
資料 6-(1) 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 7回薬剤耐性に関する特別部会 

 

 

日時 2019年 12月 9日（月）～12月 13日（金） 

場所：ピョンチャン（韓国） 

 

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からの付託事項 

3 FAO、WHO及び OIEから提起された事項 

4 その他の国際機関から提起された事項 

5 AMRの最小化及び抑制のための実施規範改定原案（ステップ 4） 

6 AMRの統合的なサーベイランスに関する指針原案（ステップ 4） 

7 その他の事項 

8 次回会合の日程及び開催地 

9 報告書の採択 
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資料 6-(2) 
 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第７回薬剤耐性に関する特別部会（TFAMR）の報告書 

 

１．日時 2019 年 12 月 9 日（月）～12 月 13 日（金） 

 

２．場所 韓国（ピョンチャン） アルペンシアリゾート 

 

３．出席者 

農林水産省消費･安全局畜水産安全管理課 調査官 石橋 朋子 

農林水産省動物医薬品検査所 上席主任研究官 小澤 真名緒 

農林水産省動物医薬品検査所 検査員 古谷 ゆかり 

内閣府食品安全委員会事務局 課長補佐 青山 葉子 

 

４．概要 

第７回 TFAMR が 2019 年 12 月 9 日～13 日、韓国（ピョンチャン）にて開催された。

会議は、49 加盟国及び１加盟機関（EU）の代表団並びに 16 オブザーバー機関から約 190

名の出席者を得て、ソウル大学の Sangryeol Ryu 博士を議長として進行された。 

なお、49 加盟国の詳細は以下のとおり。 

アジア：バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、韓国、シン

ガポール、タイ（９か国） 

大洋州：豪州、ニュージーランド（２か国） 

北米：米国、カナダ（２か国） 

中南米：アルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、エクアドル、ジャマイカ、ニカラ

グア、パラグアイ、ウルグアイ（９か国） 

欧州：デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、

カザフスタン、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スペイン、スウェ

ーデン、スイス、英国（16 か国） 

アフリカ：カメルーン、エジプト、エスワティニ、ガーナ、ケニア、モロッコ、ナイジェ

リア、セネガル、スーダン、ウガンダ、タンザニア（11 か国） 

 

開会 

議長の開会宣言に続き、韓国政府を代表して食品・医薬品安全省大臣 Lee Eui Kyung

博士及び江原道知事 Choi Moon-soon 氏より歓迎の辞等が述べられた。さらに、FAO 事

務局長 Qu Dongyu 博士、WHO 事務局長 Tedros Adhanom Ghebreyesus 博士からビデ

オメッセージで挨拶が述べられた。 
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議題 1. 議題の採択 

議題は仮議題どおり採択された。 

 

議題 2. コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

 コーデックス事務局より、CX/AMR 19/7/2 に沿って説明があった。 

１）2019 年 7 月の第 77 回コーデックス執行委員会での提言 

①TFAMR が与えられた時間枠内で付託された作業を終えるため、コンセンサスを得て

ステップを前に進めるよう奨励された。 

②TFAMR が作業を完了するためには４会合が必要となる可能性（2021 年第 44 回コー

デックス総会での採択を想定）があると留意された。 

③本作業は緊急の公衆衛生トピックに対応するものであり、国際的に優先度が高い取組

に関連するものであると強調された。 

２）第 51 回コーデックス残留農薬部会での提言 

FAO が加盟国（特に低〜中所得国）に対し、FAO/WHO(OIE)合同食品由来薬剤耐性

（AMR）専門家会合（環境、作物及び殺生物剤の役割：2018 年６月）のフォローアップ

に貢献するため、農業における抗菌剤の使用量データを提出するよう奨励した。 

 

議題 3. FAO、WHO 及び OIE から提起された事項 

FAO、WHO 及び OIE より、CX/AMR 19/7/3 に沿って AMR に関する最近の活動内容

の報告がなされ、さらにサイドイベントにおいて活動内容の詳細が報告された。 

主な報告事項は以下のとおり。 

１）FAO/WHO（OIE との協力を含む）によるコーデックスへの科学的助言の提供 

コーデックス食品残留動物用医薬品部会からの要請に応えて、FAO 及び WHO は 2019

年１月にステークホルダー協議及びエキスパート会合を行い、飼料中の動物用医薬品の残

存（carryover）による、動物由来食品中への非意図的残留を低減するための科学的助言

とリスク管理オプションを提供。 

２）食品由来 AMR に関する FAO/OIE/WHO（三者機関）からの報告 

  ①FAO/OIE/WHO の三者機関は 2018 年５月の覚書の更新後、共同で実施する AMR 

活動を含む２年間の作業計画を策定した。 

②国連の AMR に関する組織間連携委員会（IACG）の報告書が 2019 年４月に国連事

務総長に提出され、IACG がその使命を終えた。 

③FAO/OIE/WHO が、IACG からの勧告事項を含む AMR 課題に対する世界的な対応

を調整するため、WHO 内に常設の三者機関共同事務局を設立した。 

３）FAO/WHO/OIE の個別の取組 
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①FAO からの報告 

・適正動物飼養に関する実施規範（CXC 54-2004）を実行するためのマニュアル

「FAO/IFIF (International Feed Industry Federation) Good Practices for the Feed 

Industry」を作成したことを報告。 

・アジア及びアフリカ地域の検査機関の能力評価ツールを紹介。 

・International Feed Regulators Meeting における AMR 議題の紹介。 

  ②WHO からの報告 

・三者機関でグローバルアクションプランのモニタリング及び評価のための指標を作

成したことを報告。 

・各国のアクションプランの策定と実行に関する Tripartite Annual Self-assessment 

Survey の実施状況の報告。 

・人医療上重要な抗菌剤リスト（CIA リスト、隔年で更新）を作成したことを報告。 

・人・フードチェーン及び環境由来 ESBL 産生大腸菌のサーベイランスプロジェクト

（Tricycle ESBL E.coli surveillance project）（2020 年１月に結果報告予定））の紹介。 

  ③OIE からの報告 

  ・動物における抗菌剤の使用量調査（OIE Global Database）について、2017 年の第

３回調査には OIE 加盟国 153 か国（85%）及び非加盟国２か国が参加し、特筆すべき

事項として、抗菌剤を成長促進目的で使用している国の割合が 29%であったことの報

告。 

・OIE の獣医組織評価（PVS）及び本 TFAMR で改定している実施規範に密接に関係

する陸生動物衛生規約第 6.10 章等の紹介。 

 

議題 4. その他の国際機関から提起された事項 

コーデックス事務局から以下の報告があった。 

 １）経済協力開発機構（OECD）が AMR に関する経済分析を実施していることの説明 

２）世界税関機構における抗菌薬を含む医薬品の違法貿易に関する取組の説明 

 

議題 5. AMR の最小化及び抑制のための実施規範（CXC 61-2005）改定原案（ステップ４）

CXC61-2005 改定に関する電子作業部会（EWG）（第６回 TFAMR で継続が決定。）及

び物理的作業部会（PWG）（2019 年 12 月７日実施。）の議長（米国）より、それぞれの

WG での主な議論が紹介された後、議場配布資料（CRD）２（EWG の議論を踏まえて

提出された実施規範（COP）改定案（CX/AMR 19/7/5）を PWG において更に修正した

もの）を用いて、以下のとおり議論が行われた。 
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 第６回 TFAMR では medically important antimicrobials(MIA)を定義し、MIA について

は他の antimicrobials とは異なる一定の厳しい措置を講じる、という基本的な考え方を前

提として議論が進んだが、本会合では、一部の加盟国が MIA に限定せず全 antimicrobials

を対象とすべきと主張した。そのため、実行可能性と科学的根拠を考慮し、一定の措置は

MIA に限定するべきとする加盟国との間で、実施規範の基本的な考え方についての議論に

多くの時間を費やした。最終的には、第６回 TFAMR で実質合意されていた MIA の定義

を一部修正した上で、一定の厳しい措置は MIA に限定することで合意した。 

主な個別の論点は以下のとおり。 

１） Medically Important Antimicrobial（人医療上重要な抗菌剤）の定義 

・ 第６回 TFAMR で実質合意されていた定義に対し、一部の加盟国が、動物のみに使用 

される抗菌剤の中にも人医療上重要な抗菌剤に対する cross-resistance 及び co-

resistance を持つ抗菌剤が存在するとして、定義の再検討を求めた。 

・ 定義が引用している WHO CIA リストは作成時に cross-resistance は考慮済みである 

こと、また、定義が引用しているコーデックスのリスク分析ガイドライン（CAG/GL 77-

2011）のリスク評価には cross-resistance 及び co-resistance の考慮が含まれていること

から、最終的には WHO CIA リストへの言及の箇所に classes を挿入する等の修正を行

い、以下の案で合意した。 

Antimicrobial agents important for therapeutic use in humans, taking into account 

the WHO list of critically important antimicrobials for human medicine, including 

the classes described in the Annex of the “List of Medically Important Antimicrobials, 

categorized as Critically Important, Highly Important, and Important”, or equivalent 

criteria established in a national list, where available. It does not include ionophores 

or other agents determined not to be a foodborne AMR risk consistent with CXG 77-

2011. 

 

２）Principle 1bis: 動植物衛生上の考慮に関する原則  

・ 日本からの提案で、本実施規範はコーデックスのマンデートに従い、食品安全の観点 

から作成するものであり、動植物衛生の観点では OIE 等の基準を参照することが必要で

あると明記すべきとし、以下の案が採択された。 

Considering that this document is to provides risk management guidance to address 

foodborne AMR risks to human health, for animal health and plant health aspects, 

relevant OIE and IPPC standards should be considered. 

 

３）Principle 5：成長促進目的での使用に関する原則 
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・ 成長促進目的での使用について、CRD2 の記載案から medically important を削除して 

全ての抗菌剤について、そのような使用は prudent use ではないとすべきと主張する加盟

国と、medically important antimicrobials（MIA）に限定して、そのような使用は prudent 

use ではないとし、その他の抗菌剤について使用する場合にはリスク分析を行うことを求

めるのが妥当と主張する加盟国との間で議論となった。最終的に、一部加盟国が保留したも

のの、記載案（下記）が採択された。 

Responsible and prudent use of antimicrobial agents does not include the use for 

growth promotion of antimicrobial agents that are considered medically important. 

Antimicrobial agents that are not considered medically important should not be used 

for growth promotion unless potential risks to human health have been evaluated 

through procedures consistent with the Guidelines for Risk Analysis of Foodborne 

Antimicrobial Resistance CXG 77-2011.  

 

４）Principle 7: 予防的使用に関する原則 

・ Principle 5 と同じように、一部の加盟国は全ての抗菌剤は原則的に予防 

（prevention/prophylaxis）目的で使われるべきではないとし、原案から medically 

important を削除すべきと主張した。一方、他の加盟国は予防的使用を慎重に行う必要性に

同意しつつも、厳しい措置を全ての抗菌剤に拡大することには反対した。一部の加盟国が保

留したものの、以下の妥協案で合意された。 

Medically important antimicrobials should only be administered or applied for 

prevention/prophylaxis where professional oversight has identified well-defined and 

exceptional circumstances, appropriate dose and duration, based on clinical and 

epidemiological knowledge, consistent with the label, and in line with national 

legislation. Countries could use additional risk management measures for medically 

important antimicrobials considered highest priority critically important as described 

in the WHO list of critically important antimicrobials for Human Medicine, the OIE 

list of Antimicrobial Agents of Veterinary importance, or national lists, where 

available, including restrictions proportionate to risk and supported by scientific 

evidence.  

 

５）Para 68: 消費者とのコミュニケーション 

・日本からの提案で、消費者に向けた情報はあくまで科学的であるべきとし、science-based

を追加した以下の案で合意された。 

Government, food industry and other stakeholders along the food chain should inform 
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and educate consumers on the risks of foodborne illness, including infections with 

resistant microorganisms and ways to minimize the risk of infection. 

Some aspects to consider when communicating to consumers are: 

 Identifying all the stakeholders and having a common message; 

 Providing information that is science-based, clear, accessible, and 

targeted to a non-scientific audience; 

 Considering local characteristics that affect how risks are perceived (e.g. 

religious belief, traditions). 

Various manuals from international organizations, such as the FAO, WHO and OIE 

can be used as tools to assist in awareness raising for consumers on how to minimize 

foodborne bacteria in their food 

 

今回の議論を経て、修正されたドラフトは、次回の第 43 回コーデックス総会にステップ

5 で予備採択を諮ることが合意された。ただし、保留となった２か所（Therapeutic use の

定義と principle 6）については、EWG で議論することとなった。 

 

議題 6. AMR の統合的なサーベイランスに関する指針原案（ステップ 4） 

 統合的なサーベイランスに関する EWG（第６回 TFAMR で継続実施が決定。）及び PWG

（2019 年 12 月８日実施。）の議長（オランダ）よりそれぞれの WG での主な議論について

説明があった。今回は時間がなく、具体的な内容についての討議は行われなかったため、ス

テップ２/３に戻し、次回の TFAMR でステップ４として再度議論することとなった。これ

に先駆け、今後は EWG にて CRD3（指針案（CX/AMR 19/7/6）を PWG での議論を踏まえ

て修正したもの）に基づき議論を進めることが合意された。 

 

議題 7. その他の事項 

 特段提起された事項はなかった。 

 

議題 8. 次回の会合の日程 

 議長から、次回の第８回 TFAMR は 2020 年 12 月（暫定）に開催されるとの報告があっ

た。また、第８回 TFAMR の開催に合わせて PWG が開催される可能性があるとのこと。 

 

議題 9. 報告書の採択 

最終日会議開催前に報告書案（DRAFT REP20/AMR）がコーデックスの第７回 TFAMR
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のウェブサイトにアップロードされ、議場においては紙媒体が配布された。出席者で報告書

案をパラグラフ毎に確認し、必要な修正を行い、採択された。 

  

43



 

 
（参考） 

 
 

薬剤耐性に関する特別部会（TFAMR）の作業と今後のアクション 
 

 

作業部会 ステップ 次のアクション 

「薬剤耐性の最小化及び抑
制のための実施規範（CXC 
61-2005）」の改定原案 

５ 

・電子的作業部会（ブラケットとなっている
部分の検討に限る） 
（議長：米国、共同議長：チリ、中国、ケニア
英国） 
・第８回 TFAMR（併せて物理的作業部会が
開催される可能性あり） 

AMR の統合的なサーベイラ
ンスに関する指針原案 

２/３ 

・電子的作業部会 
（議長：オランダ、共同議長：カナダ、チリ、
中国、ニュージーランド） 
・第８回 TFAMR（併せて物理的作業部会が
開催される可能性あり） 
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資料 7-(1) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 32回一般原則部会 

 

日時：2020年 3月 23日（月）～3月 27日（金） 

場所：ボルドー（フランス） 

 

仮議題 

 

1 議題の採択 

2 本部会への付託事項 

3 一般原則部会（CCGP）の作業に関連する FAO及び WHOの活動に関する情報 

4 
電子的なコミュニケーションのみによる部会（Committee working by 

correspondence、CWBC）の手続きガイダンス 

5 コーデックス文書の改定（revisions）／修正（amendments） 

6 コーデックス手続きマニュアルの様式及び構成 

7 コーデックス規格の使用の監視に関する討議文書 

8 
持続可能な開発目標（SDGs）の観点でのコーデックスの結果の監視に関す

る討議文書 

9 その他の事項  

10 次回会合の日程及び開催地 

11 報告書の採択 
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資料 7-(2)  
 

 

第 32回一般原則部会（CCGP）の主な検討議題 

 

日時：2020年 3月 23日（月）～3月 27日（金） 

場所：ボルドー（フランス） 

 

主要議題の検討内容 

 

仮議題 1. 議題の採択 

（対処方針） 

 仮議題を本部会の議題として採択するものである。各議題において十分な議論ができる

よう、対処したい。 

 

仮議題 2. 本部会への付託事項 

（対処方針） 

総会及び他部会から付託された、又は関連する事項についてコーデックス事務局より情

報提供される。情報収集に努め、対処したい。 

 

仮議題 3. CCGP の作業に関連する FAO 及び WHO の活動に関する情報 

（対処方針） 

FAOとWHOが最近行ったCCGPに関連する活動について情報提供される。情報収集に努め、

対処したい。 

 

仮議題 4. 電子的なコミュニケーションのみによる部会（ Committee working by 

correspondence、CWBC）の手続きガイダンス 

（経緯） 

第 41 回総会（2018 年 7 月）は、CCGP に対し、手続きマニュアル中の関連する既存のガ

イダンスに基づいて、電子的なコミュニケーションのみによる部会（CWBC）の進め方や運

営に関する手続きのガイダンスを検討するよう要請した。前回第 31回部会（2019年 3月）

では、この要請事項に基づき、事務局が作成するガイダンス原案に基づいて議論を行う予

定となっていたが、FAO 及び WHO の法律部門から、手続きに係る具体的な問題を精査する

初めての機会であるとして、特に手続き的な課題に焦点を当てた討議文書が提示され、オ

ープンな意見交換が行われた。多くの国から、CWBC の中止には反対する意見が出された。

また CWBC で作業を行うための手続きガイダンスの作成が必要であり、CCGP においてその

作業を始めるべきとの意見や、FAO/WHO の法律部門からの助言を踏まえ、CWBC で取り扱う

ことができる作業の種類を特定するために、更なる作業が必要であるとの意見が出された。

部会は、ニュージーランドを議長、米国、ドイツ、日本を共同議長とする電子作業部会を

設置し、FAO・WHO法律部門が提示した作業文書（CX/GP 19/31/3）及び第 31回部会におけ

るコメントを考慮しつつ、①CWBCによって行われるのに適した作業を特定するクライテリ

アと手続きガイダンスを作成する、また②CWBC の手続きの変更が必要かどうかを検討し、
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必要に応じて部会に提言する作業を行い、次回第 32回部会に報告することに合意した。 

電子作業部会では、具体的な手続きガイダンスを作成するのが適切と考えられる分野を

下記 i～ix のとおり特定し、また手続きガイダンスに含めるべき内容を取りまとめた。但

し、CWBCにおいて投票をどのように扱うか、またホスト国がどの程度作業文書やコメント

の翻訳に係る費用を負担すべきかについては意見がわかれている。 

i. CWBCで行うのが適切な作業の規準 

ii. CWBCの議長（及び共同議長やラポーター）の役割 

iii. コーデックス事務局の役割 

iv. コーデックスの部会の役割（活動中か、休会中か） 

v. コミュニケーションと包括性（inclusiveness）－言語と翻訳 

vi. メンバーシップと代表団の資格(本人確認と権限) 

vii. 定足数の決定（部会での決定前） 

viii. 規格・関連文書のステッププロセスを進めること、コンセンサス形成、懸念の報

告（あるいは留保）、及び投票 

ix. 総会への報告 

 今回の CCGPでは、電子作業部会からの報告を踏まえ、手続きガイダンスの内容について

さらに検討するとともに、今後の進め方を議論する予定。 

 

（対処方針） 

 CWBCの手続きガイダンスの作成にあたっては、以下の立場で対処したい。 

・ 部会の運営・進行は、コーデックスの基本的価値観（「協力」、「包括性」、「コンセンサ

ス形成」、「透明性」）と手続きマニュアルを遵守して行うべきことから、物理的な会合

の開催を原則とすべき。 

・ CWBC を適用するか否かの決定においては、活動中の部会の所掌に該当する作業は適用

外とすること、また休会中の部会でも物理的な会合の開催が可能な場合は適用外とする

こと等、真に必要な場合に限ることを明確化すべき。 

・ CWBC を適用する場合、活動中の部会と同等の運営・進行ルールが担保されるようにす

べき。但し、投票については、物理的な会合での投票手続きは不正な投票行為等がない

よう慎重に進められるが、CWBC の投票手続きにおいて同等のレベルが確保されるのか

懸念があること、技術的な問題の発生等 CWBC には物理的会合にはないリスクがありう

ること、また部会レベルにおける投票はルール上可能であるものの現状では行われてい

ないことを踏まえ、CWBCにおいては適用外とすべき。 

 

仮議題 5. コーデックス文書の改定（revisions）／修正（amendments） 

（経緯） 

前回第 31回部会（2019 年 3月）において、コーデックス事務局より、コーデックス規格

の「改定（revision）」と「修正（amendment）」の区別が実用的ではなく、その改善を図る

ため、コーデックス規格の改定/修正の履歴情報がわかる新しいナンバリングシステムを導

入したい、また特に休会中の部会及び特別部会において、改定/修正の提案手続きの検討を

行いたいとの発言があった。一部のメンバーから、執行委員会で議論することが要請され

たが、執行委員会は多くの作業を抱えているため直近の執行委員会には提出せず、より詳
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細な討議文書をコーデックス事務局が用意して、次回部会に提出するとの発言があった。 

 

（対処方針） 

 資料未着。提案を聴取し、より良い見直しとなるよう対応したい。 

 

仮議題 6. コーデックス手続きマニュアルの様式及び構成 

（経緯） 

前回第 31回部会（2019 年 3月）において、コーデックス事務局より、コーデックス手続

きマニュアルをより利用しやすく、オンラインバージョンを活用して検索しやすくするこ

とを検討しており、次回部会の議題に含めたいとの提案があった。一部のメンバーより、

手続きマニュアルの内容を削ったり中身を何か変えたりするのかと懸念の声が上がったが、

コーデックス事務局から、内容は何も変えず、使いにくいので少し構成を変える等して利

用しやすくすることを検討したいとの説明があった。今回の部会は、コーデックス事務局

が用意した文書に基づいて議論される予定。 

 

（対処方針） 

資料未着。提案を聴取し、手続きマニュアルの内容は変更せずにより利用しやすいもの

となるよう対応したい。 

 

仮議題 7. コーデックス規格の使用の監視に関する討議文書 

（経緯） 

前回第 31 回部会において、フランス政府が CCGP で今後取組むことが可能な作業の一つ

として、「コーデックス規格の適用のための監視（observation）の構造」について提案し

た。部会では、様々な意見が出されたが、本件は重要なトピックであること、また問題の

より詳細な分析を行うことに価値はあるものの、議論を進展する前に慎重な検討が必要と

いう点には合意があったことから、フランス政府が他の関心国とともに第 31回部会で出さ

れたコメントを考慮して「コーデックス規格の使用の監視に関する作業文書」を作成し、

次回部会で議論することになった。 

フランスの用意した作業文書では、他の国際機関の状況、コーデックスで行われてきた

活動、昨秋開催された 6 つの地域調整部会における議論、さらに現在利用可能なデータソ

ースに関する状況について整理した上で、下記について提言している。 

提言 1：「使用」の用語を定義する。あるいは関連する使用の方法を特定する。 

提言 2：既存のデータをリスト化するための方法を確立し、主要なギャップを特定する。

例えば、規格毎に利用可能なデータがあるかどうか判断し、該当する場合はその

データの性質とデータソースをスプレッドシートに整理する。コーデックス事務

局、メンバー国、その他の関係者からも情報を収集する。作業量が多いため、関

連する規格をグループ化する、またいくつかの規格を選び試用する等のアプロー

チをとる。 

提言 3：提言 2 によりデータが特定されていない規格を調査し、この要因はこのような

規格が使用されていないことによるものなのか、さらにデータを収集すべきなの

かを判断する。 
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提言 4：各提言の実施方法については、地域調整部会でも指摘されているように追加の

クエスチョネアの送付は適当ではないため、例えば、コーデックス事務局が作業

を行う（追加スタッフが必要な可能性）、電子作業部会を設置して作業を行う、FAO

の統計部門のような専門家組織にこの作業を委任する、大量のデータの加工を進

め、異なる情報の解釈にかかる課題に取組むため、学術機関の協力を得て新しい

情報通信技術の活用を検討する等のオプションを検討する。 

提言 5：他の国際機関との相乗効果を検討する。特に、FAO及び WHO とともにコーデック

ス事務局が OECD による「効果的な国際ルール策定のパートナーシップ」に参加す

る、他の国際機関で導入されているメカニズムからの課題を学ぶ、OIEで行われて

いる試験研究から参考になりそうな事例を検証する。 

提言 6：CCGP は、この問題の調査の結果をコーデックス戦略計画 2020-2025 の目的 3.3

「コーデックス規格の影響を測るためのメカニズムの開発を進める」の一部とし

て、戦略計画の年間進捗報告書への記載を提案する。 

 

（対処方針） 

提言の作業を進めるにあたり、「使用」の定義を整理することは重要であるが、大量の情

報をどのように整理するか、また膨大な作業量のための追加的リソースをどのように確保

するか等の課題も多く、慎重な検討が必要との立場の下、対処したい。 

 

仮議題 8. 持続可能な開発目標（SDGs）の観点でのコーデックスの結果の監視に関する討

議文書 

（経緯） 

 第 74回執行委員会（2017 年）においてコーデックスにおける SDGs への貢献が調査され

た際、SDGs の目標 2（飢餓をゼロに）、目標 3（すべての人に健康と福祉を）、目標 12（つ

くる責任、つかう責任）、目標 17（パートナーシップで目標を達成しよう）について、コー

デックスの役割が重要であることが明らかになり、コーデックス戦略計画（2020-2025）に

おいてもコーデックスと SDGsとの関係を含めることになった。前回第 31回部会（2019年

3 月）において、フランスから、コーデックス戦略計画の実施状況の監視の一つとして、

SDGs のこれらの目標へのコーデックスの貢献を示すための指標を CCGP において検討する

ことが提案された。前回部会では、コーデックス、また CCGPで行うべき作業かどうかの観

点で否定的な意見も出されたが、コーデックス総会議長と事務局が国連経済社会理事会か

ら、コーデックスではどのように SDGsの達成を実施するのか情報を提供するよう要請を毎

年受けているという現状や、CCGP議長からの、SDGsの達成に向けた進捗状況を監視するこ

とは CCGP の仕事ではないが、コーデックス規格の貢献を表すことのできる指標の提案は

CCGPの作業範囲内になり得るとの指摘を踏まえ、次回の部会において、フランスが用意す

る作業文書に基づき議論することになった。 

 

（対処方針） 

資料未着。提案を聴取し、必要な作業は CCGP の TOR の範囲内で行うべきとの立場の下、

対応したい。 
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仮議題 9. その他の事項 

（対処方針） 

適宜対処したい。 

 

仮議題 10. 次回会合の日程及び開催地 

（対処方針） 

適宜対処したい。 

 

仮議題 11. 報告書の採択 

（対処方針） 

各議題の議論の結果が適切に反映されるよう対処したい。 
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資料 8-(1) 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 52回残留農薬部会 

 

日時：2020年 3月 30日（月）～4月 4日（土） 

場所：広州（中華人民共和国） 

 

仮議題 

 

1 議題の採択 

2 報告者の選任 

3 コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

4(a) FAO／WHOからの関心事項 

4(b) その他国際機関からの関心事項 

5(a) 
2019年 FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）における一般的検討事項

の報告 

5(b) 
コーデックス残留農薬部会（CCPR）で生じた特定の懸案に対する 2019 年

JMPRの回答 

6 
食品又は飼料中の農薬最大残留基準値（MRL）案（ステップ 7）及び原案（ス

テップ 4） 

7 食品及び飼料のコーデックス分類（CXM 4/1989）の改訂 

7(a) 

クラス C – 飼料（ステップ 4）（fodderに関連する課題を含む） 

タイプ 11：植物由来の飼料（一次） 

 グループ 050：マメ科の飼料 

グループ 051：穀類及びイネ科牧草（疑穀類を含む）の飼料 

グループ 052：その他の飼料 

7(b) 
クラス D – 植物由来の加工食品（ステップ 4） 

すべてのタイプ 
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7(c) 

Table「クラス C 及びクラス D 品目の各タイプの食品群の代表作物の選定

例」の原案（食品群への MRLの外挿のための代表作物の選定に関する原則

及びガイダンス（CXG 84-2012）の添付資料）（ステップ 4） 

7(d) 
クラス C及びクラス D品目の改訂によるコーデックス MRL（CXL）に対する

影響 

7(e) 

クラス B - 動物由来の一次産品 

CCPR及びコーデックス食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）におけるほ乳

類由来の肉類の農薬最大残留基準値（MRL）の調和 

7(f) クラス A品目の改訂による CXLに対する影響 

8 
健康への悪影響への懸念が低く、CXLの設定を免除し得る物質に関するガ

イドライン原案 

9 
残留農薬の特定や定量のための質量分析計利用に関するガイドライン

（CXG 56-2005)の改訂の可能性に関する討議文書 

10 
長期保存における複数の農薬を含んだ認証標準物質（CRM）の純度及び安定

性のモニタリングに関する討議文書 

11 国際短期推定摂取量（IESTI）の計算方法の見直しに関する討議文書 

12 
新規化合物の国際レビューにおける JMPR の参画の可能性及び課題に関す

る討議文書 

13 
定期的再評価時にデータ提出等のサポートがされていない化合物の管理

に関する討議文書 

14 各国の農薬登録の情報 

15 農薬のコーデックススケジュールと優先度リストの策定 

16 その他の事項及び今後の作業 

17 次回会合の日程及び開催地 

18 報告書の採択 
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