
資料 7-(1) 

FAO / WHO合同食品規格計画 

第 42 回食品衛生部会（CCFH） 

 

日時 ： 2010 年 11 月 29 日（月）～12 月 3 日（金） 

場所 ： カンパラ（ウガンダ） 

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からの食品衛生部会への付託事項 

３． FAO、WHO及び他の国際政府間機関から提起された事項 

a) FAO/WHO合同微生物学的リスク評価専門家会議（JEMRA）からの経過

報告及び関連事項 

    b) OIE（国際獣疫事務局）からの情報 

４． 鶏肉中のカンピロバクター及びサルモネラ属菌の管理のためのガイドラ

イン原案（ステップ４） 

５． 食品中のウイルス制御に関する衛生実施規範原案（ステップ４） 

６． ナチュラルミネラルウォ―ターの収集、加工、販売に係る国際衛生実施規

範の改定原案（ステップ４） 

７． 食品中の微生物規準の設定と適用に関する原則の改定原案（ステップ４）

８． その他の事項及び今後の作業 

a) CCFHの業務の優先順位 

９． 次回会合の日程及び開催地 

１０． 報告書の採択 
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第 42 回食品衛生部会(CCFH)概要 
 

 

１．開催日及び開催場所 

2010 年 11 月 29 日（月）～12 月 3 日（金） 

カンパラ（ウガンダ） 

 

２．参加国及び国際機関 

  75 加盟国、１加盟機関（EU）、11 国際機関 

 

３．我が国からの出席者 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 

（国立保健医療科学院研修企画部 第二室長） 

豊福 肇 

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 国際調整専門官 井関 法子 

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 課長補佐 横田 雅彦 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 水産衛生係長 前川加奈子 

国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部 第四室長 野田 衛 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 リスク管理専門官  佐々木貴正 

 

４．主な審議結果 

主要議題の概要は以下のとおり。 

 

議題 4  鶏肉中の Campylobacter 及び Salmonella 属菌の管理のためのガイドラ

イン原案（ステップ 4） 

前回会合の決定を受けて設置された電子的作業部会の議長国（ニュージーラ

ンド及びスウエーデン）から、CX/FH 10/42/4 を言及しつつ、修正原案の策定作

業の経緯が説明され、①修正原案が、前回部会及び電子的作業部会でのコメン

トを考慮して策定されたこと、②鶏肉中のカンピロバクター及びサルモネラ属

菌に係る技術会議（2009 年 5 月に開催）で採用されなかった“とたい”の汚染

防止剤(decontaminants)としてのリン酸三ナトリウム（TSP）を使用したハザー

ドベースの措置の例を戻したこと、が報告された。 

本原案は、食鳥処理場におけると体への塩素の使用の適否が前回部会からの

争点となっていた。欧州連合（EU）は生産段階及び食鳥処理場における抗菌剤、

特に塩素が含有されている抗菌剤の使用に反対の立場をとっており、2010 年 10
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月に開催された欧州地域調整部会での議論を踏まえ、“化学的な汚染除去剤の使

用は最終製品が販売される国の政府の承認・認可が必要である”旨の一文の挿

入を提案すると考えられていた。しかし、EU と米国間の事前協議の結果、パラ

14 に、次の２文（①フードチェーン（一次生産から消費まで）における、化学

的汚染防止剤を含む制御措置の使用は、政府機関の承認対象となること、②当

該ガイドラインには、ガイドラインの例として記載されていない制御措置を排

除するものではなく、ガイドラインに記載されていないハザードベースの制御

措置を選択することも可能であること。）を挿入することが提案され、承認さ

れた（我が国もこの提案を支持した）。なお、②については、この文書で示され

ているハザードベースの措置は、世に存在する措置をすべて網羅的に掲載して

いるわけではないが、今後新たな措置が明らかになった場合に、その都度当該

文書を改定するのは現実的ではないとの我が国の立場と共通する認識である。 

事前に提出した我が国コメントに沿って発言した主な内容及び結果は次のと

おり。 

① Risk Profile の正しい文書名を挿入するよう提案し、採用された。

(para19) 

② Section 7.2の表及びPara23はチェックが入っていない工程は制御措置を

誤解を招く恐れがあるので削除を提案したが、表のタイトルを修正して、

維持することになった。 

③ Section 12“制御措置の実施”において、section title にも拘わらず最

初の 3つに sub-section が Validation（妥当性確認）に関連した内容なの

で、この関連性を明らかにするため、para128 の最後に「制御措置の妥当

性確認はその実施前に行うべきである」という一文の挿入を提案し、採用

された。 

④ ハザードベースの制御措置の引用文献は本原案から削除し、FAO/WHO の

website にあるリスク管理手段決定補助ツールに含めることに合意され

た。 

本原案は、その他の技術的及び文言の修正も行われた後、ステップ 5/8 に進

めることで合意された。 

 

議題 5 食品中のウイルス制御に食品衛生の一般原則を適用することに関する

ガイドライン原案（ステップ 4） 

前回部会の決定により設置された物理的作業部会（2010 年 3 月、議長国オラ

ンダ）が提示した修正原案（CX/FH 10/42/5）に対し、ステップ 3で各国から提

出された書面コメント踏まえて、オランダが事前に準備した再修正案（CRD16）
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を元に議論がすすめられた。CRD16 には、日本の書面コメントの一部は取り入れ

られたが、ドキュメントの構成上の問題や重複箇所が見られるなどの問題が残

ったままであった。部会は、テキストのセクションごとに議論を進め、すべて

の修正箇所を今回部会の中で議論することは控え、今回部会では重要な問題点

のみについて議論された。二枚貝の附属文書についても修正が行われた。なお、

日本の懸念事項についての討議結果はつぎのとおり。 

① 一次生産における洗浄、保守管理及び作業従事者の症状消失後の復帰の条

件について、特に、科学的に明らかになっているウイルス排出期間（症状

消失後～8週間）を考慮した管理要件にすることが必要との理由から、「ノ

ロウイルス感染者が食品に直接触れる調理作業に復帰する際には、PCR等の

高感度の検便検査等でノロウイルスを保有していないことを確認すること

を制御措置の一つの例として文書に含めるべき」と提案した。しかし、途

上国等からPCRのような高感度の検査法は実施不可能との意見が多く出さ

れ、本会議では受け入れられなかった。なお、途上国の意見は理解したが、

ウイルス排出期間の長さと検査の必要性については、重要事項であるため、

我が国の上述の主張点を会議報告書に記載するよう要請したところ、これ

については受け入れられた。 

② ウイルスを不活化させるのに必要な加熱温度と時間について、原案の

Section5.2.1からは、削除されたが、附属文書1のSection3にある90℃、90

秒という加熱条件は初期ウイルス汚染量に依存して変わるため、我が国か

ら削除を提案したが、本会議では受け入れらず、例示として残された。 

本原案はステップ3で各国の意見を求めることになった。また、オランダを議

長国とする電子的作業部会を設置し、ステップ3で提示される各国コメントを踏

まえてドキュメントをさらに修正し、その後、物理的作業部会を次回CCFH開催

日前日に開催して、再修正案を策定し部会に提示することで合意された。 

 

議題 6 ナチュラルミネラルウォーターの収集、加工、販売に係る国際衛生実施

規範の改定原案（ステップ 3） 

前回会合の合意を受けて設置された作業部会（2010 年 6 月スイスを議長国と

する物理的作業部会。我が国も参加）が作成した改定原案に対し、各国が事前

に提出したコメントを踏まえて、さらにスイスが作成した修正原案（CRD20）を

用いて議論が進められた。 

本体文書の中では、Section 5.5 “Water”の要件は食品に直接触れる水に限

定しているため、「“食品衛生の一般原則”を参照する」というテキストを「“食

品衛生の一般原則”の Section 5.5.1 “water in contact with food”のみを
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参照とする」 と書き換えることで合意した。 

また、別添１の微生物基準については、原案にあった２表を一つにまとめ、

その表が、①企業が衛生管理手法を自ら導入した際の効果の検証をする場合と、

②各国規制当局が、市場流通する NMW について微生物規準に合致していること

の確認やその製造工程の管理方法の検証を行う場合 の両方に利用できること

を明確にする一文を挿入した。また、「“製造者は規制当局が設定した法的要件

に従い、その表に示された糞便汚染指標菌のすべてまたは一部を選択して実施

する 」旨の一文が追加された。 

 

その他所要の修正を行い、本原案をステップ 5/8 に進めることで合意した。 

また、NMW 規格（Codex STAN 108-1981）の section 4.4 を削除することにし

た。 

 

議題7 食品中の微生物規準の設定と適用に関する原則の改定原案（ステップ3） 

フィンランドが共同議長国を代表して、原案の作業の経緯を説明するととも

に、作業部会が提示した勧告について、CX/FH 10/42/7 に言及しつつ説明した。

部会は、一般コメントと、附属文書として今後作成すべき付属文書の優先順位

等についてコメントを求めた。 

 一般的なコメントは次の通り： 

 異なる能力と経験を有する国でも使用できるようにガイドラインをより使

用者が容易に使え、かつ適切な柔軟性を持たせるように注意を払う必要あり 

 GHP ベース（指標菌のための微生物規格「以下 MC という。」）、ハザードベー

スの微生物規格（MC）(特定の食品中の特定の病原菌)、及びリスクベース

（ALOP, FSO とリンクした MC）のカテゴリーにわけた MC のコンセプトを考

慮にいれること 

 現行の MC 設定の原則(CAC/GL 21-1997)の適切な情報は適当に取り入れるこ

と 

 不確実性とばらつきについては、CCMAS の過去及び現在継続中の作業を考慮

にいれること 

 動物用飼料の MC は有益かもしれないが、その優先順位は低いこと、また多

くの場合、食品、加工工程及加工工程環境に関連したガイダンスは飼料にも

同様に適用できること 

 異なる目的のための実務的なMCの適用を示した事例集を現行のパラ47から

51 をベースに作成し、本体文書の附属文書とすること 

 MC 及びサンプリングプランに関するより技術的かつ統計学的な附属文書の
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作成に取り掛かること。この問題は複雑ではあるが、本ガイドラインの極め

て重要な要素であると考えられること 

 指標菌は工程の衛生状態をモニタリングする上で特に価値のあるツールで

あることから、本ガイドラインにおいて指標菌についても検討すること 

 MRM 数的指標の適用に関する最近の進歩を考慮にいれて、MC と微生物リスク

管理の新しい数的指標の関連について、さらに作業を行うこと 

 本体文書及び事例を含む附属文書において、MC に関連したコミュニケーシ

ョン問題についての記述を作成する努力を行うこと 

 

本改訂案の本体文書、特に事例を含む附属文書を作成することは容易ではな

いため、フィンランド及び我が国は、これら文書の作成を促進するため、加盟

国及びオブザーバーからのインプットを求めた。 

 本改訂原案をステップ 2 に差し戻すことで合意した。またフィンランドと日

本を共同議長国とする次の物理的作業部会を設置（2011 年 7 月にブラッセルで

開催予定）することに合意した。 

 すでに提出されたコメント並びに部会中に提出されたコメント及び発言

を踏まえ、本体文書の更なる検討を行う 

 MC の設定および適用に関する実務的な事例の附属文書を作成する 

 MC の設定(サンプリング計画の策定を含む)に関する統計学的かつ数学的な

問題を扱う附属文書の作成に着手する 

また、物理的作業部会における本体文書及び附属文書の作成作業を円滑に行

うため、部会前及び部会中に提出されたコメントを踏まえ、作業部会は電子

的な手段を用いて準備作業を行うことに合意した。 

 

議題 8 その他の事項及び今後の作業： 

（a）CCFH における作業の優先順位決定に関する作業部会の報告書の討議 

本会議前日に開催された物理的作業部会（フィンランドが議長国）が提示し

た報告書(CRD2)を元に、①「食肉における人畜共通感染症を起こす特定寄生虫

（Trichinella spiralis 及び Cysticercus bovis）の管理のためのガイドライ

ン作成」及び②「生鮮野菜・果実に関する衛生実施規範に関する付属文書原案

作成」の新規提案について検討した。 

前者については、食肉における人獣共通感染症を起こす特定寄生虫

（Trichinella spiralis 及び Cysticercus bovis）の問題は国際貿易に重大な

影響に大きな影響をもたらしており、かつ、食肉の衛生規範（CAC/RCP 58-2005）

及び OIE の陸生動物コードはリスクベースの食肉衛生検査について十分なガイ
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ダンスを提供していないこと、及び OIE との協力関係の強化は Codex 戦略計画

のゴールとも一致することが提案国から強調された。一方、米国及び日本等は、

国際貿易への重大な影響がどの程度なのかが明確でないこと、OIE との作業の重

複を避けるため OIE における当該寄生虫の作業が終了するまで新規作業は待つ

べき、種々の食品と寄生虫の組み合わせのなかで、当該食品と寄生虫の組み合

わせは公衆衛生上重要な問題なのか疑問がある等の意見を主張した。議論の結

果、今回 CCFH 会合では 2つの原案の作業が終了したことから、結果として、当

該新規作業提案を次回総会に諮ることで合意された。また、ニュージーランド

を議長国、EU を共同議長機関とする物理的作業部会を設置し（2011 年第二四半

期にブラッセルで開催予定）、当該指針案を作成して、ステップ 3としてコメン

トを求め、次回 CCFH 会合で議論することで合意された。 

後者については、生鮮野菜・果実に関する衛生実施規範のメロンに関する付

属文書原案を作成する新規作業提案を次回総会に諮ることとで合意した。また

カナダを議長国及び米国を共同議長国とする作業部会を設置し（2011 年 5 月に

カナダで開催予定）、当該附属文書の原案を作成して、ステップ 3としてコメン

トを求め、次回 CCFH 会合で検討することで合意された。 

またこれら二つの新規作業に関連し、CCFH は FAO/WHO に対し次の要請を行う

ことに合意された。 

 食品中の寄生虫並びにそれらの公衆衛生及び国際貿易上の影響に関する

現在の知見の状況をレビューし、特に懸念のある食品と寄生虫の組み合わ

せ、リスク管理者が取り組む必要のある問題及びリスク管理オプションに

についてのアドバイスとガイダンスを提供する 

 データ公募の回覧文書（Circular letter）を発出し、その結果を踏まえ、

様々なタイプのメロンに関連する病原体ハザードを評価し、それらのハザ

ードを増加または減少させることにつながる農業生産及び加工上の取り

扱いの役割を評価する。これらのタイプの製品がどのように市場に出回り、

消費者によってどのように取り扱われているか、さらにそれが食品由来疾

患にどのような影響を与えているかについて検討すること。 

今後、過去のCCFHにおいて優先順位が低く付けられた新規作業についても、

Codex事務局が新規作業の提案を募集する回覧文書に含めることになった。 

 今回の作業部会及び部会での新規作業提案に関する議論における混乱は、両

提案とも、第32回CACで採択された「CCFHが適用するリスク分析の原則と手順」

に規定された「新規作業にはリスクプロファイルを添付する」という要件を満

たしていないかったことが一因として、今後は新規作業提案にはリスクプロフ

ァイルを添付することが再確認された。 
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（参考） 

 

食品衛生部会(CCFH)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 

鶏 肉 中 の Campylobacter 及 び

Salmonella属菌の管理のためのガ

イドライン原案 
5/8 

第34回総会 

食品中のウイルス制御に食品衛生

の一般原則を適用することに関す

るガイドライン原案 
3 

電子的作業部会[議長国：オラ

ンダ] 

物理的作業部会[議長国：オラ

ンダ] 

第43回CCFH 

ナチュラルミネラルウォーターの

収集、加工、販売に係る国際衛生

実施規範の改定原案 
5/8 

第34回総会 

食品中の微生物規準の設定と適用

に関する原則の改定原案 
2 

物理的作業部会[議長国：フィ

ンランド、共同議長国：日本]

第43回CCFH  

食肉における人畜共通感染症を起

こす特定寄生虫（Trichinella 

spiralis及びCysticercus bovis）

の管理のためのガイドライン作成

 

第34回総会 

物理的作業部会[議長国：ニュ

ージーランド、共同議長国：

欧州連合] 

生鮮野菜・果実に関する衛生実施

規範に関する付属文書原案作成 
 

第34回総会 

物理的作業部会[議長国：カナ

ダ、共同議長国：米国] 
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