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FAO / WHO合同食品規格計画 

第 19回食品残留動物用医薬品部会 

 
日時 ： 2010年 8月 30日（月）～9月 3日（金） 

場所 ： バーリントン（米国） 

 

議題 

１． 議題の採択 

２． コーデックス総会及びその他の部会・特別部会からの付託事項 

３． FAO／WHO からの関連事項及びその他の部会・特別部会からの付託事

項 

４． 「動物用医薬品の登録に係る技術的要件の調和」（VICH）を含む OIEの

活動報告 

５． 動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）の検討（ステップ 7） 

６． 食品中の残留動物用医薬品の分析法に関する討議文書 

７． JECFAによる評価又は再評価を必要とする動物用医薬品の優先順位リス

ト案 

８． ADI の設定及び MRL 提案に係る現行プロセスに関連して考慮される要

因 

９． ADI 及び MRL を設定していない動物用医薬品のリスク管理に関する勧

告 

１０． はちみつ生産における動物用医薬品に関する討議文書 

１１． 水棲動物製品及びそれに由来する製品に対する動物用医薬品残留の管理

のためのサンプリングプランに関する討議文書 

１２． その他の事項及び今後の作業 

(a)最近の問題及び解決策 

１３． 次回会合の日程及び開催地 

１４． 報告書の採択 
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第 19回食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）概要  

 

１．開催日及び開催場所 
日時： 2010年 8月 30日（月）～9月 3日（金） 
場所： バーリントン（米国） 

 
２．参加国及び国際機関 

56加盟国、1加盟機関（EU）、5国際機関が参加、参加総数は 172名 
 

３．我が国の出席者 
厚生労働省医薬食品局食品安全部 

 基準審査課食品規格専門官       浦上 憲治 
厚生労働省医薬食品局食品安全部 

企画情報課 国際食品室国際調整専門官 井関 法子 

厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所食品部主任研究官    坂井 隆敏 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐      能田 健 
農林水産省消費・安全局消費・安全政策課課長補佐      近藤 喜清 
農林水産省動物医薬品検査所検査第二部総括上席研究官    遠藤 裕子 
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課企画調整係長    今村 彩貴 

 内閣府食品安全委員会事務局評価課飼料・肥料等係長     島田 美里 
テクニカルアドバイザー 
日本食品衛生協会                     大滝 宗志 
日本食品衛生協会                     福本 一夫 

 
４．主要議題の概要 

主要議題の概要は以下のとおり。 

 

議題５．動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）の検討（ステップ 7） 

ナラシン（牛及び豚） 
EU は、健康な動物に対する成長促進目的でのナラシン使用は認められない旨

指摘した。また、ナイジェリアは薬剤耐性菌が増加する可能性があるとの懸念を

示した。これについて JECFA事務局は、ナラシンは抗菌活性の無い形に代謝され
ること及び標的臓器の肝臓への残留は非常に低い値であることなどを説明した。 

我が国を含め、米国、カナダ、フィリピン、ブラジル、コスタリカ、パナマ、

メキシコ、オーストラリア等の 11カ国が最大残留基準値（Maximum Residue Limits
：MRL）案の採択を支持した。 

議論の結果、豚についての MRL 案についてはステップ 8 で総会の最終採択を
図ることで合意した（EU、 ナイジェリア、ノルウェー及びスイスは留保した）。
また牛についての MRL案は暫定値であり、今後 JECFAが検証した分析法をもと
に再度検討する予定であることから、牛の MRL 案はステップ 7 に留め置くこと
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で合意した。 

チルミコシン（鶏及び七面鳥） 

前回会合で暴露量から計算して ADI比が 313％になることから、MRL案に懸念
を示した EUは、今次会合では、再度計算した結果 ADIを下回ることを確認し、
MRL案を支持できるとの立場を示した。カナダ、ブラジル、ナイジェリア、パナ
マ、フィリピン、メキシコ、タイ及びケニアも MRL 案を支持し、採択された。
その結果、今次部会は、MRL案の次回総会での最終採択を図ることで合意した。 

 
議題６．食品中の残留動物用医薬品の分析法に関する討議文書  

英国及びカナダ主導の電子作業部会が提示した討議文書をもとに、①JECFAよ
り提供された分析法の評価、②一斉分析法の性能特徴(performance characteristics)
に関する要件についてそれぞれ検討した。 

① 分析法の評価について、我が国は、個別の勧告は有意義ではあるが、独立

した機関である JECFAに対して分析法の詳細に関する検討の多くを JECFA
に求めるのは適切ではなく、当部会の付託事項（Terms of Reference: TOR）
にある本来の作業として、当部会が分析法について議論するのが適当である

との立場を示した。 

② 一斉分析法の性能特徴の策定に関するガイダンスについては、我が国の分

析法の開発及び使用の現状を踏まえつつ、すでにコーデックスが「食料生産

動物への動物用医薬品の使用に関連して各国において食品安全を保証する

ための規制プログラムを設計・実施するための指針」（CAC/GL 71-2009）（個
別分析法を対象とした基準を含む）を策定済みであることに鑑み、一斉分析

についても同様の基準を策定するのを支持する立場で、適宜対処した。 

その結果、当部会は、一斉分析について同様の基準を策定することを新規作業

とすることで合意し、総会の承認を図ることとした。また、英国及びカナダ主導

の電子作業部会を設置し、原案を策定することで合意した。 

 
議題８．ADI の設定及び MRL 提案に係る現行プロセスに関連して考慮される要

因  

前回会合において、動物用医薬品の MRL設定に関する事項について議論され、
フランス主導の電子作業部会(eWG)において、農薬と動物用医薬品（注：共に意
図的に使用される薬剤）についてできる限り同じ手法で MRL を設定するのが適
当との立場から、JMPRと JECFAのリスク評価手法をどの程度一致させられるか
という観点から検討しているもの。 

本会合直前に開催された物理作業部会の報告を踏まえ、①フードバスケット（食

品摂食モデル）の内容、②ADIの 100％使用、③EDI（Estimated Daily Intake：推定

一日摂取量）の適用等について今次会合で議論された。 
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フードバスケットについては、米国が「one meat+2 eggs+milk+honey」では現行
のフードバスケットにおいて含められていない組織を考慮することが可能になる

ことを指摘するとともに、ADIを 100%使用した結果、高い MRL設定につながる
かどうかを検討すべき等を主張した。また、我が国からは、国内における基準設

定にあたっての暴露評価手法を踏まえ、基準を設定する動物由来の食品以外（水、

空気等）からの暴露も考慮する必要があることから、100%ADIの使用は適切でな
いこと、EDIの使用については TMDI（Theoretical Maximum Daily Intake：理論最
大一日摂取量 ）に代わるべきものではなく、また、不必要に高い MRL設定につ
ながらないよう EDIを使用する場合の明確な条件の検討が必要である旨を発言し
た。 

議論の結果、JECFAで適用されている現行の食品摂食モデルの見直し、急性及
び亜慢性の食品暴露評価手法の作成等について FAO及びWHOに専門家会合の開
催を再度求めることに合意した。また、戦略計画 Activity2.2の実施に関する「リ
スク分析に係る文書」（Risk Analysis Principles Applied by The Codex Committee on 
Residues of Veterinary Drugs in Foods）の改訂について電子作業部会を設置するこ
とに合意した（議題１２参照）。 

 
議題９．ADI及び MRLを設定していない動物用医薬品のリスク管理に関する勧

告 

前回会合の結果に基づき設置した電子作業部会（米国議長）が提示した報告書

を元に、①a）人の健康への懸念から ADI/MRLを設定していない動物用医薬品と
b）人の健康リスク評価に必要な情報の不足により未だ ADIまたは MRLが設定さ
れていない動物用医薬品のリスク管理に関する勧告策定のための新規作業のスコ

ープの明確化、②既に JECFAが評価を終了している動物用医薬品に対するリスク
管理方法の提案、③JECFAが人の健康への懸念から ADI/MRLを設定しないと結
論づけた８つの動物用医薬品への対応、④コーデックス基準設定過程でリスク管

理勧告を行うための手続き手法について議論した。 

我が国は、上述①の a)と b)の事項はともに重要であり、新規作業で取り扱う必
要があるが、その二つの事項は性質が異なるため、作業は明確に区別して進める

べきであると主張した。特に、a)については、使用禁止や不検出であることなど
の明確な規定を設けるべきであり、b)については 2004年にバンコクで開催された
ADI/MRLの設定されていない動物用医薬品の残留に関する FAO/WHO合同ワー
クショップの勧告に従い、各国が設けている MRLの情報を元に暫定的なレベル
を設置することを検討するのが適当である旨発言した。EUは人の健康への懸念
のある動物用医薬品の使用禁止を明確に示すべきであると発言した。適切なリス

クコミュニケーションを行うためのポリシーを作成することも必要であるとの発

言もあった。 

コスタリカは、「ADI/MRLが設定されていない動物用医薬品のゼロ残留を確認
する検査の検出限界を統一する必要性がある」と発言した。 

我が国は、②については、コーデックスはリスク管理機関として JECFAに対し
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て必要なリスク評価を依頼したものであり、その結果 ADI/MRLを設定できない
とした動物用医薬品に対するリスク管理の具体的な勧告を出すことはコーデック

スの責務であること、また、加盟国、特に開発途上国が適切なリスク管理を行う

上でコーデックスが具体的なリスク管理について示すことが必要であること、情

報不足が原因で ADI/MRLが設定できない動物用医薬品については、2004年にバ
ンコクで開催されたワークショップで推奨されたように、地域又は国で既に使用

されている MRLを設定してコーデックスの暫定 MRLとすることを示唆した。 

手続きマニュアルにある本部会の TORの修正についても議論し、我が国や EU
などは、残留農薬部会（Codex Committee on Pesticide Residues：CCPR）の TORの 
(e)と同様の文書を追加し、本部会が MRL 設定以外のリスク管理に関する事項に
ついて検討することを容認できるようにすべきであり、次回総会での採択を図る

のが適当との立場を示した。これに対し、ニュージーランドなどは、この修正提

案によって生じる恐れのある貿易への影響などを慎重に検討する必要があり、現

時点で合意できないとして反対した。議論の結果、修正提案を各国に回付し、次

回会合で議論することとなった。 

JECFA が人への健康影響の観点から ADI/MRL を設定できないとした８つの動
物用医薬品については、EU を議長国とする電子作業部会を設置し、JECFA の報
告書やモノグラフなど入手可能なデータや情報を元にリスク管理勧告案を策定す

る（クロラムフェニコールとマラカイトグリーンは使用すべきでないとの前回部

会の決定も含む）こととなった。 

コーデックスホームページに掲載されている動物用医薬品の MRL のデータベ
ースについては、JECFAの報告書へのリンクなどを充実させ、より使いやすいも
のにする予定であると事務局は述べた。 

 
議題 12．その他の事項及び今後の作業  

議題２、８及び９での、本部会におけるリスク分析に係る文書に関連する議論

の結果を踏まえ、本部会は電子作業部会を設置（フランス、日本、米国による共

同議長）し、コーデックス戦略計画の Activity 2.2を実施することとした。 

特に、議論８及び９の議論の結果を踏まえ、電子作業部会は、リスク分析に係

る文書とリスク評価ポリシー（Risk Assessment Policy in the setting of Maximum 
Limits for Residues of Veterinary Drugs in Foods）の改訂作業をすることとし、その
際、特にリスク分析に係る文書の Section 3-2の改訂（議題８に関連）、リスク管
理とリスクコミュニケーションに関する勧告の策定に関する手続きの検討（議題

９に関連）をするとともに、CCPRの Concern formの活用の検討その他議題２，
８，９，１２の議論に関する各国のコメントを踏まえて、リスク文書に係る文書

の改訂をすることとなった。 

さらに、本件に関して作業をさらに効率よく進めるために、次回本会合の直前

に物理的作業部会を開催（フランス、日本、米国の共同議長）することで合意し

た。 
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（参考） 
食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）の作業と今後のアクション 

事項 ステップ 今後のアクション 

動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）
ナラシン（豚）及びチルミコシン（鶏

及び七面鳥） 

ステップ 8 第 34回総会 
 

動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）
ナラシン（牛） 

ステップ 7 第 20回 CCRVDF 

食料生産動物への動物用医薬品の使用

に関連して各国において食品安全を保

証するための規制プログラムを設計・

実施するためのガイドライン(CAC/GL 
71-2009)付属文書Ｂ表 C に追加する水
産食品サンプリング計画原案 

ステップ 3 
 

電子作業部会（米国） 
第 20回 CCRVDF 
 

一斉分析法の性能特徴に関するガイド

ライン原案 
ステップ 1,2,3 第 34回総会 

電子作業部会（カナダ及び

英国） 
第 20回 CCRVDF 

JECFA による評価及び再評価が必要な
動物用医薬品の優先リスト 

ステップ 1,2,3 第 34回総会 
第 20回 CCRVDF 

CCRVDF が適用するリスク分析の原則
の修正提案へのコメント要請 

― 第 20回 CCRVDF 

「CCRVDF が適用するリスク分析の原
則」及び「動物用医薬品の MRL設定の
ためのリスク評価ポリシー」の改訂作

業 

― 電子作業部会（フランス、

日本、米国） 
第 20回 CCRVDF 

他の動物種や臓器への MRL 設定にお
ける既存の MRL の外挿に関する討議
文書 

― 電子作業部会（カナダ） 
第 20回 CCRVDF 

開発途上国における MRL 設定のニー
ズに関するデータベース 

― 電子作業部会（米国） 
第 20回 CCRVDF 

CCRVDF の付託事項（TOR）の改訂提
案 

― 第 20回 CCRVDF 

JECFA が人への健康影響の観点から

ADI/MRL を設定できないとした８つ
の動物用医薬品に関するリスク管理勧

告 

― 電子作業部会（EU） 
第 20回 CCRVDF 

はちみつ中の MRL またはその他の規
制値設定のポリシーに関する討議文書

― 電子作業部会 
第 20回 CCRVDF 

 

 


