌、好塩性ヒスタミン生成菌、 

アフラトキシンを産生する Aspergillus属菌、かび毒生成微生物（赤かび病菌等）、 

パツリンを産生する Penicillum属菌や Aspergillus属菌、飼料中のカビ毒、 

イヌサフラン、有毒藻類（Gambierdiscus spp.）、有毒渦鞭毛藻、性状解析、 

ジビエ、衛生管理対策 
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上記の微生物のうち、点線で囲んだものは、以下のア～キのいずれかに該当すること

から、今回の優先度の検討対象から除外。 

 

ア  他府省が所管する法令（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律）により、既に規制されているもの（例：コクシエラ） 

イ  農林水産省が所管する個別法令（家畜伝染病予防法）により、既に規制されている

もの（例：ヨーネ菌） 

ウ  農林水産省の家畜衛生分野で管理することが適しているもの（例：鶏コクシジウム） 

エ  農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害化学物質の対象としてリスク管理を

行うことが可能なもの（例：アフラトキシン産生菌） 

オ  健康被害が、食品を介するのではなく人や動物との接触又は空気感染によって生じ

るもの（例：セラチア菌） 

カ  これまでに得られた知見では食中毒との因果関係が不明であるもの（例：クドア・

セプテンプンクタータ以外の粘液胞子虫） 

キ  個別の微生物（属又は種又は血清型）を特定していないもの（例：耐熱性微生物） 

 

（いただいた個々の参考情報等は別添２） 

 

 

いただいた情報は、農林水産省が有害微生物の情報を収集する際や家畜衛生対策を検

討する際の参考とさせていただきます。また、他省庁に関連するご意見は、他省庁に情

報共有します。 

 

 

別添３：農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物についてのアンケート 

 

別添４：優先的にリスク管理を行うべき有害微生物についての情報・意見入力ページ 
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（別添 1） 現在、優先的にリスク管理を行う対象としている有害微生物についての

関心度、意見・参考情報等 

 関心の程度 主なコメント 

カ 

ン 

ピ 

ロ 

バ 

ク 

タ 

｜ 

 

H: 32 % 

M: 48 % 

L: 16 % 

-:  4 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  261件 

 

関心がある 

(M)  395件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  132件 

 

知らなかった 

(-)   36件 

野生イノシシやシカを食品加工用原料として用いることが

増えているため、その汚染実態を知りたい。 

 

食中毒予防のため、全国的な鶏肉の生産段階、流通段階にお

ける汚染実態調査と検出株の系統分類に関する調査が必

要。 

 

特にブロイラーが問題となるが、清浄な農場もあるので、清

浄化に向けたプログラムを作成できるようなデータ収集で

きる事業を実施していただきたい。 

 

現在食鳥処理の技術ではこの食中毒菌を 100％除去するこ

とは困難であること。 

 

現状では、農場 HACCPや食鳥処理場 HACCPを導入しても、カ

ンピロバクターを制御できないため。 

 

鶏が本菌に感染しないための対策として腸内細菌叢の影響

を検討するなど新たな検討も必要と考える。 

 

鶏由来の食中毒菌として毎年被害が出ているものの、ワク

チンがなく、対策ができていない。 

 

本菌フリーの鶏、特にブロイラーの作出や飼育環境の浄化

方法等について重点的に調査･研究を行う必要がある。その

ためにはより簡便な検査法や同定法の開発を促進する。 

 

食生活様式の変化に伴い、鶏肉の生食が広く一般に普及し

ているため、殺菌剤（食品添加物）を用いた微生物汚染低減

対策等の推進を希望します。 

 

「鶏刺、鶏わさ」等を食文化としてとらえるなら、カンピロ

バクター食中毒リスクを十分に低減できる鶏肉生産技術に

ついての研究開発が望まれる。 

 

海外では、冷凍処理を義務付ける国もある中で、カンピロバ

クター対策として鶏肉の放射線照射も検討すべき方策であ

ると考える。 



 

別添１ 
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 関心の程度 主なコメント 

サ 

ル 

モ 

ネ 

ラ 

 

H: 32 % 

M: 55 % 

L: 13 % 

-:  0.6 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  263件 

 

関心がある 

(M) 451件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  105件 

 

知らなかった 

(-)   5件 

特に飼料中のサルモネラ菌モニタリング調査等の継続実

施、情報提供を望む。 

 

近年、O4:i:-などの新興血清型のサルモネラが人・家畜種を

問わず疾病起因菌となっており、広範なサーベイランスに

よる流行血清型の把握と薬剤耐性獲得状況のモニタリング

が必要。 

 

畜産農家に一旦侵入すると清浄化が難しく、県内でも清浄

化に多大な労力をかけている農家がある。 

 

食肉及び食肉加工品の衛生管理において関心がある。また、

食肉業者からは、食肉を生食として提供する場合の肉塊周

辺部分の加熱殺菌について、より簡便に実施できる方法が

ないだろうか、というような相談もある。 

 

鶏卵のサルモネラ対策として、品質を犠牲にして殺菌液卵

を使用している。未殺菌卵でサルモネラがフリーになれば、

品質や価格面でメリットが多い。 

 

感染のリスク、予防、農産物、加工食品リスク増大の要因、

リスク低減の方法、など正しく理解したい。正しい知識を共

有することで不要な管理コストを低減できる。 

 

人畜共通の感染症であり、ヒトの食中毒の原因菌である他

に、時には畜産生産現場で経済的損失を与える。近年管内畜

産現場ではサルモネラが分離される頻度が増加する傾向が

ある。 

 

食品等の生産・加工工程におけるリスク管理のための簡易

迅速かつ高感度な測定法の技術開発に関心がある。簡易法

として、イムノクロマト法が知られているが、より高感度・

高精度な方法について、どの程度の需要があるのか把握し

たい。 

 

保菌卵は約 30,000個に 1個の割合と推定され、もしあった

としても賞味期限内に食せば問題ないことを国民に周知徹

底させることが必要。本菌による食中毒患者数は激減して

いる。 



 

別添１ 
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 関心の程度 主なコメント 

腸 

管 

出 

血 

性 

大 

腸 

菌 

 

H: 36 % 

M: 52 % 

L: 11 % 

-:  2 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  293件 

 

関心がある 

(M)  423件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  91件 

 

知らなかった 

(-)  14件 

血清型の違う新しい菌株による発症例も散見されることか

ら、引き続き注視が必要。 

 

農場 HACCPを導入し、衛生管理を向上させても、牛そのもの

に菌の定着があり、汚染を根絶できない。 

 

農場段階では（多くが不顕性感染のため）制御が難しく、フ

ードチェーン全体での低減化対策が必要と考えます。 

 

野菜での汚染が散見され、牛の管理とともに、水源汚染を防

ぐことが重要と考える。 

 

特にスプラウトの食品製造業者等への技術支援のため原材

料の汚染状況などの基礎情報の収集が必要。 

 

野菜などの感染源として農業用水や堆肥が推定されている

ので汚染実態を把握してほしい。 

 

ベロ毒素生産性はファージ変換で水平伝播することから、

今後も新たな血清型の STECが発生する可能性がある。自然

界におけるベロ毒素変換ファージの生態には不明な点も多

く、新たな型の発生リスクを低減することを考慮した対策

が必要となろう。 

 

海外における低減策・効果検証の実態、それらも含め、研究・

検討されている効果的な低減策があればご紹介下さい。 



 

別添１ 
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 関心の程度 主なコメント 

ノ 

ロ 

ウ 

イ 

ル 

ス 

 

H: 44 % 

M: 43 % 

L: 13 % 

-:  0.4 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  364件 

 

関心がある 

(M)  354件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  108件 

 

知らなかった 

(-)  3件 

より安全な養殖技術や出荷方法を検討する為に、カキの稚

貝から成長過程でのウイルス汚染状況に関する情報が必

要。 

 

ノロウイルスは食品からの検出が非常に困難であるため、

検食があっても原因食品を特定できないことが多い。また、

人の手指等を介して食品を汚染させることがあるため、原

因食品が多岐にわたる。今後、原因究明及び低減対策のため

にも少ないウイルス量でも食品からノロウイルスが検出で

きることが望まれる。 

 

人から人への感染が大きいのですが、感染した場合、出勤停

止になります。迅速に検査結果が得られる検査キットがあ

ると良いです。 

 

下水道等の環境やその低減対策 

 

原料由来の汚染は無いと思われるが、従業員の検便での陽

性率はサルモネラに比べてもはるかに高く、パン業界での

食中毒対策として従業員管理のキーになるウイルスであ

る。従業員が感染しないためにも、ノロウイルスについて生

食用のカキの規格基準を作成して欲しい。 

 

ノロウイルスの殺菌には加熱殺菌以外には塩素殺菌が有効

であるが、食材も傷めてしまうので、より温和な除去法の検

討も重要 

 

ノロウイルスは培養法が確立されていないウイルスである

ため、消毒法や浄化法の開発を行う際に、効果の検証が極め

て困難である。ノロウイルスの生死を判定できる確実な方

法を開発、標準化し、同時にノロウイルスの確実な浄化法を

確立する必要がある。 



 

別添１ 
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 関心の程度 主なコメント 

リ 

ス 

テ 

リ 

ア 

・ 

モ 

ノ 

サ 

イ 

ト 

ジ 

ェ 

ネ 

ス 

 

H: 16 % 

M: 35 % 

L: 23 % 

-: 26 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  131件 

 

関心がある 

(M)  286件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  192件 

 

知らなかった 

(-)  213件 

潜伏期間が長いので原因食品が特定されにくい。よって、

「冷蔵された食品で加熱せずに食べる食品」を対象に本菌

のモニタリング検査が必要。その結果、汚染度の高い食品が

見つかった場合のみ、それを対象に生産段階、加工・流通段

階の汚染実態調査を実施するのが効率的である。 

 

低温で長期保管される果物野菜類について高濃度で検出さ

れるものがあるか否か、基礎情報の収集が必要ではないか

と考えています。 

 

家畜の保菌が、農場における飼料汚染に由来するとの報告

もあることから、生産段階での衛生管理も重要と考える。 

 

６次産業化、地産地消の取り組みにより小規模な加工施設

での乳製品や食肉加工品の製造が増えている。 

 

漬物特に浅漬けを製造するに当たり、12%食塩下、低温でも

増殖するリステリアには、関心がある。 

 

管内では本菌を原因とする食中毒の発生はないが、魚介類

加工品や浅漬け等からの検出例もあることから、これらの

食材の加工段階での制御に関する取組が必要と考える。 

 

食品等の生産・加工工程におけるリスク管理のための簡易

迅速かつ高感度な測定法の技術開発に関心がある。簡易法

として、イムノクロト法が知られているが、より高感度・高

精度な方法について、どの程度の需要があるのか把握した

い。 

 

米国で行われているバクテリオファージ製剤の添加による

リステリア汚染対策について情報収集が望まれる。 

 

海外の食中毒事例を踏まえ、農産物の汚染実態調査をお願

いいたします。 



 

別添１ 
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 関心の程度 主なコメント 

ク 

ド 

ア 

・ 

セ 

プ 

テ 

ン 

プ 

ン 

ク 

タ 

｜ 

タ 

 

H: 15 % 

M: 26 % 

L: 22 % 

-: 37 % 

 

非常に関心が

ある 

(H)  125件 

 

関心がある 

(M)  216件 

 

あまり関心が

ない 

(L)  181件 

 

知らなかった 

(-)  303件 

海域別の生息魚の感染量の実態調査を実施し、海域毎のリ

スク評価の実施を望む。継続的な情報収集と提供をお願い

したい。 

 

H24 年度から県内で種苗生産したヒラメを対象にモニタリ

ング検査を実施している。より効率的な検査方法の確立が

必要。 

 

当該寄生虫による食中毒は依然と発生している。また他の

種のクドア属や別属の粘液胞子虫が原因と考えられる有症

事例も発生しているため、国として粘液胞子虫類の汚染実

態を調査し、そのリスクを評価すべきである。当研究所で

は、平成 22年より継続的にクドア・セプテンプンクタータ

の病原性について研究を行っており、現在は別種のクドア

属粘液胞子虫を含め、病原性の発生機序の解明に取り組ん

でいる。大学とも共同研究を進めている。 

 

平成 25～26年度に経常研究「便からのクドア定量検査の検

討」を実施。ヒラメ以外の魚類に寄生するクドアのヒトへの

病原性の有無について確認を急ぐべき。 

 

加熱、冷凍以外に食中毒を防止する手段がなく、寄生虫の低

減対策が必要と考えるため。 

食味の低下を避けるため、冷凍以外の食中毒予防方法につ

いて研究が必要である。 

 

クドアの感染経路・生活環等を詳しく解明し、生産段階にお

けるさらなる食中毒予防対策を図る必要あり。 

 

食中毒検査で残品ヒラメの調査は実施したが、他種の魚は

調査していない。 

 

我が国の養殖ヒラメについては、十分な対策が取られてい

るが、天然ヒラメについては十分とは言えない。 

 

ヒラメの人工生産、放流を実施して天然資源の増加を図っ

ており、寄生のない稚魚を放流することが当然である。 
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（別添 2） 積極的にリスク管理を行うべきと考える有害微生物と参考情報等 

 

微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

細菌   

アルコバクター 鶏肉から高率に検出される報告があることから、保菌状況を含め

た疫学調査及びヒトへの健康リスク評価 

 

エシェリキア・ア

ルバーティー 

（Escherichia al-
bertii） 

平成 28 年５月に沖縄県内の飲食店営業施設を原因とする食中毒

が発生し、当該菌が特定されました。国内でも事例が少なく、不

明な点も多いため、家畜の保有状況等実態調査を行う必要がある

と考えています。 

 

 鶏肉、鶏と体、豚など、調査データが少ないので、情報、調査等

をお願いしたい。 

 

 リスク管理のため汚染菌量を含めた調査が望まれる  

エルシニア・エンテ

ロコリチカ 

（Yersinia enter-
ocolitica） 

  

クロストリジウム・

パーフリンジェン

ス（ウェルシュ菌） 

（Clostridium 
perfringens） 

症状がそれほど重篤にはならないためか軽視されている？家庭

内でも報告以上に発生している可能性が高い？ 

 

ウェルシュ菌による食中毒は事例あたりの患者数が多く、欧米で

は細菌性食中毒のなかで患者数が第２位となることが多い。国内

外において、新規病原因子 BEC（Binary Enterotoxin of Clos-

tridium perfringens）保有ウェルシュ菌の汚染実態はあまり調

べられておらず明らかになっていない。 

 

 細菌芽胞は耐熱性が高く、農産物、乳製品など加工食品中、環境

中に生残している。特に乳児用粉ミルク中にも生残しており、新

生児死亡の原因と推定される事例もある。 

 

 クロストリジウム（ウェルシュ菌）は鶏、牛等の壊死性腸炎とし

て病性鑑定を実施する場合が多い。 

 

 ウェルシュ菌は、動物の腸管内に広く分布しており、と畜・解体

時の衛生の高度化が求められている。ウェルシュ菌は、芽胞を形

成することから、大規模な食中毒を発生する可能性がある。 

 

 土壌など広く存在し、芽胞を作り熱に強いとされているため。  

 食品中での増殖・毒素産生が問題となるのこと、対象食品の範囲

が広く低レベル汚染であることから、汚染実態調査の必要性は低

いかもしれません。しかし、調理中及び調理後の取り扱いが原因

で食中毒事故が発生する可能性があります。 

レギュラトリーサイエンスの範疇かもしれませんが、例えば、味

噌汁やうどんつゆの調理中及び調理後の保存条件などによる食

中毒事故の発生リスクなどの試験研究データがあれば、リスクコ

ミュニケーションなどに役立てることが可能と考えます。 

 

 原因食品が幅広く、食材までの特定には至っていないように感じ

る。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

クロストリジウム・

パーフリンジェン

ス（ウェルシュ菌） 

（つづき） 

・海外では，食中毒のアウトブレイク事例の原因細菌として急激

に報告例が増えている。（J. Food Protec. 79(5), 781-788, 

2016ほか） 

・ヒト腸内にも常在するため、ヒトから加工食品や調理済み食品

への汚染事例も多い。 

 

クロストリジウ

ム・ボツリナム

（ボツリヌス菌） 

ボツリヌス毒を摂取した時の致死率は高く、真空包装の食品が多

い日本において、ボツリヌス菌の混入は注意を要するのではない

かと思う。 

 

（Clostridium 
botulinum） 

ボツリヌス菌による食中毒事例は少ないが、製品や加工原材料に

混入した場合は、その毒性ゆえ、食品業界や食品衛生行政へ与え

る影響は大きい。また、地球温暖化等による旱魃地域が拡がれば、

ボツリヌス汚染土壌も拡大するリスクも考えられることから、海

外の加工原材料に関する情報収集に努めることは重要と思われ

る。 

 

 低温殺菌の場合に耐熱性芽胞菌が残存する可能性がある。  

 ボツリヌス菌をコントールするため pH4.6 又は Aw0.94 をこえる

常温保存食品は、f 値 4 の殺菌が求められている。pH、Aw、添加

物の組み合わせ等によりｆ値が 4に達しなくても安全性に問題な

い組合せはあると思う。これに関する知見が確立されることによ

り、食品加工の自由度が広がると思われる。 

 

 容器包装詰低酸性食品の定義について、ｐH4.6 を超えるもの、か

つ水分活性が 0.94 を超えるものとあります。この基準について

一律とせず、食材や食品分類など考慮し、弾力性もたせることが

可能かどうか調査、研究が必要と考えます。現状では、商品開発

の可能性を限定する要因となっています。 

 

 農業生産者の中には、６次化による消費者と密接な結びつきや所

得増大を希望している方々がいるが、こういった方々の商品を調

査し、消費者により安心してもらうことが必要。 

 

  ６次化が進行していくと加工品の保存方法（包装形態）の深化は

避けて通れない。しかし、加熱殺菌の不備等で今後、問題となる

ことが推察されることから、農業者が取り組む６次化についての

加工品の殺菌方法について実態調査が必要。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

クロストリジウム・

ボツリナム（ボツリ

ヌス菌） 

（Clostridium 
botulinum） 

（つづき） 

「届出伝染病への指定を含めた実態調査」 

理由:近年、牛ボツリヌス症で死亡する牛が散発ではあるが全国

的に発生している。しかし、それらは一部に過ぎず、牛ボツリヌ

ス症と診断されずに死亡した個体はさらに多数存在していると

考えられる。本病は神経症状のみが特徴であるため、外見あるい

は解体（解剖）時においても異常は見られず、そのまま食肉とし

て流通される場合も十分考えられる。本病は人獣共通感染症であ

るため、食肉としての流通経路に乗ることは完全に阻止しなけれ

ばいけない。そのためには確立された本菌の分離法や毒素の検出

法などを全国的に広め、牛における本病罹患の実態調査を実施

し、その結果を踏まえて、届出伝染病への指定を考える。 

 

 本菌による牛ボツリヌス症は有効な治療法が無いため、ひとたび

牛群で発生した場合は死廃多発等の甚大な経済的被害をもたら

すが、家畜伝染病予防法における監視伝染病に指定されておら

ず、十分な発生情報および対処情報についての蓄積・共有がなさ

れていない。牛由来型の C、D 型菌等は人での発症例は非常に少

ないため公衆衛生的なリスクは低いものの、食の安心に対しての

インパクトは大きく食の安心を脅かす存在である。また、クラス

ター事業等により地域の TMRセンター設立等の動きがある中で、

TMR のボツリヌス菌汚染による発症事例が万一発生した場合の被

害は甚大となると考えられる。飼料汚染経路・感染経路シミュレ

ーション、発症実態調査、情報収集に基づく情報共有が望まれる。 

 

 ボツリヌス菌は毒素や抗原性の違いにより数種類のサブグルー

プに系統学的に分類される。ボツリヌス菌の死滅条件が、すなわ

ちオートクレーブ滅菌の条件と同義となるなど、制御法に高い関

心が払われてきた歴史がある。産生されるボツリヌス毒素は自然

界に存在する毒素としては最強とも形容される。嫌気条件を好む

ことから、嫌気的に保管された不良サイレージに発生することを

指摘する海外研究者の研究報告もある（Lindström et al., Crit-

ical Reviews in Food Science and Nutrition, 50, 281-304, 

2010）。我が国でもボツリヌス毒素による牛の死亡例の報告があ

る。飼料中におけるボツリヌス菌の有無や頻度等の詳細は明確で

はないと思われる（一般的に、飼料中におけるクロストリジウム

属の検出例は多数報告があるが、それがクロストリジム・ボツリ

ヌスなのか、毒素産生能があるサブグループなのか等の詳細情報

は乏しい）。芽胞形成能があるため、飼料・家畜・畜産物・糞便の

相互汚染が想定される。通常、収穫直後の牧草や飼料作物にはク

ロストリジウム属細菌は未検出か極低頻度であるため、乳酸発酵

等による飼料のサイレージ化を適切に行い、酪酸発酵型の不良サ

イレージ発生を防ぐための普及・啓蒙活動をしていく必要があ

る。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

クロノバクター・サ

カザキ 

・乳児の感染症の原因物資であり、調製粉乳への混入事例が多く

報告されている。（J. Food Protec. 78(6), 1191-1196, 2015

ほか） 

・新生児や乳児では致死率が 50％に及ぶ場合もある。 

・ヒトの消化管内の他、野菜や環境中からも分離されているが、

主な生息場所は不明。それ故、調製粉乳への汚染経路も不明。 

・本菌の認知率は低い。 

・日本製の調製粉乳は、海外での評価が高く、輸出品としても重

要である。 

・FAO/WHO では、調製粉乳における本菌の制御について以前から

関心を持っており、リスク管理のガイドラインを公表してい

る。（Safe preparation, storage and handling of powdered 

infant formula, Guidelines, 2007） 

 

スタフィロコッカ

ス・アウレウス（黄

色ブドウ球菌） 

（Staphylococcus 
aureus） 

・国内で発生する食中毒の中で主要な原因菌の１つ。 

・汚染源はヒトであることが多く、近年は、耐性菌の問題が深刻

になっている。 

・畜産副生物（鳥獣の内臓）からの分離例も多い。 

・大規模に生産される加工食品中での制御に関する研究も多く報

告されている。 

 

人獣共通感染症であり、畜産の生産段階においても注意が必要。  

農場における家畜や環境中の汚染状況や、と畜場での汚染状況・

汚染経路等の調査も疫学として重要と考える。 

 

 

家畜衛生と公衆衛生の両面から重要。エンテロトキシン産性の有

無など、地域・農場ごとの遺伝子型調査等が望まれます。 

 

製造現場での食中毒対策は重要。  

作業員の皮膜、咽頭等に生息しており、予防対策として、食肉処

理作業員の衛生管理が求められている。 

 

保菌者も一定程度の割合でいるため、予防研究は必要。  

24時間以内の判定、さらに、その場で判定できる検査キットの開

発が望まれます。 

 

バチルス・セレウス

（セレウス菌） 

（ Bacillus ce-
reus） 

発症には非常に多くの菌数が必要とされているが、少ない菌数だ

から安全と言えるかが知りたい。 

 

本菌は芽胞形成菌であり、熱に対しても強く、穀類で時々問題と

なる。継続的な基礎情報の収集は必要と考えられる。 

 

 芽胞形成菌であるため、次亜塩素酸による殺菌の効果が薄く、製

品保存中の品質劣化の原因となるため、事業者として低減に取り

組みたい 

 

 一般的な衛生管理等によってコントロールされていると考えら

れるが、実態が不明な部分も多いように思われる。食品での詳細

な汚染実態調査や毒素産生株出現頻度などを含めた詳細なリス

ク評価があれば、食品事業者としては非常に参考にできると思わ

れる。 

 



 

別添２ 

14 

微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

バチルス・セレウス

（セレウス菌） 

（Bacillus cere- 

食中毒のリスクは低いが、加熱済の加工食品の汚染が多く、汚染

防止方法の開発や食品事業者（６次産業も）への指導が必要と思

われる。 

 

us） 

（つづき） 

流通コスト削減のため常温流通が検討されたり、消費者ニーズに

応えるため加熱温度を抑えた商品開発などが行われるようにな

ったため発生の可能性が増えていると思われる。 

 

 調理中及び調理後の取り扱いが原因で食中毒事故が発生する可

能性があります。例えば、調理中及び調理後の保存条件などによ

る食中毒事故の発生リスクなどの試験研究データがあれば、リス

クコミュニケーションなどに役立てることが可能と考えます。 

 

 防御方法について情報を提供していただきたい。  

 日本国内の市場安定の為には、輸入食材は不可欠である。既に国

内では症例が少なくなっている微生物もリスク対象とした方が

良いと考えている。 

 

ビブリオ・バルニ

フィカス（Vibrio 
vulnificus） 

地球温暖化に伴い、生息域が拡大していることが伺え、かつ、基

礎疾患の見当たらないヒトにおける創傷感染例が急増している

ため（米国における調査結果）。 

 

 ・Vibrio vulnificusは腸炎ビブリオと同様の生息環境を持つが、

汽水域での増殖性が高い。 

 

ビブリオ・パラヘ

モリティカス（腸

炎ビブリオ） 

（Vibrio parahae-
molyticus） 

2001 年の厚生労働省の規格基準がおそらく大きな効果を発した

ものと推定されるが、過去 10 年間でわが国の腸炎ビブリオ食中

毒は激減しており、細菌では大規模食中毒はほとんど見られな

い。その点では、上記の病原微生物よりは優先順位は低いだろう。

しかし、このような現象は、日本独自の減少であり、世界ではむ

しろ、腸炎ビブリオ食中毒は増加している。米国では過去数年で

他の食中毒件数は減っているが、唯一腸炎ビブリオ食中毒件数は

増えている。上記のような情勢を鑑みて、また、今後、日本でも

再度、本食中毒が増加することも可能性として否定できないこと

から、本食中毒最近の発見国でもあり、また本菌研究においては

世界をけん引してきたわが国としては、基礎的な試験研究は引き

続き推進すべきと考える。 

 

 生食用生鮮魚介類については、水揚げされ、その日の内に出荷さ

れますが、検査結果は、確定検査まで 72時間が必要です。近年、

腸炎ビブリオ食中毒は、激減しているものの全国のどこかで毎年

発生しています。24時間以内での判定、可能であればその場で判

定できる検査キットの開発が望まれます。 

 

 ・水産物の消費が世界的に増加する中、水産食品を介した集団食

中毒が増加傾向にある。（Food Microbiol. 49, 51-55 (2015) 

・近年、海外への日本近海産の魚介類の輸出量が増加している。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

ビブリオ・パラヘ

モリティカス（腸

炎ビブリオ） 

（Vibrio parahae-
molyticus） 

過去の食中毒発生の事例から漬物衛生規範（昭和 56年９月 24日）

に基準が設定されているが、最近は工場の衛生環境が向上してい

る中でその基準が必要かどうか調査、研究の余地があると考えま

す。 

 

本県では､県産農林水産物やその加工食品を対象に､認証食品制

度を設けており､製品（例えば､食肉製品､ナチュラルチーズ）の安

全性評価項目の１つとして、食中毒菌に汚染されていないことを

確認している（汚染されている場合は製造者に対し、製造工程や

衛生管理の改善指導を実施） 

 

食材（生食用魚介類等）からの汚染防止方法を開発する必要があ

る。 

 

 主な食中毒の原因菌の１つであり、リスク管理として、分布や時

期等のモニタリングは必要だと思う。 

 

 日本国内の市場安定の為には、輸入食材は不可欠である。既に国

内では症例が少なくなっている微生物もリスク対象とした方が

良いと考えている。 

 

 健康志向から水産物消費量が世界的に急増大している。この細菌

は５類感染症の感染性胃腸炎の病原体の一つでもあるが、現状、

日本国内ではほとんど症例届けはされなくなっている。WHOの One 

Healthの概念に則り、人々の健康な生活を図っていただきたい。 

 

ウイルス  

E型肝炎ウイルス

（Hepatitis E  
virus） 

2012 年以降患者数が増加し、2015 年では、年間 200 例を超えて

いる。また、妊婦で劇症肝炎の割合が高く、死亡率が 20％にも達

する等、国民の健康に影響を与えることから、実態調査、情報収

集を行ったほうが良いと考える。加えて、ジビエが注目されてお

り、今後、健康被害のリスクは増大すると考える。 

 近年、患者数が急増しており、その原因の把握が必要である。 

 鳥獣保護法の改正に伴い、野生鳥獣の捕獲数が増加するととも

に、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加することが見

込まれている。一方、加熱不十分な野生鳥獣の喫食により深刻な

健康被害を引き起こす E型肝炎食中毒が発生することもある。こ

のため、野生鳥獣の E 型肝炎ウイルス保有状況を調査すること

で、リスクを把握する必要がある。 

 豚からの E 型肝炎感染例が多発しているので、E 型肝炎のモニタ

リング調査と低減化のための研究調査が必要。E 型肝炎ウイルス

の迅速検査法の開発。 

 畜産分野では重要（ジビエも含め）。 

 肉の生食、加熱不十分により患者が発生しており、実態調査が必

要。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

E型肝炎ウイルス

（Hepatitis E vi-
rus） 

（つづき） 

生若しくは十分に火を通していない状態の食肉及び野生動物の

肉の喫食の実態を鑑み、E 型肝炎ウイルスによるこれらの肉の汚

染実態を把握し、その結果を国民に周知する必要があるものと考

えられる。 

 イノシシ、シカ等の野生獣肉の消費拡大に伴い汚染程度の情報を

集める必要がある。 

 第６次産業の活性化などで、ジビエへの注目が集まっている。イ

ノシシ、シカなどを食する機会が増えていくと考えられるため、

基礎情報が必要と考えます。 

 昨今のジビエブームにより、野生鳥獣の食用利用の頻度が高まっ

ているにもかかわらず、野生鳥獣での全国規模網羅的な汚染状況

の情報は乏しく、国全体としてのリスク管理が必要と考える。 

 有害鳥獣（ジビエ肉）の利活用が活発になり供給が増えるに従っ

て、E型肝炎患者の増加がみられる。 

 http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2259-related-arti-

cles/related-articles-407/4256-dj4076.html 

農林水産省がジビエ振興を図っているが、野生動物肉等の喫食に

よる感染への消費者の理解が進んでいない 

 E 型肝炎ウイルス感染症は豚・イノシシ等由来の加熱不十分な食

材の喫食による感染が疑われている。疫学的な関連性は見いださ

れるものの、直接的な関連性を見出した事例は少なく、特に豚に

おいては皆無であった。 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0819-2a.htm 

しかし、近年の報告で患者症例と非常に近い配列の豚由来 E型肝

炎ウイルスが報告されるなど（岡本宏明・経口感染によるウイル

ス性肝炎の感染防止、病態解明、遺伝的多様性及び治療に関する

研究・平成 25年度総括分担研究報告書）、豚との直接的な関連性

が疑われるようになってきているが、豚から検出されたウイルス

報告例が少ない。動物側の調査事例を増やし、遺伝子配列等の登

録を増やすことで E型肝炎ウイルスの実態解明に寄与すべきと考

える。 

 最近、ジビエとして野生鳥獣肉が注目をあびているが、その汚染

状況は不明である。 

また、家畜においても汚染状況について情報が不足しており，潜

伏期間が長いことからさかのぼり調査が十分できない恐れがあ

るため実態調査を行った方がよいと考える。 

 ジビエ料理の人気もあり、我が国でも少なからず患者が発生して

きいることから、以下の調査が有効ではないかと考える。これま

で豚に関する調査は行われてきているが、本ウイルスのレゼルボ

アであるイノシシ、シカの保有率（地域・年齢ごと）、ヒトにおけ

る抗体保有状況（地域・年齢ごと）に関する調査を実施すること

により我が国全体の疫学的な解析可能になると考える。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

E型肝炎ウイルス

（Hepatitis E vi-
rus） 

（つづき） 

情報収集の必要性：ジビエ摂食による感染が増えているため 

・近年、駆除で発生した野生鳥獣屠体を食用に供する動きが全国

で起こっている。 

・同ウイルスに関する情報は国・自治体等から出されてはいるが、

民間レベルに十分浸透し、十分な対策が取られているとは考え

にくい。 

・HEVに関する疫学調査事例は少なく、特に野生動物（有害鳥獣）

の罹患率に関する全国的な調査結果はあまり実施されていな

い。今後も駆除屠体の食用利用は増えることが推測されるの

で、早い時期に調査が実施されることを望む。 

・イノシシとの接触によるブタへの感染事例も報告されている。

（J. Food Protec. 78(11), 2099-2102, 2015） 

A型肝炎ウイルス 

（Hepatitis A  
海外での冷凍ベリー類アウトブレイクにみられるように、近年リ

スクが高まっている。 

virus） 人から排出された病原体が環境中の二枚貝によって蓄積濃縮さ

れ、その貝を喫食することで再びヒトが感染するサイクルが存在

するため。 

 海産物の汚染実態が不明のため。 

 二枚貝などを用いる寿司屋などの魚介類取扱業者が A型肝炎にな

る例があるため。 

寄生虫   

アニサキス 

（Anisakis属） 

サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなどの魚介類

に寄生するアニサキスについて、厚生労働省にて食中毒の病因物

質として平成 25 年から掲載されている。アニサキスが寄生する

魚介は生で食することもあるため、基礎情報の収集とアニサキス

を排除できる魚介類の加工法・保存方法等の研究が必要と考えま

す。 

 

 魚を生で食べたとき、まれに、吐き気、嘔吐、蕁麻疹などの症状

を伴う場合もあり、胃潰瘍などの症状と類似していて、医師の判

断が必要となる。 

そのため、詳細な情報収集が必要です。 

 

 生魚等を喫食することによって発症するアニサキス症に関して、

一般消費者への注意喚起強化が望まれます。 

 

 冷凍以外で、殺虫する手段は無いか？ 

⇒生食で食べることを前提として、研究して頂きたいです!! 

 

 加工時の効果的な除去方法を研究し、小売業・家庭へ周知して患

者数を大幅に減少させて欲しい。 

 

 魚の生食を可能とするため、冷凍で予防など。  
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

当社事業上は特に課題なし。一方で、国内食品産業としては、魚

介類の鮮度を拠り所とした生食文化において、アニサキスのリス

クを完全に排除することは、この鮮度志向が仇となり困難な状

況。アニサキスリスクを完全に排除できる魚介類の管理手法（加

工法・保存法等）について、更なる研究開発が望まれる。 

 

 生きた虫体の、ヒト消化管への侵入・組織障害だけでなく、アニ

サキス抗原によるアレルギーの関与がある。この点が、医療面、

および社会全般に、情報周知がされていない。虫体は凍結・加熱

や包丁等での障害で死滅して、その危害性が失活するが、アニサ

キス虫体構成成分の一部が、人にアレルギーを起こすことが明ら

かになっている。このため、失活して、食中毒危害性が喪失して

いるアニサキスを含む魚介類を喫食した場合、食物アレルギーに

類する病態が出現する。アニサキス食中毒には非常に強い疼痛を

伴った劇症型があるが、本型がアレルギー反応を介して起こると

されている。魚介類へのアニサキスの寄生は制御が出来ず、アニ

サキス寄生の魚介類を摂取し続ける限り、アニサキス抗原への暴

露の危険性がある。市販レベルでの、簡易検査法の開発や、消費

者への周知が望まれる。 

 

 体内でアレルギーを引き起こすなど、発症メカニズムがよくわか

りません。調査等されているかと思いますが情報提供をお願いし

ます。 

 

 今回、アジにおける事案があり、社内情報として共有化をしてい

る。タイムリーな事案、事例が必要なため。 

 

 

サルコシスティス

（住肉胞子虫） 

Sarcocystis spp. 

汚染実態を把握するため、基礎情報の収集が必要。  

厚生労働省：生食用食肉（馬肉）の規格基準の見直し、輸入馬肉

の命令検査。 

 

 

 厚生労働省を中心に野生のシカ、家畜のウシやウマについて調査

がおこなわれてきたので、各感染率のおおまかな把握はされてい

る。国内の多くのウシが感染していることが明らかになっている

ので、農林水産省として安全管理に関する調査をおこなっていた

だくことが望ましい。 

 

 昨今のジビエブームにより、野生鳥獣の食用利用の頻度が高まっ

ているにもかかわらず、野生鳥獣での全国規模網羅的な汚染状況

の情報は乏しく、国全体としてのリスク管理が必要と考える。 

 

 馬での感染がどの程度あるのかわからないので知りたい。馬肉は

刺身で食べる食習慣があるので、汚染の程度が高い場合は消費者

に注意喚起が必要と思われる。 
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微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

 ウシ・ブタ・ウマ・ヒツジ・ヤギといった家畜だけでなく、ジビ

エにかかわる野生シカ・イノシシにも多くの種の住肉胞子虫が寄

生する。寄生濃度および頻度も非常に高い。肉の凍結および加熱

によって、危害が制御できることがわかっているが、日本人の食

性として、生食や中心部が非加熱のタタキを食する機会が多く、

食中毒危害性がある。その危害性の実態が掴めていない。加熱不

十分の野生シカ肉の喫食により、食中毒事例が発生している。住

肉胞子虫の人への病原性が明らかでない。食中毒の際、消化器症

状に加え、全身あるいは神経系の症状も認知される。危害の実態

の把握と、家畜肉・野生動物肉について一体的に行う住肉胞子虫

の制御が必要である。 

文献：青木ら(2013) 食品微生物学雑誌、30、28-32 

   原田ら(2013) 食品衛生学雑誌、54、198-203 

 

サルコシスティス・

フェアリー 

（Sarcocystis  
fayeri） 

馬肉、野生動物（シカ肉等）の保有状況 

馬肉（国内・国外）の流通（生食の可能性） 

シカ肉の食用利用の促進に伴う実態把握 

 

基礎情報の収集のため生産段階での汚染実態調査を実施。  

 牛、豚と生食用食肉に対する規制が広がる中、馬肉の生食が注目

を浴びている。本県は馬肉の産地であり、Sarcocystis による食

中毒の発生が危惧されることから、Sarcocystis に係る実態調査

等を行っていただけるよう要望する。 

 

 馬肉の住肉胞子虫（Sarcocystis fayeri）は生食用の冷凍処理の

基準ができ、対応がとられている。牛の住肉胞子虫（Sarcocystis 
cruzi）については、と畜場での牛肉の汚染実態調査では確認され

ているが、農場での汚染源や地域差があるかどうかなど不明な点

が多い。近年十分食肉を加熱しないで、喫食する事例も多いため、

汚染状況を把握しておく必要があると思われる。 

参考：岐阜県における牛の住肉胞子虫侵淫度調査（IASR Vol. 33 

p. 160-161: 2012年 6月号） 

 

 報告事例数が少ないため、基礎情報の収集が必要であると考えま

す。 

 

 馬刺しによる食虫毒の発生等により、家畜については生食禁止等

の措置が講じられているが、ジビエ料理の普及、食の多様性によ

り鹿肉・熊肉等を食べる機会が増えているため 

 

住肉胞子虫 馬における生前診断が可能になれば、陰性のものは生食のための

凍結の必要がなくなり、精肉の優位性が保てる。また、近年のジ

ビエブームに伴い増加することが懸念されるヒトの食中毒診断

への応用が期待できる。 

 

トキソプラズマ 

（Toxoplasma 
gondii） 

沖縄では、ヤギ肉の生食による網脈絡膜炎の発生が多いとの報告

がある。ヤギのトキソプラズマ感染の制御、生食の抑制など早急

な対策が望まれる。また、全国的な実態の把握も必要である。 

 



 

別添２ 

20 

微生物名 
食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが 

良いと考える理由・参考となる情報 

 

トキソプラズマ 

（Toxoplasma 
gondii） 

（つづき） 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/3009-toxo-

plasma-intro.html 

妊婦の流死産の原因の１つとされ、近年、豚肉の喫食による感染

は減少傾向にあるものの、依然として人への感染が認められる 

 

 昨今のジビエブームにより、野生鳥獣の食用利用の頻度が高まっ

ているにもかかわらず、野生鳥獣での全国規模網羅的な汚染状況

の情報は乏しく、国全体としてのリスク管理が必要と考える。 

 

肺吸虫 野生鳥獣（ジビエ）の食料への活用が始まって 10 年ほどが経過

し、国や自治体も衛生管理ガイドラインを策定したり、国が相談

窓口を開設するなどジビエ食品の安全な流通のための施策が展

開されているが、野生鳥獣の場合、家畜よりも有害微生物に汚染

されている割合が高く、取扱いを間違えると食中毒に繋がる危険

性が高いことから、それら施策を実際に機能させるためには解体

処理場の整備に加えて、解体処理技術講習会、ジビエ肉の取扱い

講習会等を今後も定期的に開催し、業界関係者の技術や知識のレ

ベルを維持してもらいたい。また出来ればリスク管理のため、と

体の有害微生物汚染検査を可能な範囲で定期的に行ってほしい。 

 

ウエステルマン肺

数虫 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/route/parasite/1966-

idsc/iasr-in/5042-kj4165.html 

農林水産省がジビエ振興を図っているが、野生動物肉等の喫食に

よる感染への消費者の理解が進んでいない 
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○ 今回の優先度の検討対象から除外するもの 

 

【検討から除いた理由】 

ア  他府省が所管する法令（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律）により、既に規制されている（例：コクシエラ） 

イ  農林水産省が所管する個別法令（家畜伝染病予防法）により、既に規制され

ている（例：ヨーネ菌） 

ウ  農林水産省の家畜衛生分野で管理することが適している（例：鶏コクシジウ

ム） 

エ  農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害化学物質の対象としてリスク

管理を行うことが可能である（例：アフラトキシン産生菌） 

オ  健康被害が、食品を介するのではなく人や動物との接触又は空気感染によっ

て生じる（例：セラチア菌） 

カ  これまでに得られた知見では食中毒との因果関係が不明である（例：クド

ア・セプテンプンクタータ以外の粘液胞子虫） 

キ  個別の微生物（属又は種又は血清型）を特定していない（例：耐熱性微生物） 

 

いただいた情報は、農林水産省が有害微生物の情報を収集する際や家畜衛生対

策を検討する際の参考とさせていただきます。また、他省庁に関連するご意見は、

他省庁に情報共有します。 

 

微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

細菌    

病原微生物全般 キ 食品事業者への指導のための調査： 

集団食中毒を防止するには、食品調理を行っている調理現

場での２次汚染を防止することが必須である。現場で起こ

し易い２次汚染の原因とそれに対する対策成功事例を紹

介し、全国の食品調理現場で２次汚染「ゼロ」にするため

の指導を徹底する。 

 

非定型抗酸菌 キ と畜場における非定型抗酸菌症の発生動向と農場におけ

る汚染状況、年々増加傾向にある人の患者の発生動向との

関連性について検討する。 

現場で目視以外の簡易かつ確実な検出方法を検討する。 

 

耐熱性微生物 キ 小麦粉や雑穀類に含まれるバチルスなどの耐熱性微生物

の耐熱性とその汚染状況が心配。過去に耐熱性が高いバチ

ルスに汚染された小麦粉を使用した副原料を使用し、製品

で異臭事故が発生した。現在は、独自に自主検査を実施し

ているが、耐熱性の高いバチルスも検出されることもあ

る。 

 

  乾燥原料（植物）耐熱性菌対策  

耐熱性菌の耐熱性

評価方法 

キ 食品によって 75℃30分であったり、80℃10分であったり

する加熱温度を統一しないと海外からの調達時に検査方

法が違う為並列に評価できない。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

Geobacillus 属な

どの耐熱性菌 

キ 海外からの輸入品では検査されずに輸入されてしまうが、

国内の長期保存品等に使用される場合に問題となる為。国

際生命科学研究機構の食品微生物研究部会での検討会に

て検査方法を検討。 

 

耐熱性好酸性菌 キ 果汁飲料やゼリー等については貯蔵性を高めるために pH

を下げているが、本菌が存在すると、温度によっては殺菌

が不十分となる可能性があり、これらに対しての実態解明

と有効な微生物管理法が必要であると考えられるため。 

 

薬剤耐性を獲得し

た EHEC、カンピロ

バクター、腸球菌 

キ* 固有の微生物名ではないが、厚生労働省ではヒトの耐性

菌、農林水産省では家畜の耐性菌の出現に関する調査がお

こなわれている。近年、ペット（犬や猫）はヒトと衣食住

をともにしており耐性菌も共有していると考えられるが、

調査実態がない。耐性菌は細菌だけでなく、真菌まで広げ

た調査をおこなうべきである（H28年から調査の準備を進

めている）。 

 

  薬剤耐性菌については、世界的に問題となっており、現状

把握と対策については喫緊の課題であると考えているた

め。 

 

  国際的な薬剤耐性菌の対策が必要になっています。薬剤耐

性菌が増加した要因として、飼料添加物としての抗菌性薬

剤の使用があげられています。畜水産現場での薬剤耐性菌

の発現の実態と畜水産食品の安全性への影響や医療など

国民生活への影響等については情報がないので、調査・研

究して必要に応じ国民に情報提供したほうが良い。 

 

  チリ産の鮭で問題となっているように、今、世界における

薬剤耐性菌の増加が抗生剤の使用と合わせて重要視され

ている。 

 

  多剤耐性細菌のリスクは、EHEC、カンピロバクターに限定

されないほか、特に腸内細菌科細菌の間では耐性遺伝子の

拡散が比較的容易に起こると考えられるため。 

 

薬剤耐性菌（バン

コマイシン耐性腸

球菌、ESBL、CRE等） 

キ* リスク管理のため汚染菌量を含めた調査が望まれる。  

                         
* 昨年 5月に世界保健機関（WHO）が薬剤耐性に関する国際行動計画を採択したことを踏まえ、

我が国でも厚生労働省等との関係省庁と検討を進め、本年 4月に薬剤耐性対策アクションプラン

を決定しました。 

今回のアクションプランにおいて、動物分野では抗菌剤の慎重な使用を徹底するとともに、 

①薬剤耐性の監視・動向調査における人と動物の医療分野の連携の一層の促進 

②愛玩動物（ペット）や養殖水産動物における監視・動向調査の開始・充実 

③養殖水産動物用抗菌剤の使用に獣医師、魚類防疫員等の専門家を関与させる仕組みの導入 

④薬剤耐性対策に関するアジア地域における国際協力 

等に積極的に取り組みます。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

クレブシエラ等の

腸内細菌科細菌 

キ* 腸内細菌叢を構成する細菌であり、畜産物汚染の一因とな

る可能性があることに加え、大腸菌やサルモネラ等の他の

腸内細菌科細菌への薬剤耐性関連遺伝子等の供給源にな

り得るため。 

 

スタフィロコッカ

ス・アウレウス（黄

色ブドウ球菌） 

（Staphylococcus 
aureus） 

キ* 家畜における黄色ブドウ球菌の薬剤耐性は問題視されつ

つも実態が不明な点が多く、調査が望まれる。 

 

汚染指標菌（一般

生菌数、大腸菌群） 

キ 食品業界各社の見解によって、汚染指標菌の基準は異なっ

ているので、食品流通をスムーズにするためにも、ある程

度同じ見解となるよう指標となる菌数の情報を頂きたい。 

 

大腸菌群（動物の

腸内容物やふん便

以外の物） 

ア、

キ 

大腸菌群は、食品などが衛生的に取り扱われたか否かを判

断する汚染指標菌とされています。しかし大腸菌群は広義

に定義されているので、動物の腸内容物やふん便由来以外

の物について、病原性の有無、安全性を評価してほしい。

できれば、区別、分類もしてほしい。 

 

コクシエラ（Q熱） 

（Coxiella bur-
netii） 

ア 人獣共通感染症でありながら、畜産分野における浸潤状況

等の情報が少ないため、幅広い動物種及び生産物について

実態調査を行っておくべきと考えられる。 

 

シュードモナス属

（Pseudomonas属） 

ア 肉の変色の原因となることが多く、海外産や国内産でも確

認されるようです。特に海外の工場で１次加工される畜肉

製品ではよく見られます。変質すると廃棄処分となること

から、多少調査を行っております。 

 

  生野菜の微生物コントロールで困っています。 

生野菜を原料として使用するサラダなどの未加熱惣菜に

は生菌数が 10の 6乗未満であることという基準がありま

す（弁当そうざいの衛生規範）。 

死滅させるための情報（水分活性・pH）、殺菌方法、薬剤

などの情報をいただけるとありがたいです。 

 

  乳業工場として、品質管理項目の一つに位置づけ、低温細

菌は、重要な微生物である。 

 

  食品腐敗の一般的な原因であるため、事業者として低減に

取り組みたい。 

 

 

 

セパシア菌 

（Burkholderia 
cepacia） 

オ 水や土壌など広く存在し、抗生物質など抗菌剤の効果がな

いとされているため。 

 

 

 

セラチア菌 

（Serratia  
オ 水や土壌など広く存在し、農畜産物を汚染する可能性があ

るため。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

marcescens）  食中毒菌としては取り扱われていないが、日和見感染する

等の報告もあり、ヒトへの有害性の程度・食品からの感染

等が不明である。 

 

大腸菌（鶏大腸菌

症の起因菌とし

て） 

ウ 鶏大腸菌症の起因菌としての大腸菌（avian pathogenic 

E. coli; APEC）は、ヒトの腸管外感染症から分離された

大腸菌が保有する病原因子を保有しているので APECがヒ

トの疾患にどの程度寄与しているのか、調査したほうが良

い。鶏の腸管内にも APECは存在し、鶏肉を汚染している

可能性がある。 

 

フィーカリバクテ

リウム・プラウス

ニッチ 

（Faecalibacteri
um prausnitzii） 

カ 人に有益な機能が知られている本菌種がドイツの DSMZで

の認定が Risk group 2 に記載されている。それにより

Risk group 2 の危険度が返って曖昧になっていることが

否めず、海外の websiteの情報ではあるが、公的バイオリ

ソースセンターとして日本で入手が可能であることから、

Risk group 2 に対する考え方を提示した方が良いのでは

ないかと考えている。 

 

プロトテカ属 ウ 日和見感染的な乳房炎原因酵母様藻類であり、発症した際

は感染分房の盲乳化もしくは廃用になり経済的損失が大

きい。調査する価値はあると思う。 

 

ヨーネ菌

（Mycobacterium 
avium subsp. 
paratuberculo-
sis） 

イ ヒトのクローン病と牛のヨーネ病の肉眼的所見や病理学

的所見に類似性があることから、ヨーネ菌とクローン病の

関連が疑われているため、クローン病とヨーネ菌の関連性

についての研究が必要。また、我が国では牛乳や乳製品の

ヨーネ菌汚染に関する調査は行われていないため、食品の

汚染調査を実施する必要がある。 

 

Mycoplasma bovis ウ 対応策を考えたいので、感染機序を明確にして欲しい。  

 

病原性レプトスピ

ラ 

（Leptospira  
interrogans な
ど） 

ア、

ウ 

イノシシ、シカ等の野生獣肉の消費拡大に伴い汚染程度の

情報を集める必要がある。 

 

 国内での浸潤状況が、明らかになっていないが、限局的な

調査で、牛および豚の生産性阻害要因となっていることが

指摘されており、公衆衛生上も重要な病原体であることか

ら、実態調査等が必要と考えられる。 

 

ロイコノストック

（乳酸菌） 

カ ポテトサラダ、煮物で２次汚染し、困っております。 

惣菜には微生物の基準があります。未加熱惣菜 10の 6乗、

加熱惣菜 10の 5乗（弁当そうざいの衛生規範）。 

死滅させるための情報（水分活性・pH）、殺菌方法、薬剤

などの情報をいただけるとありがたいです。 

 

Yersinia pseudo-
tuberculosis 

オ   

 

ウイルス    
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

牛白血病（Bovine 

Leukemia virus） 

ウ 牛乳に関する風評被害を防ぐため乳がんとの関連につい

て調査研究し消費者へ正確な情報を提供する必要がある

と思われる。 

 

ロタウイルス ア ノロウイルスと同様にゲリ、嘔吐があり、子供がなりやす

いが大人にもうつることから、社員が感染した場合の処置

がノロウイルスの様に手順が知りたい。 

 

寄生虫    

アジア条虫（テニ

ア科条虫） 

オ 近年、関東地方を中心にアジア条虫のヒト感染事例が報告

されている。 

 http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/374/kj3741.html  

 http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/374/kj3744.html  

恐らく豚の生食が原因と考えられるが、日本では問題にな

っていない寄生虫であり、豚における調査報告例は見当た

らず、実態が不明である。また近年、精肉類の生食あるい

は生に近い状態での喫食事例が多くみられ、このような寄

生虫類による感染症もリスクとなると考えられる。各種動

物における保有状況調査等により実態を明らかにする必

要があると考えられる。 

 

クドア・セプテン

プンクタータ以外

の粘液胞子虫（ク

ドア・ヘキサンプ

ンクタータ、ユニ

カプセラ属等） 

カ 食中毒との因果関係は明らかとなっていないため、粘液胞

子虫と健康被害との関係を解明する必要があると考えま

す。 

 

 ヒトへの病原性が不明なものが多いため、今後、汚染実態

調査、事例解析による病原性の研究を進めて、食中毒予防

対策に役立てる必要がある。 

 

  近年、メジマグロの生食による食中毒で残品や患者便から

クドア・ヘキサプンクタータを検出する事例やカンパチの

生食による食中毒において患者便等からユニカプスラ・セ

リオラエを検出する事例が散見されており、クドア・セプ

テンプンクタータ以外の粘液胞子虫の関与が指摘されて

いることから、かかる事例の収集及び当該食品の生産段階

での制御に関する取組が必要と考える。 

 

  

  クドア属寄生虫の中でもクドア・セプテンプンクタータに

ついてはある程度知見が蓄積されていると思われるが、そ

れ以外のクドア属寄生虫については不明な点が多いため

生態、病原性等の調査研究を進めてほしい。 

 

  クドア・セプテンプンクタータ以外のものも、食中毒の原

因として事例が挙がっていることから、フィールドでの汚

染実態調査が必要と考える。 

 

  ヒラメ以外にも「メジマグロ」「カンパチ」などを喫食し

てクドア食中毒症状を呈する例があり、Kudoa iwatai、
Kudoa neothunni が検出されるため。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

クドア・セプテン

プンクタータ以外

の粘液胞子虫（ク

ドア・ヘキサンプ

ンクタータ、ユニ

カプセラ属等） 

（つづき） 

 ヒラメ以外の魚種による食中毒が疑われる事例が散見さ

れ、セプテンプンクタータ以外のクドア属の寄生虫の関与

が示唆されることから、厚生労働省と連携し、生産から消

費までのリスク回避手法の開発が必要であると考えられ

るため 

 

 生鮮魚介類が原因と思われる有症事例で、患者便からクド

ア・ヘキサプンクタータが検出されたことがあったため。 

 

  食中毒原因物質と判断し得る検査方法の確立  

  クドア・セプテンプンクタータ以外のクドアの種の特定、

宿主域、ヒトへの病害を把握し、予防法を確立するための

研究が必要と考える。 

 

  ヒラメで問題となるクドア・セプテンプンクタータについ

ては多くの研究・報告があるが、マグロに関係するクドア・

ヘキサプンクタータについては情報等が少ない。マグロ類

（メジマグロを含む）の扱いは多く、心配している。 

 

  メジマグロ（小型クロマグロ）の生食による食中毒の原因

体として、特定はされていないものの、関与が強く疑われ

ている。今後の厚労省の調査・研究の進捗次第では、農林

水産省としても対策を検討していく必要があると考える。 

 

  厚生労働省食中毒被害情報管理室の平成 27年 7月 2日付

事務連絡で依頼があったように、ヒラメ以外の生食用生鮮

魚介類が関与していることが否定できない病因物質不明

事例について、引き続き調査研究の必要性があると思われ

る。 

 

  ヒラメ以外の生鮮魚類の提供でクドアに類似する一過性

の有症事例が複数の自治体で発生しているため。 

 

  原因物質不明の食中毒や有症苦情として取り扱われてい

る事例にて、当該寄生虫が検出されることが散見されるた

め、厚生労働省と連携し、生産から消費までのリスク回避

手法の開発が必要であると考えられるため 

 

  本市の病因物質不明の食中毒事案において、サワラの刺身

（参考品）からクドア属（種不明）が検出された事例や、

他自治体の有症事案において、カンパチの刺身から

Unicapsula seriolaeが検出された事例があることから、

病原性等の解明をお願いしたい。 

 

ユニカプセラ・セ

リオラエ 

（Unicapsula se-
riolae） 

カ 平成 27年７月に本県において有症苦情事例の発生があっ

たことから関心があります。国内養殖のカンパチにおける

感染状況が不明であることから、リスク評価を行うための

基礎情報の収集が必要であると考えます。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

ユニカプセラ・セ

リオラエ 

（Unicapsula se-
riolae） 

（つづき） 

 近年、鮮魚類を原因とする食中毒が各地で散発し、その原

因の１つとしてユニカプセラ属の寄生虫の関与が疑われ

ている。当該寄生虫に関する知見は未だ乏しく、生産段階

における汚染実態、寄生虫の性状等に関する研究は積極的

に行うべきと考える。 

 

  クドア様食中毒症状を呈する原因不明の食中毒（疑いも含

む）が頻発しており、一部はカンパチ等刺身の Unicapsula 
seriolae が原因であることが疑われております。しかし

ながらその実態が明らかになっていないために原因物質

として挙げられず、事業者・消費者への説明に苦慮すると

ともに再発防止策も立てられておりません。Unicapsula 
seriolae の毒性や生態、感染ルート等の調査研究を早急

にしていただきたい。 

 

  主にカンパチを原因とする有症苦情事例があることから、

更なる情報の収集と、他の魚種の検出状況等及び疫学調査

結果の公表 

 

ユニカプセラ属以

外の粘液胞子虫 

カ カンパチ等に寄生し、人体への影響が懸念されているもの

の、まだ解明されていないため。 

 

クリプトスポリジ

ウム 

オ 過去に食中毒の原因となったことがあるが、他の微生物に

比較して簡易な検査法、対策の啓発普及が遅れていると感

じるため。 

 

  犬猫等のペットが多くなる傾向あり、寄生実態があまり公

表されていないと思いますので。 

 

  国内、海外でもカキを含む二枚貝から検出された事例が報

告されており、ノロウイルス同様、下水等由来の微生物の

対策の併せて構ずるべき。 

 

  人畜共通の感染症の１つであり、畜産現場では子牛生産に

影響を与えている。発症子牛に対しては、対症療法が行わ

れており、効果的な治療法が確立されていないため、感染

源となり、清浄化が難しい。 

 

  哺乳子牛の下痢便からしばしば検出される。クリプトスポ

リジウムによる子牛の下痢予防の研究により人での本病

原体による下痢症発生数が低減すると期待される。 

 

  クリプトスポリジウムによるヒトへの感染は、大規模感染

のリスクが高い疾病のひとつである。オーシストはウイル

スや細菌用の消毒薬に耐性を示し、広域な終宿主域をもつ

ため、公衆衛生上のみならず畜産の問題でも重要であるた

め。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

クリプトスポリジ

ウム（つづき） 

 一過性も激しい水溶性下痢を発症するが食中毒の原因物

質としての認知度が低く、保健所も見過ごしがちになる。

家畜の糞便を介するため、E.coli、カンピロバクター等と

感染経路が同一も半年ほど不活化せず、塩素にも抵抗性を

有するため、実態調査や情報収集を行い、情報提供して頂

きたい。 

 

  家畜の下痢の原因として、多くの事例が紹介されており、

飼養環境付近の河川等を介して、人に感染する恐れがある

ため。 

 

鶏コクシジウム ウ 平成 26年度、27年度、高病原性鳥インフルエンザ対策事

業での留鳥検体からの腸サンプルを用いて、カラス、ムク

ドリ、スズメでのクロストリジウム・パーフリンゲンスの

保有の実態調査を行った。その検体を用いて試験を検討

中。同じ鳥類であるが、その実態は不明であるため、上記

の菌と同様に留鳥による鶏農場への浸潤の可能性の検証

を目的とする。 

 

寄生原虫 キ クドア、ザルコシスティス以外の病原性原虫の汚染状況及

び防除対策について。 

 

疥癬 オ ここ数年、猪が人里に出没し田畑を荒らし、農作物にも被

害をもたらす事件がしばしば発生しているが、その時の姿

を見ると皮膚が露出し角化したものが多い。また全身脱毛

したタヌキが畜産農家にたびたび目撃されている。疥癬の

病原体であるヒゼンダニは寄生する動物種によって本来

種類が異なるが、時に動物から人に寄生して激しい痒みを

引き起こすことがあり、そこに細菌が感染すると重症化す

ることがある。特に症状の進んだ動物と接触する際には注

意が必要である。また幼児、高齢者、免疫力が低下した人

も重症化する可能性がある。猪やタヌキの疥癬はここ数年

継続して観察されているが一方で彼らが人里に出没し易

い状況が近年固定化していることから、人間社会への拡大

が心配される。 

そこで、実態調査（捕獲猪等の健康状態、疥癬罹患の場合

ヒゼンダニの種類、その他疾病の感染、行動範囲、食性、

家族構成、人・ペット・家畜との接触の有無、狩猟関係者・

畜産農家・ペット・家畜らの疥癬罹患状況など）を行い人

間社会への拡大の可能性について検討し、リスク管理を行

う。 

 

その他    

ヒスタミン産生

菌、好塩性ヒスタ

ミン生成菌 

エ 製造工程で低温管理していても、増殖するケースがあると

の情報がある。 

 

 アレルギー様食中毒の原因となるため  
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

ヒスタミン産生

菌、好塩性ヒスタ

ミン生成菌 

（Photobacterium 
phosphoreum等） 

 ヒスタミン産生菌の分布は、魚種や個体によってばらつき

があるとされており、食中毒発生防止策として魚の低温保

存が推奨されている。水揚げ後、ヒスタミン産生菌を低減

させる方法等についての知見があれば、生産段階における

効果的な予防策となると思われる。 

 

（つづき）  ヒスタミンによる食中毒は重篤例が少ないものの、多くの

食中毒が発生している。多くは赤身の魚を食して発生する

ことが知られているが、多くの食品による実態やどのよう

な菌株が問題となるかは十分な情報が少ない。ヒスタミン

の規格が日本では定められていない。 

 

  いわゆる青魚におけるヒスタミンの生成には、好塩性ヒス

タミン生成菌の関与が指摘されていることから、漁獲時の

船上での取扱いや水揚げ後の温度管理等、生産者等へのヒ

スタミン制御に対する取組も必要と考える。 

 

  微生物ではないが、コントロール方法が同じですので、記

載します。 

フードチェーン全般で管理されないといけない危害であ

るが、有害微生物に比較して認知度が低いと思われる。 

 

アフラトキシン 

を産生する 

Aspergillus属菌 

エ アフラトキシン（AFT）は、熱調理下においても安定して

おり、人畜に対し、毒性が確認されている。黒糖やウコン

等においても規制値以下の AFT の汚染実態が確認されて

おり（2013;2014，岩屋ら）、対策が望まれる。AFT産生菌

として知られる左記微生物群を含め、実態と対策構築が急

務と考えられるが、これらは食品製造工程中途での混入の

可能性が低く、原料由来であることが示唆されていること

から、原料農産物の立毛栽培中を含めた総合的な対策が肝

要であると考えられる。国産食品の安全性向上のため、各

地域・生産者の持つ課題に対し、各自治体の取り組みと併

せ、指導方針の決定力を持ち、国内外の多様な学界を俯瞰

的に捉え得る農水省の取り組みをお願いしたい。 

 

  落花生、チョコレート、そば粉等で検出されたことのある

カビ毒であり、発がん物質であるアフラトキシンは熱安定

性が非常に高く、通常の加熱殺菌では解毒できないので、

アフラトキシンを無毒化するための研究を農林水産省は

進めて欲しい。 

 

  過去、国内の試験場でアフラトキシンが確認されたと記憶

している。国内での最近の検出事例を確認したい。また、

地球温暖化に伴い今まで検出されていない地域、作物での

汚染が広がっているか（世界的に）の情報を入手したい。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

かび毒生成微生物

（赤かび病菌等） 

エ 輸入小麦については、政府の取組により管理されていると

理解しているが、国産小麦については、リスクも含めてど

のように管理されているか不明確で安心ができない。ま

た、小麦以外の雑穀類及び雑穀加工品にいては、国がどの

ように管理されているかが不明確で、安心できない。（輸

入および国産） 

 

  生産現場で荷受けとかに影響があるかび毒等についての

情報収集、提供を継続して行ってもらいたい。また、それ

らに関して必要であれば研究を積極的に推進してもらい

たい。 

 

  麦赤かび病が産生するカビ毒（DON・NIV）について現在実

態調査がされており継続が必要。 

 

  生成されるかび毒（Deoxynivalenol）について厚生労働省

より下限値が示され、生産現場での防除対策を要するた

め。 

 

パツリンを産生す

るPenicillum属菌

や Aspergillus 属

菌 

エ りんごジュースを汚染するカビ毒として世界的に問題に

なっているパツリンは、熱安定性が高く、一度汚染される

と除去が困難なため、当該りんごジュースは廃棄するしか

方法がないのが現状である。パツリンを無毒化する研究を

農林水産省は進めて欲しい。 

 

飼料中のカビ毒 エ 輸入飼料、国産飼料の汚染実態調査と給餌後の動態調査な

どが明らかになると、牛肉や肉の安定生産、安定供給条の

メリットがある。 

 

  牛（家畜）の飼料の汚染程度の調査のため。  

  アスペルギルス症の原因菌であり、マイコトキシンを産生

するため。 

 

  「迅速･簡便な検査方法の確立と不活化（中和）方法の確

立」理由：家畜の飼料はほとんどを輸入に頼っている現状

ではカビ毒の存在しない飼料を供給することはかなり困

難だと考える。したがって、簡単に高感度でカビ毒の有無

を検出でき、不活化できる方法が確立できれば、安全･安

心な飼料を農家で使用してもらえると考える。 

 

  配合飼料中のアフラトキシン等カビ毒の調査、リスク評価

は継続して実施して欲しい。最近、熟成牛肉がブームにな

っているが、管理方法等規制は無く、カビ毒等の発生も懸

念されるため、実態調査、情報収集を実施して欲しい 

 

  食肉の熟成（ドライエイジング等）処理においては、カビ

類（カビ毒含む）の発生が伴うが、衛生管理や微生物の発

生状況が不明なため、実態調査が必要ではないか。 
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微生物名 
除外

理由 

食品中の実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良

いと考える理由・参考となる情報 
 

飼料中のカビ毒 

（つづき） 

 配合飼料及びサイレージ等の自給飼料における汚染の程

度に関する実態調査 

 産生する毒素であるゼアラレノン、デオキシニバレノー

ルの家畜への影響及び畜産物を通じての人体への影響が

憂慮される。 

 

イヌサフラン キ 死亡例が多いため。広く周知した方が良いと思うため。  

 

有毒藻類 

Gambierdiscus 

spp. 

エ シガテラ原因藻類  

国内沿岸のシガテラ原因種については毒生産能が確認さ

れていない。リスク評価、毒分析用標準品の製造において

重要。 

 

有毒渦鞭毛藻 エ 地球温暖化に伴い、シガテラ中毒の毒素を産生する

Gambierdiscus toxicusの分布が北上する可能性があるた

め、日本沿岸の同渦鞭毛藻の分布の有無を調査する必要が

ある。 

 

性状解析 キ 遺伝情報に基づく分子解析や薬剤感受性試験により、汚染

源解析の基礎資料が得られるので、進めてほしい。 

 

ジビエ キ ジビエとして野生動物が食肉として取引され年々増加し

てきているが、それに対する有害微生物の実態は調査され

ていない。省庁間の連絡を密にして調査が必要ではない

か。 

 

衛生管理対策 キ 当社は養豚業（繁殖による種豚候補豚及び肉豚生産）です。

公衆衛生、家畜衛生面に最大限の安全性を担保するため、

取組の柱としているのが ISO22000によるマネジメントシ

ステムです。 

厚生労働省や農林水産省は HACCP導入義務化、農場 HACCP

導入推進等を図っていただくようになってきました。しか

し、全組織への普及までは時間がかかるのではないかと予

想されます。また、導入しない業者もあることが考えられ

ます。したがって、農畜産物製造、加工、流通、販売業者

で食の安全性、家畜衛生対策を行っている事業組織の状況

にあわせて国の認証を与えて頂くことを提案します。 
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平成 28年 6月 3日 

消費者団体 御担当者様 
 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 

 

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物についてのアンケート 

 

 

日ごろから農林水産省の食品安全行政に御理解、御協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、消費者の健康を保護し、安全な食料を安定供給するには、国産農畜水産物・

食品の安全性の根拠となる科学的データを得て、必要に応じ安全性向上の取組を進

めることが不可欠です。このため、農林水産省は、「農林水産省が優先的にリスク

管理を行うべき危害要因のリスト（以下「優先リスト」という。）」及び 5年間の実

態調査の計画（サーベイランス・モニタリング中期計画（以下「中期計画」という。）

に基づき、食品中の危害要因の含有実態を計画的に調査しています。 

この度、有害微生物について、優先リストの見直しを行うとともに、平成 29～33

年度を対象とした中期計画を作成することを検討しており、関係者の皆様から広く

情報・意見を伺うことが重要と考えています。 

つきましては、大変お忙しい中恐縮ですが、下記のとおりアンケートに御協力い

ただきたく存じます。 

提出いただいた内容は、「優先的にリスク管理を行う有害微生物のリスト」の見

直しを行うに当たり参考情報として活用させていただきます。 

 

 

記 

 

１．アンケートの内容 

別紙 

 

２．締切り 

平成 28年 6月 30 日（木曜日） 

 

３．提出方法・提出先 

（１）電子メール：syouhi_riskteam@maff.go.jp 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 リスク管理企画班 宛て 

※件名に必ず「優先的にリスク管理を行う有害微生物のリストへの意見」と記

載してください。 

 

（２）ファックス：03-3597-0329 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 リスク管理企画班 宛て 

 

（３）郵便 

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 リスク管理企画班 宛て 

※当日消印まで有効 

 

mailto:syouhi_riskteam@maff.go.jp
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４．記入上の注意 

＜一般事項＞ 

・提出者の所属、役職、氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を記入くだ

さい。お問合せの確認等の御連絡に利用します。いただいた意見の内容は公表

を前提とします。もし、匿名・非公開を希望される場合はその旨を明記してく

ださい。 

 

・提出された情報・意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針等を

まとめ、会議資料等として公表します。 

 

＜情報・意見の内容に関する事項＞ 

アンケートに回答するに当たり、以下の点に御留意ください。 

 我が国における食品安全行政は、複数の省庁で分担して行われています。 

例えば、食品健康影響評価（リスク評価）は内閣府食品安全委員会が担当

しています。また、食品の成分規格や安全性に関する基準等の設定（食品

衛生法に基づく規制）は厚生労働省が担当しています。 

このため、農林水産省の対象外となる情報・意見をいただいた場合は、関

係府省に参考情報として共有することで対応させていただきます。 

 食品安全における農林水産省の役割は、安全な食品（農林畜水産物）を供

給するための動物用飼料や生産資材の安全管理と、食品を汚染する可能性

のある有害微生物等を低減させるように生産や製造の方法等を改善するこ

とにより、農林畜水産物・食品の安全性を向上させることです。 

 特に国際的に、意図せずして食品を汚染し消費者の健康に悪影響を及ぼす

可能性のある有害微生物の対策は、政府の重要な役割として認識されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お問合せ先＞ 

農林水産省 

消費・安全局食品安全政策課 

（情報・意見募集全般に関する事項） 

担当者：リスク管理企画班 阪本、木谷 

代表：03-3502-8111（内線 4453） 

ダイヤルイン：03-3502-8731 

（有害微生物に関する専門的事項） 

担当者：危害要因情報班 福永、今村 

代表：03-3502-8111（内線 4457） 

ダイヤルイン：03-6744-0490 

E-mail: syouhi_riskteam@maff.go.jp 

mailto:syouhi_riskteam@maff.go.jp
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農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物についてのアンケート 

（記入用紙） 

 

記入日 2016 年 月 日 

所属機関等名 

（団体名等） 

 

部署・役職  

担当者（記入者）氏名  

連絡先 住所  

電話  

メール  

 

 

【質問は大きく分けて、全部で２問あります。】 

 

質問１ 現在、農林水産省が優先的にリスク管理の対象としている有害微生物に関し、

どの程度関心がありますか。 

該当する項目をチェックしてください。 

記入回答欄には、記入例（本アンケートの最後に添付）を参考に、国として

の調査や研究、低減対策の検討などが必要と考える場合、その理由を記入して

ください。その他、参考となるような情報・意見等があれば記入してくださ

い。 

 

 ＜参考＞ 

各有害微生物に関する情報や、農林水産省によるこれまでの実態調査結果は、

以下から御覧になれます。 

・農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストについて 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/microbio.html 

・食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/middle_microbio.html 

・有害微生物による食中毒を減らすための農林水産省の取組（リスク管理） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_microbio.html 

・これまでに策定したリスク管理措置 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_manage/index.html#risk-soti 

・食品の安全性に関するサーベイランスの結果【有害微生物】 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result_micro.html 

  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/result_micro.html
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微生物名 関心の程度 

 

記入回答（自由記載） 

 

カンピロバク

ター 

☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

サルモネラ ☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

腸管出血性大

腸菌 

☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

ノロウイルス ☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

リステリア・

モノサイトジ

ェネス 

☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

クドア・セプ

テンプンクタ

ータ 

☐非常に関心がある 

☐関心がある 

☐あまり関心がない 

☐知らなかった 

 

 

 

 

質問２ 質問１の表に記載された微生物（現在優先的にリスク管理の対象としている

もの）以外に、消費者の健康保護や国産食品の安全性向上のため、農林水産省と

して、 

・食品や飼料の汚染の程度に関する実態調査 

・食中毒の症状や症状の重篤性、諸外国の動向など、各種情報の収集と提供 

・食品や飼料からの汚染防止方法の開発や、生産者・食品事業者への指導 

・その他、食品の安全性向上のための調査や研究 

を積極的に行うべきと考える有害微生物（人への有害性の程度が不明なものを

含む）があれば、その微生物名とその理由、可能であれば参考情報をお知らせく

ださい。 
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微生物名 実態調査、情報収集、研究等を行ったほうが良いと考え

る理由・参考となる情報 

  

  

  

 

 ※記入欄が足りない場合は、適宜追加してください。 

 

 



プレスリリース

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直
すに当たっての情報・意見募集について

農林水産省は、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害微生物に
ついて、優先度をつけてリスク管理（各種情報の収集分析、食品中の実態の調査、
低減対策の研究、汚染低減の指針の作成・普及等）を進めています。

この度、優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すに当たり、広く情報・意見
を募集します。

1．趣旨

消費者の健康を保護し、安全な食料を安定供給するには、国産農畜水産物・食品の安
全性の根拠となる科学的データを得て、必要に応じ安全性向上の取組を進めることが
不可欠です。

そこで、農林水産省は、食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害微
生物について、優先度をつけてリスク管理（各種情報の収集分析、食品中の実態の調
査、低減対策の研究、汚染低減の指針の作成・普及等）を進めています。

この度、食品安全の観点から農林水産省が優先的にリスク管理の対象とするべき有害
微生物について、広く消費者・生産者・食品事業者の皆様から情報・意見を募集いた
します。

提出いただいた情報・意見は、「優先的にリスク管理を行う有害微生物のリスト」の
見直しを行うに当たり参考情報として活用させていただきます。

2．情報・意見募集する内容

国産農畜水産物・食品の安全性向上のため、農林水産省において

・ 食品や飼料の汚染の程度に関する実態調査
・ 食中毒の症状や症状の重篤性、諸外国の動向など、各種情報の収集と提供
・ 食品や飼料からの汚染防止方法の開発や、生産者・食品事業者への指導
・ その他、食品の安全性向上のための調査や研究

を積極的に行うべきと考える有害微生物（人への有害性の程度が不明なものを含む）
がありましたら、その微生物名とその理由、可能であれば参考情報をお知らせくださ
い。

3．意見募集期間

平 成 28 年 5 月 31 日
農 林 水 産 省

( 1 / 4 )

yoko_fukunaga270
タイプライターテキスト
（別添4）

yoko_fukunaga270
タイプライターテキスト
37



平成 28 年 5 月 31 日（火曜日）から 6 月 30 日（木曜日）まで

4．情報・意見の提出方法・提出先

(1) インターネット

農林水産省ホームページで情報・意見を受け付けます。以下の URL をクリックすると
入力ページにリンクします。

URL: https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/4d4a.html

(2) 郵便

〒 100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 リスク管理企画班 宛て

* 締め切り当日消印まで有効

添付資料「優先的にリスク管理を行う有害微生物についての情報・意見」を御利用く
ださい。

5．情報・意見の提出上の注意事項等

＜一般事項＞

・ 意見の提出は日本語のみ受け付けます。
・ 意見提出者の住所、氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を記入くださ

い。いただいた意見の内容は実名での公表を前提としますので、匿名を希望され
る場合はその旨を明記してください。

提出いただいた個人情報については、お問合せの確認等の御連絡に利用します。
・ 電話での情報・意見はお受けしませんので御了承願います。
・ 提出された情報・意見につきましては、その概要と対応方針をまとめ、会議資料

等として公表します。

＜情報・意見の内容に関する事項＞

情報・意見を提出いただくに当たり、以下の点に御留意ください。

・ 我が国における食品安全行政は、複数の省庁で分担して行われています。

例えば、食品健康影響評価（リスク評価）は内閣府食品安全委員会が担当してい
ます。また、食品の成分規格や安全性に関する基準等の設定（食品衛生法に基づ
く規制）は厚生労働省が担当しています。

このため、農林水産省の対象外となる情報・意見をいただいた場合は、関係府省
に参考情報として共有することで対応させていただきます。

・ 食品安全における農林水産省の役割は、安全な食品（農林畜水産物）を供給する
ための動物用飼料や生産資材の安全管理と、食品を汚染する可能性のある有害微
生物等を低減させるように生産や製造の方法等を改善することにより、農林畜水
産物・食品の安全性を向上させることです。

特に国際的に、意図せずして食品を汚染し消費者の健康に悪影響を及ぼす可能性
のある有害微生物の対策は、政府の重要な役割として認識されています。

( 2 / 4 )
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現時点で農林水産省が優先的にリスク管理を行う対象としている有害微生物の
情報については、「6. 参考」を参照ください。なお、今回の情報・意見募集の対
象は、ここに掲載されている有害微生物でも、それ以外の有害微生物でも結構で
す。

6．参考

有害微生物の情報、これまでに行った調査や汚染低減のための取組等については、当
省のホームページで御覧になれます。

・ 農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストについて

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/
microbio.html

・ 食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/
middle_microbio.html

・ 有害微生物による食中毒を減らすための農林水産省の取組（リスク管理）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/
hazard_microbio.html

・ これまでに策定したリスク管理措置

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_manage/index.html#risk-soti
・ 食品の安全性に関するサーベイランスの結果【有害微生物】

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/
result_micro.html

＜添付資料＞

・ 優先的にリスク管理を行う有害微生物についての情報・意見（ワード版）
・ 優先的にリスク管理を行う有害微生物についての情報・意見（PDF 版）

( 3 / 4 )
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お問い合わせ先

消費・安全局食品安全政策課

（情報・意見募集全般に関する事項）

担当者：リスク管理企画班 阪本、木谷

代表：03-3502-8111（内線 4453）

ダイヤルイン：03-3502-8731

FAX：03-3597-0329

（有害微生物に関する専門的事項）

担当者：危害要因情報班 福永、今村

代表：03-3502-8111（内線 4457）

ダイヤルイン：03-6744-0490

FAX：03-3597-0329

当資料のホームページ掲載 URL
http://www.maff.go.jp/j/press/

( 4 / 4 )
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ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物を見直すに当たっ

ての情報・意見募集について > 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物についての情報・意見入力ページ 

 

ここから本文です。 

 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物についての情報・意見入力ページ  

次の事項をお読みになり、必要事項を入力の上、「送信確認」ボタンを押してください。 

 情報の取り扱いについては、「プライバシーポリシー」をご覧ください。  

 このページで入力された情報は、SSL と呼ばれる暗号化通信技術により保護されています。  

 入力に際しては、丸囲みの数字、ローマ数字、全角 1 文字になっている単位・記号などの機種依存文字[別ウィン

ドウで開きます]はお使いいただけません。  

 

 

氏名（法人・団体等の場合は、法人・団体名、情報・意見提出社の氏名）（必須） 

・匿名希望の場合は、その旨を明記してください。 

・記載例：農林 太郎（匿名希望）  

 

住所（法人・団体等の場合は、主たる事業所の所在地）（必須） 

・御提出いただいた情報・意見に関して、お問い合わせさせていただく場合に使用します  

 

電話番号（半角数字）（必須） 

・御提出いただいた情報・意見に関して、お問い合わせさせていただく場合に使用します  

 

メールアドレス（半角英数字）（必須） 

・御提出いただいた情報・意見に関して、お問い合わせさせていただく場合に使用します  

 

確認用メールアドレス（半角英数字）（必須） 

http://166.119.81.10/maff/cms8341/index.html?mode=preview
http://166.119.81.10/maff/cms8341/j/pr/index.html?mode=preview
http://166.119.81.10/maff/cms8341/j/press/index.html?mode=preview
http://166.119.81.10/maff/cms8341/j/press/syouan/seisaku/160531.html?mode=preview
http://166.119.81.10/maff/cms8341/j/press/syouan/seisaku/160531.html?mode=preview
http://www.maff.go.jp/j/use/pp.html
http://www.maff.go.jp/j/use/kisyu_izon.html
http://www.maff.go.jp/j/use/kisyu_izon.html
http://www.maff.go.jp/index.html
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性別  

男性  女性   

年代  

20 歳未満  20 歳以上～40 歳未満  40 歳以上～60 歳未満  60 歳以上   

職業等（必須）  

消費者  農林水産業の生産者  食品関連事業者  その他   

職業等で「その他」を選択された場合、こちらに御記入ください。  

 

国内農畜産物・食品の安全性向上のため、農林水産省において、次の 1 から 4 の事項を積極的に行うべきと考え

る有害微生物（人への有害性の程度が不明なものを含む）がありましたら、その微生物名とその理由、可能であれ

ば参考情報をお知らせください。（必須） 

1 食品や飼料の汚染の程度に関する実態調査 

2 食中毒の症状や症状の重篤性、諸外国の動向など、各種情報の収集と提供 

3 食品や飼料からの汚染防止方法の開発や、生産者・食品事業者への指導 

4 その他、食品の安全性向上のための調査や研究  

 

  
リセット

 

 

消費・安全局食品安全政策課 

担当者：リスク管理企画班 阪本、木谷（情報・意見募集全般に関する事項） 

代表：03-3502-8111（内線 4453） 

ダイヤルイン：03-3502-8731 

FAX：03-3597-0329 
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担当者：危害要因情報班 福永、今村（有害微生物に関する専門的事項） 

代表：03-3502-8111（内線 4457） 

ダイヤルイン：03-6744-0490 

FAX：03-3597-0329 

ページトップへ 

 

 プライバシーポリシー 

 リンクについて・著作権 

 免責事項 

 

Copyright:2007 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

〒100－8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 電話：03-3502-8111（代表） 

 

 

http://166.119.81.10/maff/cms8341/admin/preview.php#header
http://www.maff.go.jp/j/use/pp.html
http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
http://www.maff.go.jp/j/use/escape.html
http://www.maff.go.jp/j/use/map.html
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