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 資料 1  

第 91回コーデックス連絡協議会 

 

日時：令和２年２月 18日（火） 

13:30 ～ 17:00 

場所：中央合同庁舎 5号館 11階 

共用第 8会議室 

 

議  事  次  第 

 

１．議題 

① 最近コーデックス委員会で検討された議題について 

・ 第51回 食品衛生部会（CCFH） 

・ 第41回 栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU） 

・ 第7回 薬剤耐性に関する特別部会（TFAMR） 

② 今後の活動について 

・ 第32回 一般原則部会（CCGP） 

・ 第52回 残留農薬部会（CCPR） 

 

２．その他 
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 資料 2  
 

コーデックス連絡協議会委員 

 

（敬称略 50音順） 

天笠
あまがさ

 啓
けい

祐
すけ

    特定非営利活動法人 日本消費者連盟 共同代表運営委員 

 

有田
あ り た

 芳子
よ し こ

   主婦連合会 会長 

 

岩田
い わ た

 修二
しゅうじ

   特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構 事務局次長 

 

鬼武
おにたけ

 一夫
か ず お

   日本生活協同組合連合会 品質保証本部 総合品質保証担当 

 

熊谷
くまがい

 日
ひ

登
と

美
み

   日本大学 生物資源科学部 生命化学科 教授 

 

清水
し み ず

 巌
いわお

    全国農業協同組合連合会 畜産総合対策部 品質・表示管理室 

 

菅沼
すがぬま

 修
おさむ

     国際酪農連盟日本国内委員会事務局 事務局長 

 

脊
せ

黒
ぐろ

 勝也
か つ や

   一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

 

田中
た な か

 弘之
ひろゆき

   東京家政学院大学 人間栄養学部 学部長 

 

鶴
つる

身
み

 和彦
かずひこ

   公益社団法人 日本食品衛生協会 公益事業部長 

 

戸部
と べ

 依子
よ り こ

   公益社団法人 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会 

NACS消費生活研究所 所長 

 

蓮尾
は す お

 隆子
た か こ

   家庭栄養研究会 常任顧問 

 

山口
やまぐち

 隆司
りゅうじ

   一般財団法人 食品産業センター 海外室次長 

 

吉池
よしいけ

 信男
の ぶ お

   青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 
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 資料３  
 

第 91回コーデックス連絡協議会 会場配置図 

 

令和２年２月 18日（火）13:30 ～ 17:00 

霞が関中央合同庁舎 5号館 11階 

共用第 8会議室 
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資料 4-(1) 

 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 51回食品衛生部会 

 

日時：2019年 11月 4日（月）～11月 8日（金） 

場所：クリーブランド(米国） 

 

議題 

 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及び各部会からの付託事項 

3 
FAO/WHO合同微生物学的リスク評価専門家会議（JEMRA）を含む FAO 及び WHO

の作業から提起された事項 

4 国際獣疫事務局（OIE）からの情報 

5 食品事業者向け食品アレルゲン管理に関する実施規範案（ステップ 7） 

6 
食品衛生の一般原則（CAC/RCP 1-1969）及び HACCP に関する付属文書の改

訂原案（ステップ 4） 

7 
生物による食品に起因する緊急事態/アウトブレイクの管理のためのガイ

ダンス文書原案（ステップ 4） 

8 

牛肉，未殺菌乳及び未殺菌乳から製造されたチーズ，葉物野菜，並びにス

プラウト類における志賀毒素産生性大腸菌 (Shiga toxin-producing 

Escherichia coli:STEC)の管理のためのガイドライン原案（ステップ 4） 

9 食品加工における安全な水の使用の原則に関する討議文書 

10 その他の事項及び今後の作業 

11 次回会合の日程及び開催地 

12 報告書の採択 
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資料 4-(2) 
 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 51 回食品衛生部会報告書 

 

2019年 11月 4日（月）～11月 8日（金），クリーブランド（米国）にて開催された標記

会合（CCFH）の概要及び結果を以下のとおり報告する 

本会合には，59加盟国，1加盟機関（EU），15 国際機関が参加した。我が国の出席者は以

下のとおり。 

厚生労働省医薬･生活衛生局食品監視安全課 HACCP企画推進室 室長 横田 栄一 

厚生労働省医薬･生活衛生局食品監視安全課 食中毒被害情報管理室 係

員 

塚本 絢己 

国立保健医療医療科学院客員研究員 

（山口大学共同獣医学部病態制御学講座 教授） 

豊福 肇 

 

議題 1 議題の採択 

 仮議題が議題として採択された。 

 

議題 2 コーデックス総会及びその他の部会からの食品衛生部会への付託事項 

分析・サンプリング法部会（CCMAS）において，分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999，

以下 CXS 234）を分析法に関する単一の参照規格とするための作業を進めていることが報

告され，以下の事項が合意された。 

・CXS234 にリンクを入れ込むために，分析法が含まれる CCFH 関連文書のリンクの提供を

コーデックス事務局に要請する。 

・照射食品の検出のための一般分析法（CXS 231-2001）の CXS 234への移行にあたり，ブ

ラジルが CXS 231で定められている分析法について，目的への適合性及び性能規準への移

行の可能性を判断するためのレビューを行い，次回会合で検討する。 

 

議題 3 FAO/WHO 合同微生物学的リスク評価専門家会議（JEMRA）を含む FAO及び WHOの作

業から提起された事項 

FAO及びWHOからCCFHの作業に関連した主な活動等が報告された。概要は以下のとおり。 

国際食品安全情報ネットワーク（INFOSAN） 

WHO代表から，INFOSAN は引き続き，世界の食品安全の問題に対して迅速に対応していく

こと，第２回 INFOSAN国際会議が 2019年 12月に開催されることが報告された。 

 

FAO/WHO合同微生物学的リスク評価専門家会議(JEMRA) 

・2019年に，「志賀毒素産生性大腸菌（STEC）の感染源の寄与率」及び「食品の生産及び加

工時に使用される水の安全性と品質」の報告書が公表され，「食品由来の薬剤耐性（環境，

作物，殺生物剤の役割）」の報告書についても年内に公表予定であることが報告された。 

・2019年，JEMRAは次の会議を開催した旨の報告があった。 

ⅰ）微生物学的リスク評価の方法論 
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ⅱ）魚介類の腸炎ビブリオ及びビブリオ・バルニフィカス 

ⅲ）生鮮果物及び野菜の生産及び加工に使用される水の微生物学的品質 

また，ビブリオの会議の結果で特定された新たな情報をレビューし，「海産物中の病原性

ビブリオ属菌の管理における食品衛生の一般原則の適用に関するガイドライン」（CXG 73-

2010）の改訂に向けた新規作業が必要か否か検討する必要があることが報告された。 

 

今後の JEMRAのスケジュール 

部会からの科学的助言の要請に応じて，以下の会議を予定しているとの報告があった。 

2020年：i）STECの制御及び介入，ii）アレルゲン 

2021年：i)食品生産における水の使用，ⅱ）生鮮果実及び生鮮野菜の微生物学的な安全

性，ⅲ）リステリア・モノサイトゲネスのフォローアップミーティング 

2022年：スプラウトにおける STECの微生物学的リスク評価 

   

結論 

部会は FAO/WHOの貢献に感謝の意を表した。また議長は，JEMRAが 2022年までの会議を

既に計画していることを強調し，新たな科学的助言を得られた場合は，関連するコーデッ

クス文書をレビューし，改訂作業が必要か検討するよう部会に促した。 

 

議題 4 国際獣疫事務局（OIE）からの情報 

報告事項はなかった。 

 

議題 5 食品事業者向け食品アレルゲン管理に関する実施規範案 

 米国は当該実施規範案が第 42回総会においてステップ５に承認され，ステップ６に進ん

だことを報告した。前回会合（CCFH50）にて，予防的アレルゲン表示については FAO/WHOの

科学的助言及び食品表示部会（CCFL）での作業を要請しており，当分の間，ステップ７に

据え置くことも考えられたが，本実施規範案には食物アレルゲン管理に関する多くの情報

が含まれているため，米国，オーストラリア及び英国より，予防的アレルゲン表示に関す

る記載を削除した修正案が示され，ステップ 8に進めることが提案された。なお，FAO/WHO

から科学的助言を得て，CCFLが予防的アレルゲンに関する作業及び包装食品の表示に関す

るコーデックス一般規格（CXS 1）のセクション 4.2.1.4の食品及び原材料のリストが変更

された場合に，改訂を検討することが提案された。 

ステップ６で提出されたコメントを踏まえ，米国が修正した実施規範案に基づき議論が

行われた。合意された主な事項は以下のとおり。 

・セリアック病について規定しているパラグラフ 8 については，今回の実施規範の焦点で

は無いことから，パラグラフ 10の脚注に移動すること。 

・パラグラフ 9の食品リストに「スペルト小麦」を削除する提案がなされたが，FAO/WHO か

ら科学的助言を得られるまでは，CXS 1 のセクション 4.2.1.4 の食品及び成分のリストを

対象とすること。 

・パラグラフ 18の内容はセクションタイトルに合っていないため，新たなセクションタイ

トルを追加し，「食品事業者の責務（FBO responsibilities）」とすること。 
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・屋台で提供される食品については，小規模事業者に対して十分な柔軟性を規定している

食品衛生の一般原則（CXC 1-1969）と併せて使用すべきこと。 

・記録文書として「アレルゲンマップ」と「HACCP文書」を追加すること。 

 

結論として，部会は以下の事項に合意した。 

・本規範案をステップ８で総会に諮ること。 

・CCFLに本作業のステータスを報告すること。 

・予防的アレルゲン表示については FAO/WHO の科学的助言及び CCFL での作業が完了した

後に改訂が必要か否か検討すること。 

 

議題 6 食品衛生の一般原則（CXC 1-1969）及び HACCP に関する付属文書の改訂原案 

 会合内物理的作業部会での議論を踏まえ，物理的作業部会議長である英国が作成した報

告書に基づき，セクションごとに議論が行われた。 

また、本文中の「disposing」 及び「disposal」を「disposition」に，「loss of control」

を「deviation」に，「the next person/FBO」を「the next FBO」に修正すること合意した。 

部会での主な修正点は以下のとおり。 

定義－食品事業者（Food business operator (FBO)） 

いくつかの国は FBO を個人（person）として定義している一方，組織（entity）と定義

している国もあり，削除すべきなどの意見もあったが，組織（entity）には個人（person）

も含まれるとし，FBOの定義は次のとおりとすることに合意した。 

An entity responsible for operating a business at any step in the food chain. 

 

定義－Validation（妥当性評価） 

妥当性評価の定義を削除し，新たに「validation of control measures」の定義を定め

ることに合意した。 

 

第 1章 GHP 

セクション 5.1.3モニタリングの効果-パラ 74 

「推奨される洗浄及び消毒手順が守られている場合，微生物は抵抗性を獲得する可能性

は低い」という部分について，物理的作業部会の共同議長のフランスは，「resistance（抵

抗性）」は適切ではないため，「tolerance（耐性）」にすべきと提案し，次のように修正す

ることに合意した。 

「微生物は，時間の経過とともに消毒剤に対する耐性を示すことがある。洗浄と消毒の手

順は，メーカーの指示に従う必要がある。使用可能な消毒剤が効果的かつ適切であること

を確認するために，可能な場合は製造者/供給者と定期的にレビューする必要がある。消毒

剤のローテーションは，さまざまな種類の微生物（バクテリアや真菌など）の不活化を確

実にするために検討できる。」 

 

セクション 5.3.1一般-パラ 82及び 83 

有害廃棄物について，基本的な訓練では不十分で，特別な訓練が必要との提案があり，
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パラ 82の文末に，有害廃棄物についても訓練を受けた者によって取り扱われるべき旨を追

加することに合意した。 

 

セクション 7.1 製品及び工程の説明-パラ 95 

当該パラグラフにおいて， より注意を払うべき GHPが必要となる特定の条件を明確にす

るために，次の文章をセクション 7.1「製品及びプロセス」とセクション 7.1.1「製品の説

明」の間に追記することに合意した。 

「食品事業の状況や活動内容を検討した後，食品安全上，特に重要となる GHP により注意

を払う必要があるかもしれない。この場合，次の規定を考慮すべきである。」 

 

セクション 7.1.4 製品工程のモニター-セクション 7.1.4 

7.1.4.1 項のサブセクションを削除し，それに応じて 7.1.4 項のタイトルを「モニタリ

ングと改善措置」に変更することに合意した。 

 

セクション 7.2 食品衛生システムの重要項目 

セクションタイトルの「食品衛生システム」を「GHP」に変更することに合意した。 

 

セクション 7.2.1 時間と温度管理 

2行目の「process control」を「operation control」に修正することに合意した。 

また、賞味期限の設定について、（i）セクション 8.2 など他のより関連性の高いセクシ

ョンに規定する，（ii）賞味期限の設定について新たなサブセクションを作る，（iii）賞味

期限の設定は本セクションに関連がなく，また FBO が全ての場合において，自ら賞味期限

の設定を行う必要があるとの印象を与えかねないため削除すべき，などの意見があったが，

本件は食品衛生システムの主要な側面では無いことから削除することに合意した。 

 

セクション 7.5 リコール手順-安全ではない製品の市場からの回収-パラ 123 

次の意見が出された。 

・FBO はリスクを正しく推定し，市場から製品の回収を適切に行う手段について判断でき

ない可能性があるため，FBOが管轄当局に連絡する義務を反映すべき。 

・食品安全以外の理由でリコールが実施される場合も考えられ，一般への注意喚起は製品

が公衆衛生上の懸念を引き起こす場合のみ必要となること。 

・小規模事業者はこれらの要件を実施するための能力が不十分かもしれないこと。 

これらの意見を踏まえ，当該パラグラフを柔軟にとらえるために，次のとおり修正する

ことに合意した。 

「製品が消費者に渡っている可能性が有り，製品を FBO に返品したり，市場から回収する

ことが適切な場合には，管轄当局への報告が必要であり，さらに一般への注意喚起を検討

すべきである。」 

 

第 2章 HACCPシステム及び適用のためのガイドライン 

導入-パラ 136 
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文書に弾力性を持たせること，また GHP のみの運用で食品安全を担保できる場合がある

ため，文末の「the application of HACCP is the system of choice to achieve food 

safety」を削除することに合意した。 

 

2.2 小規模及び発展途上の事業者への弾力性について-パラ 142 

より弾力性を持たせるために，導入の部分で削除したパラグラフに記載していた弾力性

に関連する内容を，パラグラフ 142 に組み入れるとともに，FAO/WHO のガイダンス文書

「Guidance to governments on the application of HACCP in small and less developed 

business」を脚注に参照として記載するよう修正した。 

 

3.3 使用目的と使用者の特定-パラ 154 

病院/乳児向けの食品など，脆弱な集団（vulunerable populations）向けに製造される

食品の説明について，4 行目で例として示した「施設内ケータリング」を「病院」に置き換

えることに合意し，脆弱な集団に対してより高いレベルの食品安全が必要であることを確

認した。 

 

3.6 発生する可能性があり，各ステップに関連するすべてのハザードをリストにし，重大

なハザードを特定するために危害要因分析を実施し，特定されたハザードをコントロール

するための手段を検討する（ステップ 6 /原則 1）-パラ 152，155，158 

以下の事項に合意した。 

・パラ 152の 3行目の「hazard」を「potantial hazard」に変更し，それに合わせ見出し

も同様に変更する。 

・パラ 155の 3ポツ目の次に以下の内容を追記する。 

「例えば規制，意図される用途，科学情報に基づき，食品中のハザードの許容レベルを特

定する」 

・パラ 158 の例示の記載場所を修正して，1 つのハザードをコントロールするためには，

複数の管理手段が必要になる一方，１つの管理手段で複数のハザードをコントロールでき

る場合があることを明確にする。 

 

改善措置の設定（ステップ 10/原則 5）-パラ 171 

妥当性確認された管理基準が適切に設定された場合，逸脱すると安全な製品ではなくな

り，逸脱した製品の安全な使用に関する専門家のアドバイスは，誤用または誤解される可

能性があることから，「場合によっては...」から始まる 2 行目の文を削除することで合意

した。 

 

付属文書 1.GHPと重要管理点の比較及び管理手段の例示 

・付属文書 I のタイトルを「管理手段と事例の比較」に変更し，本文もタイトルと一致す

るように変更する。 

 

図 3.CCPを特定するための判断樹（Decision Tree）の例 

10



 

 

物理的作業部会の共同議長は，文書の採択の遅れを避けるため，図 3 は一度削除し、本

案が採択された後に、改訂作業を続けることを提案し、合意した。 

 

結論 

・部会は本修正原案をステップ 5/8で総会に諮ることに合意した。 

・判断樹はステップ 2 に差し戻し，ブラジル，ホンジュラス，ジャマイカ，タイが案を作

成し，次回会合で検討することに合意した。 

 

議題７ 微生物による食品に起因する緊急事態/アウトブレイクの管理のガイダンス文書原

案 

 電子作業部会共同議長のデンマークより，各国からのコメントを基に修正したガイダン

ス原案が提出され，これに基づき議論が行われた。合意された主な事項は以下のとおり。 

 

定義 

・症例対照研究の定義を修正して，WHOの定義により沿った内容とした。 

・「アウトブレイク評価」を「アウトブレイク分析」に変更し，また参照の「larger outbreaks」

は主観的なものであるため削除した。 

 

分析方法 

全ゲノムシークエンス（WGS）に関して，テキストに含める必要性と，WGSの使用が必須

と印象づけられることについて議論した。WGS は生物学的タイピングツールとし使用され

る機会が増加していることから，将来的なことを考慮し，WGS のセクションを維持するこ

とが重要であると意見があった一方，WGS の使用が必須であると解釈される可能性がある

という懸念が出され，パラグラフ 50に「WGSを使用する場合，次のことを考慮する必要が

ある」と追記した。 

 

迅速的なリスク評価及びアウトブレイク評価 

アウトブレイク評価をアウトブレイク分析に修正することに合意した。 

 

疫学調査及び検査結果の組み合わせについて 

サンプリングによる陽性の検査結果がなくても，疫学調査結果からアウトブレイクが示

唆されることがあると議論があり，関連するパラグラフの記載を修正することとした。 

 

付属文書 

部会は付属文書について議論を行い，3 つの付属文書を含めることについて合意した。

迅速的なリスク評価（RRA）の質問例に関する付属文書 IIについては，RRAとは何かをより

理解しやすく修正すること，また，付属文書 III については，アウトブレイク分析のテン

プレートとすることにした。 

付属文書Ⅰについては，INFOSANを国際的なネットワーク/組織の例として含めるべきで

あるとの意見があり，付属文書 IIについては，質問をどのような文言にすべきか懸念が出
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された。 

部会は次回会合でのさらなる議論のために，付属文書のさらなる改善が必要なことに合

意した。 

 

結論 

部会は以下の事項に合意した。 

・ガイダンス原案をステップ 5で総会に諮る。 

・各国から提出されたコメントを検討し，次回会合で議論するための修正案を作成するた

めに，デンマークを議長，チリと EUを共同議長とする物理的作業部会を次回会合直前に開

催する。 

 

議題 8 牛肉，未殺菌乳及び未殺菌乳から製造されたチーズ，葉物野菜，並びにスプラウ

ト類における志賀毒素産生性大腸菌(Shiga toxin-producing Escherichia coli:STEC)の

管理のためのガイドライン原案 

電子作業部会の議長及び共同議長であるチリと米国が，2022 年までに予定されている

JEMRA の専門家会議と併せて，ガイドラインを作成するためのスケジュールを説明し，さ

らにガイドラインの範囲内となる用語/定義を提案した。また，ガイドライン（およびその

付属文書）の作成を進めるためには，JEMRA からのさらなる科学的助言が必要であること

が説明された。 

 

用語 

用語について議論し，生鮮果物及び野菜の衛生実施規範（CXC 53-2003）との一貫性の観

点から「leafy greens」を「fresh leafy vegetables」とし，さらに「beef」を「raw beef」，

「raw milk and cheese produced from raw milk」を「raw milk and raw milk cheeses」

とすることに合意した。定義の正確な記載内容については，電子作業部会でさらに議論す

ることになった。 

 

科学的助言の要請 

JEMRAに以下に関する科学的助言を求めることに合意した。 

・汚染低減措置を含む特定の介入措置の最も適切な適用段階 

・生の牛肉，生乳，生乳チーズ，新鮮な葉物野菜及びスプラウトの STEC のコントロールに

関するその他の追加的な介入措置 

・データに基づく STEC 低減のための介入措置の有効性の検証 

・可能な範囲での介入措置による定量的な低減レベルに関する助言 

・商業的に適用可能であり，コーデックスのガイドラインに含めることが適当と考えられ

る介入措置案の実行可能性に関する助言 

 

結論 

部会は以下の事項に合意した。 

・提案された原案をステップ 2/3に差し戻す。 
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・チリを議長，フランス，ニュージーランド及び米国を共同議長とする電子作業部会を設

立し，以下の作業を行う。 

ⅰ）本会合に提出されたコメントに基づいて，一般セクション及び生の牛肉及び生鮮葉

物野菜の付属文書について再度原案を作成する。 

ⅱ）生の牛肉の付属文書について，STECの管理に関連した介入措置に関する情報を更新

し，2020年 6月より前に JEMRAに提出する。 

ⅲ）生乳および生乳チーズに関する付属文書を作成し，これらの食品の STECの管理に関

連する介入措置を記載し，2020年 6月より前に JEMRAに提出する。 

ⅳ）JEMRAからの助言に基づいて，必要に応じて付属を修正する。 

 

電子作業部会の報告書を次回会合の３か月以上前に送付し、コメントを求めることとさ

れた。 

 

議題 9 食品生産における安全な水の使用のガイドライン 

議題 10で検討された。 

 

議題 10 その他の事項及び今後の作業 

新規作業/今後の作業計画 

新規作業 

食品生産における安全な水の使用のガイドライン 

ホンジュラスが，改訂した討議文書に基づき，タイトル，対象範囲及びスケジュールを

説明した。化学物質について，本作業の対象かどうかの明確化を求め，部会は，本作業が

生物的ハザードのみを対象とすることで合意したが，食料生産における水の安全な使用お

いて化学物質は重要であることから，食品汚染物質部会（CCCF）に本新規作業を通知する

こととした。 

 

結論 

部会は以下の事項に合意した。 

・討議文書を総会に送付し，新規作業として承認を求める。 

・ホンジュラスが議長，チリ，デンマーク，EU及びインドが共同議長を務める電子作業部

会を設立し，原案を作成し，ステップ 3でコメントを求め，次回会合で検討する。  

 

本議題については、電子作業部会の報告書を次回会合の３か月以上前に送付し、ステッ

プ３でコメントを求めることとされた。 

 

今後の作業計画 

部会は今後の作業計画を検討し，以下の提案を了承した。 

・日本が，ニュージーランドの支援を得て，今後公表予定のビブリオに関する JEMRA の報

告書（2020）をレビューし，海産物中の病原性ビブリオ属菌の管理に対する食品衛生の一

般原則の適用（CXG 73-2010）に関するガイドラインの修正の可能性に関する討議文書を作
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成する。 

・カナダが，オランダの支援を得て，食品中のウイルスの管理のための食品衛生の一般原

則の適用に関するガイドライン（CXG 79-2012）の改訂の可能性に関する討議文書を作成す

る。 

 

その他の事項 

部会は，将来的な食品中のリステリア・モノサイトゲネスの管理のための食品衛生の一

般原則の適用に関するガイドライン（CXG 61-2007）の改訂に役立つことから，リステリア・

モノサイトゲネスに関する JEMRA専門家会議の開催計画を歓迎した。 

 

結論 

部会は以下の事項に合意した。 

・改訂された将来の作業計画を承認した。 

・次回会合時に，米国が議長を務める CCFH作業の優先度に関する物理的作業部会を開催す

る。 

 

議題 11. 次回会合の日程及び開催地 

 次回会合は 2020年 11 月 16～20日に米国で開催される予定。 
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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 

食品事業者向け食品アレルゲン管

理に関する実施規範案 

8 

 

 

第 43回総会 

第 46回 CCFLへの報告 

 

食品衛生の一般原則（CXC 1-1969）

及び HACCPに関する付属文書の改

訂原案 

5/8 

 

第 43回総会 

第 52回 CCFH（Decision Tree の

図についてはステップ２に差し

戻し，次回会合で再度検討） 

微生物による食品に起因する緊急

事態/アウトブレイクの管理のガ

イダンス文書原案 

5 電子作業部会（議長国：デンマー

ク，チリ，EU） 

第 52回 CCFH  

牛肉、未殺菌乳及び未殺菌乳から

製造されたチーズ、葉物野菜，並

びにスプラウト類における志賀毒

素産生性大腸菌の管理のためのガ

イドライン原案 

2/3 電子作業部会（議長国：チリ，フ

ランス，ニュージーランド，米

国） 

FAO/WHOリスク評価 

第 52回 CCFH 

食品生産における安全な水の使用

のガイドライン作成の新規作業 

2/3 第 43回総会 

作成国：ホンジュラス，チリ，EU，

インド，デンマーク 

第 52回 CCFH 

新規作業提案/今後の作業計画 - 物理的作業部会（議長国：米国） 

第 52回 CCFH 
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資料 5-(1) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 41回栄養・特殊用途食品部会 

 

日時：2019年 11月 24日（日）～11月 29日（金） 

場所：デュッセルドルフ（ドイツ） 

 

議題 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及び各部会からの付託事項 

3 FAO/WHOから提起された関心事項 

4a 
年長乳児向けフォローアップフォーミュラの範囲、記述及び表示（ス

テップ 6） 

4b 
年長乳児向けフォローアップフォーミュラ、年少幼児向け［製品］の

必須構成成分（ステップ 7に留め置き） 

4c 年少幼児向け［製品］の定義及び表示（ステップ 4） 

4d 
年長乳児向けフォローアップフォーミュラ、年少幼児向け［製品］原

案（ステップ 4） 

5a 
Ready-to-use Therapeutic Foodsガイドラインに関する原案（ステッ

プ４） 

5b 
Ready-to-use Therapeutic Foods：5.2.2 章（食品添加物）及び 6.2

章（たんぱく質） 

6a 
トランス脂肪酸フリー強調表示に関する原案（ステップ 4 に留め置

き） 

6b トランス脂肪酸低減のためのリスク管理の可能性（討議文書） 

7 
バイオフォーティフィケーション（生物学的栄養強化）の定義原案（ス

テップ 4） 

8 年長乳児及び年少幼児の栄養参照量（討議文書） 

9a 食品添加物の技術的正当性を検討するためのメカニズムや枠組み 

9b 
CCNFSDU 規格の食品添加物条項と「食品添加物に関する一般規格」

（GSFA）の整合 

10 
CCNFSDU の作業のよりよい管理のための優先付けメカニズム（討議文

書） 

11 
食品及びダイエタリーサプリメントに用いるプロバイオティクスのガ

イドライン（討議文書） 16



12 栄養プロファイル設定のための一般ガイドライン（討議文書） 

13 その他の事項及び今後の作業 

14 次回会合の日程及び開催地 

15 報告書の採択 
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資料 5-(2) 
  

第 41回コーデックス栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）概要 

 

1. 日時及び場所 

日時：2019年 11月 24日（日）～11月 29日（金） 

場所：デュッセルドルフ（ドイツ） 

 

2. 参加国及び国際機関 

73加盟国、1加盟機関（EU）、41オブザーバー機関 

 

3. 我が国からの出席 

・消費者庁食品表示企画課保健表示室 課長補佐        宇野 薫    

・消費者庁食品表示企画課保健表示室 食品表示調査官     保坂 弘子    

・厚生労働省医薬・生活衛生局  

生活衛生・食品安全企画課国際食品室 室長補佐       今井 美津子 

・厚生労働省医薬・生活衛生局 食品基準審査課         林 明音 

テクニカルアドバイザー 

・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育 研究部長      瀧本 秀美 

・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部部長       千葉 剛 

 

4. 概要 

議題１：議題の採択 

議場配布文書（CRD）20 栄養・健康強調表示食品の認定に関するガイドライン策定（韓

国提案）、CRD６食物繊維の分析のための AOAC法 2009.01に代わる AOAC法 2017.16の導入

（国際穀物科学技術協会提案）及び CRD７「乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規

格（CXS 72-1981）」の分析方法（米国提案）について、時間があれば議題 13（その他の事

項及び今後の作業）で議論することとし、仮議題のとおり採択された。 

また、会期中の作業部会（WG）の設置が合意され、CRD６及び７について米国を議長とし

て実施、議題 5 Ready-to-use Therapeutic Foods（RUTF）（すぐに食べられる急性栄養不

良児のための治療用食品）について南アフリカが議長、セネガルが共同議長として実施す

ることとされた。 

 

議題２：コーデックス総会及び各部会からの付託事項 

分析方法： 

部会は、議題 1で採択された会期中 WGにおいて、分析・サンプリング法部会（CCMAS）

からの以下の付託事項について検討することに合意した。 

・分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）におけるフォローアップフォーミュラの
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ビタミン K の現行の分析方法を、乳児用調製乳のタイプⅡ法として承認されている

AOAC2015.09/ISO21446法に置き換える必要性 

・乳児用調製乳のカルシウム、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、ナ

トリウム及び亜鉛のタイプⅢ法として、AOAC2011.14/ISO15151|IDF229 法の CXS234-

1999への追加 

・ニコチンアミド、ナイアシン、パントテン酸、ピリドキシン、コバラミン、ビタミン

Dの現行の微生物学的方法の保持 

 

分析性能の数値基準： 

部会は、「乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規格（CXS 72-1981）」における 9

つのミネラル(カルシウム、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、ナトリ

ウム及び亜鉛)のタイプⅢ法の性能規準の設定を CCMASに要求すること、また、タイプⅡ

法は、紛争解決の目的で使用される方法として、引き続き CXS 234-1999に記載されるべ

きであることを CCMASに通知することに合意した。 

 

グルテンフリーの分析方法： 

提示されたイムノアッセイ法を検討することは時期尚早であり、さらなる情報収集を

行った上で検討することに合意した。 

 

「グルテン不耐症患者向け特殊用途食品に関する規格(CXS 118-1979)」の修正： 

部会は、本規格の 5.2章を手続マニュアルの文言に合わせることに合意し、この修正

を第 43回総会に提出することに合意した。 

 

議題３：FAO/WHOから提起された関心事項 

FAO より、①乳児用調製乳及びフォローアップフォーミュラで使用される大豆ベース及

び乳ベースの成分に対するたんぱく質窒素換算係数の確立に関する FAO/WHO合同栄養専門

家会議（the Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition：JEMNU）の科学的助言、②

2018 年に公表された幼児向けフォローアップフォーミュラ及び RUTF のたんぱく質品質評

価に関する FAO専門家ワーキンググループの報告書について情報提供された。 

WHOより、①0-36か月児の必要栄養量の更新、②進行中の様々なガイドラインの策定作

業、③製造工程で生成されるトランス脂肪酸の排除に関する WHOのスケールアップアクシ

ョン等、CCNFSDU で進行中の作業に関連する可能性のある活動について情報提供された。

①については、初回の専門家委員会が 2020年１月に計画されていること、②については、

乳由来たんぱく質の含有量が低い RUTF の有効性と安全性に関するガイドライン策定、乳

児と幼児の補完食に関するガイドライン策定及び WHO栄養指導専門家諮問グループ（NUGAG）

サブグループの作業、③については、製造工程で生成されるトランス脂肪酸を 2023年まで

に排除するための WHOの取組みについて紹介された。 
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議題４：フォローアップフォーミュラのコーデックス規格（CXS 156-1987）の見直し 

（経緯） 

 第 32 回部会（2010 年）において、ニュージーランドより、規格の見直しについて提案

され、第 35 回総会（2012 年）において新規作業として承認された。これまでの部会にお

いて、規格の全体構成は今後決定するとした上で、年長乳児（６-12 か月）を対象にした

セクション A、年少幼児（12-36か月）を対象にしたセクション Bに分けること及びそれぞ

れの必須構成成分については概ね合意に達し、第 41回総会（2018年）で予備採択された。

また、セクション Aの年長乳児の範囲、記述及び表示に関する条項は、第 42回総会（2019

年 7月）において、表示の一部（9.6.4章の追加的要求事項における cross promotion（異

なる商品同士で販売促進をすること）の禁止）について今次部会で議論することとされた

ものの、その他の条項については予備採択された。 

 

議題４a：年長乳児向けフォローアップフォーミュラの範囲、記述及び表示 

（経緯） 

前回部会では、スコープ（1章）に｢sampling｣を加えたこと、定義（2.1章）において年

長乳児向け製品を母乳代替品としたこと、表示（9章）において、｢包装食品の表示に関す

るコーデックス一般規格（CXS 1-1985）｣、｢栄養表示に関するガイドライン（CXG 2-1985）｣

及び｢栄養・健康強調表示の使用に関するガイドライン（CXG 23-1997）｣の要件を本製品に

適用すること、栄養・健康強調表示の使用の禁止について、これを強調し、また「乳児用

調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規格（CXS 72-1981）」との整合性をとるため、明示的

に文章を盛り込むこと並びに追加的要求事項（9.6章）に cross promotionの禁止を含め

ることとされた。なお、cross promotionの禁止の対象を「label」又は「labelling」のど

ちらにするかは今後検討することされた。 

なお、表示条項（9章）については、第 45回食品表示部会（CCFL）（2019年 5月）にお

いて、原材料（9.2.2章）、栄養成分表示（9.3章）及び保存方法（9.4章）の修正を加えた

上で、承認されたが、9.6.4 章の cross promotion の禁止については当部会に cross 

promotion の定義を明確にするよう再検討を求めることとされ、第 42 回総会（2019 年 7

月）で予備採択された。 

 

（主な議論） 

9.6.4章の中の cross promotionを禁止する旨の最後の文章を保持するか、削除して代

替文章を作成するか議論した。 

cross promotionの用語を含む文章の保持を支持したメンバー国等は、cross promotion

は保護者を誤認させ、母乳育児を妨げるため問題であり、乳幼児の健康に悪影響を及ぼす

ことから、これを禁止する必要があるとの意見を表明した。また、cross promotionの定

義は WHO決議にあり、定義を例えば脚注として規格に含めることができる旨を述べた。 

他方、支持しないメンバー国等は、cross promotionという用語はコーデックスでは定

義されていないため使用を避けるべき、当該用語の解釈が異なっているためその使用は混

乱を招く可能性があるという見解を述べ、当該文章を削除するか、cross promotionのコ
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ンセプトをより簡潔に記載することを提案した。 

さらに議論が行われ、9.6.4 章の意図は、異なる製品間で表示を明確に区別することに

より消費者の混乱を避けることであると認識され、一方で、cross promotionを認めない

とする意図は、年長乳児向けフォローアップフォーミュラ上で、年少幼児向け製品や 0-6

か月乳児向け調製乳に言及しないことであると認識された。この認識を踏まえ、9.6.4 章

の中の最後の文章を削除し、cross promotionの問題に対応する 9.6.5章を新たに立てる

こととされ、オーストラリア及びニュージーランドが中心となって調整された案が提案さ

れた。我が国はこの提案を支持した。 

 

（結論） 

部会は、9.6.4章の最後の cross promotionに関する文章を削除し、9.6.5章として「年

長乳児向けフォローアップフォーミュラの表示においては、数字、文章、陳述、画像を含

め、乳児用調製乳、幼児向け製品、乳児用特殊医療用調製乳を示してはならない。」という

条項を置くことに合意し、また、以下に合意した。 

ⅰ 適用範囲、定義及び表示の条項をステップ７で留め置くこと。 

ⅱ 9.6.5章の表示条項を CCFL46に送付し承認を求めること。 

ⅲ 9.2.2章、9.4.1章、9.6.4章の文言等の訂正を CCFLに情報提供すること。 

 

議題４b：年長乳児向けフォローアップフォーミュラ、年少幼児向け［製品］の必須構成成

分 

（経緯） 

前回部会では、第 39 回部会（2017 年）で合意に達しなかったセクション B の項目（①

たんぱく質における品質評価方法（脚注 2）、②炭水化物における甘味に影響する炭水化物

の使用（脚注 4）、③ビタミン D）を議論した結果、①及び③については合意したが、②の

記述、これに関連して任意の原材料の記述（3.2.1 章）について、ニュージーランドを議

長、フランス及びインドネシアを共同議長とする電子的作業部会（EWG）で検討することと

された。 

今次部会では、未解決であった、年少幼児向け製品（セクション B）における炭水化物

の条項の脚注４及び 3.2.1章について、EWGの提言をもとに検討を行った。 

 

（主な議論） 

＜炭水化物条項の脚注４（提言１）＞ 

炭水化物条項の脚注４の案文のうち、乳由来ではないたんぱく質をベースとした製品の

甘さをどのように制限するかという点について、EWG 議長より、甘味に寄与しない炭水化

物源が好ましいとするオプションと、乳糖以上に甘くない炭水化物源を用いるべきとする

オプションが提示された。各国の意見が分かれたため、これらのオプションを合わせた妥

協案について検討された。また、CCMAS に、甘味度を測定する方法の調査を依頼する提案

について検討した。 
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 ＜3.2.1章（提言２）＞ 

 「年少幼児向け製品の甘みを付与又は増強する目的で物質を添加してはならない」とい

う文章を記載するかどうか議論が行われた。砂糖の摂取量を低減させる政策に資するため、

将来、甘味を付与する原材料が開発される可能性があることを考慮し、そのような原材料

の使用もカバーされるようにすべきという意見があった。また、当該内容の記載場所は、

栄養目的で添加される任意の原材料に関する 3.2.1章ではなく、新しく 3.2.4章を作り、

文章を移すことが提案された。 

 

（結論） 

部会は、年少幼児向け製品（セクション B）における炭水化物条項の脚注４について、

「乳由来ではないたんぱく質をベースとした製品については、甘味に寄与しない炭水化物

源を選好すべきであり、いかなる場合も、乳糖以上に甘味を強くするべきではない。」とい

う文章を含めること、また、3.2.4章について、「年少幼児向け製品の甘味を付与または増

強する目的で、原材料を添加してはならない。」という条項とすることに合意した。 

その上で、部会は、以下について合意した。 

ⅰ 年少幼児向け［製品］の必須成分組成に関する作業を完了し、ステップ７に留め置

く。 

ⅱ これらの製品について炭水化物源の甘味を測定する国際的に妥当性が確認された

方法が存在するのかどうか CCMASに照会する。 

 

議題 4c：年少幼児向け［製品］の定義及び表示 

（経緯） 

 前回部会では、スコープ（1章）については合意したが、定義（2.1章）において本製品

を母乳代替品とするかについては意見がわかれ、表示（9 章）については議論できず、今

次部会に議論を延期することになった。 

 

（主な議論） 

年少幼児向け［製品］の定義について、母乳代替品であると記載するかどうか賛否両論

の発言があった。母乳代替品と定義することに賛成する立場からは、組成ではなく機能の

問題を検討すべき、低・中所得国を中心に当該製品はしばしば母乳代替品として市販され

ており、国家の規制で母乳代替品として分類されている、多様な食事の液体部分である製

品のうち、特に乳タイプ製品の場合、母乳を代替する、という意見などがあった。一方で、

母乳代替品と定義しないという立場からは、当該製品は小児の栄養要件の全てをカバーし

ていないため母乳代替品とは定義できない、もし消費者に母乳の代替と認識されると乳幼

児の健康に有害となる可能性がある、母乳代替品と定義してしまうと母乳に代わるものと

いう位置付けを与えることとなる、当該製品は母乳というよりも牛乳に代わるものとして

用いられている、という意見などがあった。我が国からは、母乳代替品と呼ぶことは支持

しないこと、この年齢の小児は既に固形食を食べ始めており、母乳を唯一の栄養源として
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いないことから、母乳と完全に置き換わるものではないと考えることを発言した。 

議論の結果、定義本文では母乳代替品とするかどうかの問題については触れず、脚注で

これらの製品が母乳代替品として規制されている国があるという事実を述べるという提案

がなされ、それについては合意された。また、本文中の角括弧内の文言（[年少幼児の栄養

上のニーズに寄与する可能性がある]）について次回会合で議論されることとなった。なお、

米国は、当該脚注について、単にいくつかの国は特定の方法で当該製品を規制しているこ

とを述べているに過ぎないことなどから、留保を表明した。 

表示については、EWGでの議論と関心国が集まって議論した結果として提出された CRD50

をベースとして議論が行われた。 

製品名については、「栄養素を添加した年少幼児向け飲料」又は「年少幼児向け飲料」の

２つの名称が提案された。粉末の製品がある可能性もあることから「製品」という文言を

用いる提案もあった。議論の結果、部会は、製品の名称について「栄養素を添加した年少

幼児向け飲料／製品」又は「年少幼児向け飲料」とし、各国はこれらのオプションから選

ぶことができるとすることに合意した。 

 

（結論） 

年少幼児向け［製品］の定義について、次のとおり合意された。 

「栄養素を添加した年少幼児向け飲料／製品」又は「年少幼児向け飲料」とは、年少幼

児の多様な食事の液体部分としての使用のために製造され、【年少幼児の栄養上のニーズ

に寄与する可能性がある】製品をいう。脚注：いくつかの国では、これらの製品は母乳代

替品として規制されている。 

今後の作業について、部会は以下のことに合意した。 

 ⅰ 適用範囲、定義及び表示に関する事項を第 43 回総会にステップ５で予備採択を諮

ること。 

ⅱ フォローアップフォーミュラ規格の見直しに関する作業の完了期限を 2022 年の総

会での採択とすることを第 79回執行委員会に通知すること。 

ⅲ 表示事項は CCFLに承認を求めること。 

ⅳ ニュージーランドを議長、フランス及びインドネシアを共同議長とする EWGを再度

設置し、①上記定義の中の未解決部分（【年少幼児の栄養上のニーズに寄与する可能性

がある】）を検討し、定義を最終決定する、②定義と名称の関連・影響を検討する、③

窒素からたんぱく質への変換係数についての JEMNUの報告書を検討し、規格の改正に

対してどの程度考慮する必要があるか検討すること。 

 

議題 4d：年長乳児向けフォローアップフォーミュラ、年少幼児向け［製品］原案 

（経緯） 

前回部会では、議題 4bの事項のほか、残された事項（純度、ビタミン化合物及びミネラ

ル塩、放射線照射の禁止、許可される食品添加物、食品添加物のキャリーオーバー、汚染

物質、衛生並びに容器包装等）について、EWGで検討することとされた。 

今次部会では、EWGの検討結果を踏まえて議論する予定であった。EWGからは、純度、ビ
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タミン化合物及びミネラル塩並びに分析及びサンプリング方法等は現行のフォローアップ

フォーミュラの規格を保持すること、またキャリーオーバーに関しては「食品添加物に関

する一般規格」（GSFA）（CXS 192-1995）の前文のセクション 4を参照する（オプション１）

又は乳児用調製乳規格（CXS 72-1981）及びシリアルベースの乳幼児用加工食品規格（CXS 

74-1981）の記載を引用する（オプション２）こと等について提言された。 

 

（結論） 

時間がなく、議論を次回部会に延期することに合意した。議長より、規格の構成と前文

は規格の他の条項の作業が完了した後に検討することが述べられた。 

 

議題５：Ready-to-use Therapeutic Foods  

（経緯） 

第 36 回部会（2014 年）において国連児童基金（UNICEF）より急性栄養不良児のための

Ready-to-use食品に関する規格の策定が提案され、第 37回部会（2015年）において、急

性栄養不良（Severe Acute Malnutrition：SAM）の治療用と目的を明確化した上で新規作

業を開始することに合意し、第 39回総会（2016年）で承認された。 

 

議題５a：Ready-to-use Therapeutic Foodsガイドラインに関する原案 

（経緯） 

前回部会では、以下について議論した。 

・提言１（5.1章（基本原材料）のうち 5.1.2章（マメ科植物及び種子類））、提言 2（5.1.5

章（ビタミン及びミネラル類））及び提言 5（6.1章（エネルギー））については、CRD28の

内容に微修正を加えて合意した。 

・提言 3（5.2 章（その他の原材料）のうち 5.2.1 章（利用可能な炭水化物））は、PWG で

は甘味のために遊離糖の使用を認めるかどうかで意見が分かれ、本会合に議論が持ち越さ

れたが、本会合における議論の結果、遊離糖を RUTFに使用する場合は総エネルギーの 20％

を超えないこととする文言を脚注ではなく本文に追記することとし、また本章を糖類だけ

ではなく一般的な炭水化物に適用するため、｢Available（利用可能な）｣を削除することに

合意した。さらに、脚注 6として記載されていた｢植物でんぷん、乳糖、マルトデキストリ

ン、ショ糖が RUTFに用いられる望ましい炭水化物である。調理済みまたは糊化したでんぷ

んを使用する。｣も本文に記載し、同脚注は削除することになった。5.2.1章は、6.3章（脂

質）、6.2章（たんぱく質）とも関連していることから、引き続き検討することに合意した。 

・提言 4（5.3章（RUTF製造における他のマトリックスの使用））について、RUTFの製造は

｢特殊医療用食品の表示及び強調表示に関するコーデックス規格（CXS 180-1991）｣の 3章

に従う旨を 5章の冒頭に記載し、5.3章は削除することになった。 

 今次部会では、前回部会にて物理的作業部会（PWG）からの提言のうちで議論できず、ス

テップ４にとどめられた提言（栄養組成及び品質要素、汚染物質、適正製造規範及び適正

衛生規範並びに分析及びサンプリング法等）について議論された。 
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議題 5b：Ready-to-use Therapeutic Foods：5.2.2章（食品添加物）及び 6.2章（たんぱ

く質） 

（経緯） 

前回部会では、食品添加物（5.2.2章）については、段階的アプローチをとること※、た

んぱく質（6.2 章）に関しては時間がなく議論には至らなかったことから、南アフリカを

議長、セネガル及びウガンダを共同議長とする EWGを再度設置し、引き続き議論すること

になった。 

今次部会では、EWGの検討結果を踏まえて議論された。 

※：①現在使用されている添加物の確認 

②そうした添加物が CCNFSDUや他部会の既存の規格で使用が認められているかの点検 

③文言の作成 

 

議題５a及び５b 

（主な議論） 

EWG及び会期中 WGの提言を基に議論が行われた。 

炭水化物（5.2.1章）について、RUTFの製造への遊離糖の使用は制限すべきであり、遊

離糖が全エネルギーの 20％を超えないようにすべきことが再確認されるとともに、ブドウ

糖及び果糖を使用すべきではない旨の文章を加えることが合意された。 

食品添加物（5.2.2章）について、RUTFへの使用が認められる食品添加物をリスト化し

た表 Aを本ガイドラインに含めることとなった。 

その他、栄養組成及び品質要因（６章）（ANNEX の表、たんぱく質（6.2 章）、水分活性

（6.5章）を含む。）、汚染物質（7章）、加工技術（８章）、適正製造規範及び適正衛生規範

（９章）、分析・サンプリング法（10章）、包装（11章）及び表示（12章）について、一部

修正の上合意された（6.3及び ANNEXの表における必須脂肪酸のレベルの記載、ANNEXの表

におけるマグネシウムのレベルの記載は、さらに検討が必要とされ、角括弧が付された。）。

我が国は、RUTFのたんぱく質の品質評価（6.2）に関して、EWGの提言（アミノ酸を添加す

ることによりたんぱく質の品質の指標として用いられるスコアを高めることを認める案）

を支持するコメントを CRDとして提出した。 

前文については、RUTF製品の基本的な組成、対象年齢層、RUTFは合併症のない SAMの小

児の食事管理の選択肢のひとつであることを記載すること、脚注に情報源を含めることに

合意した上で、前文全体を角括弧に留め置きさらに検討することとなった。 

 

（結論） 

RUTF ガイドラインについて第 43 回総会にステップ５として予備採択を諮ること、食品

添加物に関する条項は食品添加物部会（CCFA）へ、表示事項は CCFLへ承認のため回付する

ことが合意された。 

 

議題６：トランス脂肪酸 
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議題６ａ：トランス脂肪酸フリー強調表示に関する原案 

議題６ｂ：トランス脂肪酸低減のためのリスク管理の可能性 

（経緯） 

第 41回食品表示部会（CCFL）（2013年）からトランス脂肪酸（Trans Fatty Acids:TFA）

フリー強調表示の要件の策定に関する助言を要請されたことを受け、第 35 回部会（2013

年）以降、検討が行われた。 

第 38回部会（2016年）では、第 36回 CCMAS（2015年）からの回答と WHO栄養ガイダン

ス専門家諮問グループ（NUGAG）のレビュー結果を踏まえ、カナダが討議文書を作成し、TFA

を｢含まない旨｣の要件（※）を提案した。 

※「栄養及び健康強調表示の使用に関するガイドライン（CXG 23-1997）｣の５章（栄養

素含有量強調表示）における栄養素含有量強調表示の条件に関する表の飽和脂肪酸と

コレステロールの間に挿入すること。 

「脂質 100 gにつきトランス脂肪酸 1 g｣かつ「飽和脂肪酸が｢低い｣旨の条件」を満た

さなければならないこと。 

前回部会では、TFA の低減への取組が公衆衛生上重要である点は概ね合意されたが、要

件案については、すべての食品で正確に TFAを測定することは困難、最初から TFAを含ま

ない食品も「含まない」と表示できるのは消費者に誤認を与える等の否定的な意見が出さ

れた。他方、この要件案を支持又はもっと低くしたいとする意見も出された。議論の結果、

油脂部会（CCFO）と CCFLへ本作業について情報提供すること及びフリー表示の要件案につ

いてはステップ４のまま議論を一時停止し、カナダが TFA低減のための様々なリスク管理

の可能性に関する討議文書を作成することとされた。 

 今次部会では、TFA の摂取量削減ためのリスク管理オプションとその長所・短所及びコ

ーデックスにおけるリスク管理の役割の可能性を示した資料が提示され、議論された。 

 

議題６a及び６b 

（主な議論） 

オプション B（加工食品中の TFAレベルを制限する）、オプション C（部分水素添加油脂

の使用を禁止する）が TFA の摂取量を低減するという意見や、オプション E（包装加工食

品に TFA の含有量表示を義務づける）は CCFL で検討済みのため支持しないといった意見

が出された。WHO より、「REPLACE」（製造工程で生成するトランス脂肪酸を 2023 年までに

排除することを目標とする取組）について発言があった。議長より、TFA フリー強調表示

の要件策定作業を中止することが提案された。 

 

（結論） 

部会は、TFA フリー強調表示の要件策定作業を中止することとし、第 79 回執行委員会、

第 43回総会及び CCFLにその旨報告することに合意した。また、CCFL及び CCFOに、TFAの

低減又は部分水素添加油脂の排除のために考え得るコーデックスの役割について情報提供

することとなった。 
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議題７：バイオフォーティフィケーション（生物学的栄養強化）の定義原案 

（経緯） 

第 35 回部会（2013 年）において、国際食糧政策研究所（IFPRI）とカナダが

｢Biofortification:バイオフォーティフィケーション｣に関する討議文書を提示し、｢バイ

オフォーティフィケーション｣の定義作成と食品表示における語句の使用基準作成にかか

る作業の重要性について、多くのメンバーが支持した。第 36 回部会（2014 年）では、ジ

ンバブエと南アフリカが改訂した討議文書に基づき議論し、新規作業を開始することに合

意し、第 38回総会（2015年）で承認された。第 37回部会（2015年）から主に定義の構成

要素（クライテリア）について検討されている。 

前回部会では、定義案に対し、各国・地域のニーズにあわせて柔軟性を確保する結果、

国際的な調和のない定義となることへの懸念や、“Bio”の用語を有機的に生産されていな

い食品にも使用することは問題等の懸念が示された。また、定義がどのように使用され、

どこに位置づけられるかは、CCFLからの要請により始まったものであることから、定義原

案を CCFLに送付し、①本定義は CCFLの要請に見合うものか、また②定義の使用目的とど

こに収載するのが適しているかについて明確化を求めることとした。 

一方、本部会の要請を受けて検討した第 45回 CCFL(2019年 5月)においては、既存のコ

ーデックス文書は十分にバイオフォーティフィケーションの表示をカバーしており新たな

定義は不要との結論となった。今次部会では、第 45回 CCFLの検討結果を踏まえて議論さ

れた。 

  

（主な議論） 

IFPRI から CRD５を基に作業継続についての意見が出る一方で、CCFL から既存のコーデ

ックス文書は十分にバイオフォーティフィケーションの表示をカバーしており、新たな定

義は不要という結論を基に、作業中止すべきという意見が出された。 

 

（結論） 

部会は、作業を中止することとし、第 79回執行委員会、第 43回総会に通知することに

合意した。 

 

議題８：年長乳児及び年少幼児の栄養参照量 

（経緯） 

第 37 回部会（2015 年）において、年長乳児（6-12 か月）及び年少幼児（12-36 か月）

の栄養参照量（Nutrient Reference Values – Requirements: NRVs-R）について、EWGを

設置し、①年長乳児及び年少幼児の NRVs-Rの設定の必要性、②設定が必要な場合、NRVs-

Rのパラメータ（栄養素、年齢層、スコープ（範囲））、③FAO/WHO合同栄養専門家会議（JEMNU）

への依頼の検討、④栄養表示への適用の検討について、議論することになったが、議長に

立候補する国がなく、議論を延期していた。 

第 39 回部会（2017 年）において、アイルランドが議長、メキシコ及び米国が共同議長
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に立候補したことから、EWGでの作業を継続すること、EWGでは実現可能性の観点から、第

37回部会で合意した EWGの作業内容のうち、①と④について議論することになった。 

前回部会では、年長乳児及び年少幼児の NRVs-R を設定する年齢区分や関連するコーデ

ックス文書への反映、栄養表示への適用についての CCFLへの諮問案について議論された。 

年齢区分は、多くのメンバー国が、年長乳児と年少幼児の二つの区分に分けることを支

持していたが、対象が両区分にわたる製品に対応するため、年齢幅を統合した NRVs-Rがあ

る方がよい場合があるとの意見が出されたことから、今後、年齢幅を統合した NRVs -Rを

追加するかどうか決めることになった。 

また、年齢幅は、6 か月から 12 か月及び 12 か月から 36 か月とすることに合意したが、

年齢の境界は結論に達しなかった。 

EWG の結果を受け、7 つの提言※及びプロジェクト文書が示されている。今次部会では、

これらについて議論された。 

※提言１（年齢幅の標準化）、 提言２（栄養表示と NRVs-R の収載場所）、提言３（ビタミン、

ミネラル類組成の目安）、提言４（国内規制下における栄養強調表示への適用）、 

提言５（ビタミン・ミネラル類の NRVs-R）、提言６（たんぱく質の NRV-R）、 

提言７（NRVs-R設定の優先順位） 

 

（主な議論） 

 提言 1：6 か月から 12 か月までの年齢児及び 12か月超から 36か月まで（1歳の誕生日

の翌日から 3歳の誕生日まで）の年齢児を対象に NRVsを設定することとされた。 

 提言 2 及び 4：特定された年齢層を対象とした NRVs-R の策定に関する一般原則を、「栄

養表示に関するガイドライン」（CXG2-1985）に定め、NRVs-Rが策定された後に、これらを

どの食品に適用するか明確にするため、CXG2-1985 にどのように記載するかを検討するこ

ととされた。 

 提言 5及び 6：NRVs-Rの設定を検討する栄養素のリストにカリウムを追加すること、た

んぱく質は検討リストに追加するがその優先度は低いこととされた。 

プロジェクト文書について、作業スケジュール案の修正（2025年の総会での採択を目指

す計画）に合意した。 

 

（結論） 

 議論の結果、部会は以下に合意した。 

ⅰ 修正版プロジェクト文書に示された作業計画に従って、6～36 か月児を対象とした

NRVs-Rの設定作業を継続する。 

ⅱ 作業スケジュールを修正したことを、第 79回執行委員会に情報提供する。 

ⅲ アイルランドを議長、コスタリカ及び米国を共同議長とする EWGを設置し、6～36か月

児を対象とした NRVs-R 設定の指針とするため、a）FAO/WHO 等からの食事摂取参照量 

(DIRVs：Dietary Intake Reference Values) の分析に基づき、NRVs-R を導くための最

も適切なアプローチ及び b）表示のための NRVs-R の目的を盛り込んだ一般原則を作成

する。 
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議題９a：食品添加物の技術的正当性を検討するためのメカニズムや枠組み 

（経緯） 

第 38回部会（2016年）より、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）による評価

のための食品添加物の優先リストに載せることを目的とした食品添加物の技術的正当性を

評価するためのメカニズムや枠組みについて検討が行われている。 

今次部会前日に物理的作業部会（議長：EU、共同議長：ロシア）が開催され、当該枠組

みの質問事項３「乳児及び幼児向け食品における添加物の使用に関するアプローチへの適

合性」について議論された。さらに、当該枠組みに沿って、申請者から提出された情報を

基に、キサンタンガム（INS 415）、ペクチン（INS 440）及びジェランガム（INS 418）の

技術的必要性の検討が行われた。今次部会では、物理的作業部会の提言を踏まえて議論さ

れた。 

 

（主な議論及び結論） 

食品添加物の技術的必要性を評価するための枠組みにおける質問事項３について、提案

されている食品添加物が、既に同じ製品分類への使用が認められている他の食品添加物と

比較して、どのような利点を有するかという質問を含めることとし、枠組み全体が合意さ

れた。 

キサンタンガム（INS 415）及びペクチン（INS 440）について、乳児向け特殊医療用調

製乳への増粘剤としての使用の技術的必要性が確認された。これを踏まえ、第 43回総会に

個別規格（CXS 72-1981）に当該添加物を含める改正の採択を諮ること、及び食品添加物部

会（CCFA）に対して「食品添加物に関する一般規格」（GSFA）に当該添加物を含める改正を

要請することが合意された。 

ジェランガムについては、申請者の説明を踏まえ、評価対象添加物は低アシル化精製ジ

ェランガムであるとされ、議論の結果、申請者に現在認められている食品添加物と比較し

た利点に関する追加情報の提供を求めることとされた。 

個別規格（CXS 72-1981）の一部の添加物について新しい枠組みを使って技術的正当性の

見直しを行うことが提案されたことを受け、EWG を設置して、低アシル化精製ジェランガ

ム、アスコルビン酸パルミチン酸エステル（INS 304）、ミックストコフェロール（INS307b）

及びリン酸塩類（INS 339(i)、339 (ii)、339(iii)、INS 340(i)、340(ii)、 340(iii)）

について、乳児用調製乳等への使用の技術的必要性を検討し、CCNFSDU に提言することと

された。 

 

議題９b：CCNFSDU 規格の食品添加物条項と「食品添加物に関する一般規格」（GSFA）の整

合 

（経緯） 

 第 40 回部会（2018 年）において、食品添加物部会（CCFA）において「個別食品規格の

食品添加物条項の整合をとるための個別食品部会向けのガイダンス」が作成されたことを

受け、CCNFSDUに委任されている個別食品規格における食品添加物条項と GSFAの整合作業
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を進めることになった。 

 今次部会では、ドイツが作成した、個別食品規格の食品添加物条項の修正案を基に議論

が行われた。 

 

（主な議論及び結論） 

CCNFSDU の個別規格における食品添加物条項と「食品添加物に関する一般規格」（GSFA）

の記載を整合させる修正案（リン酸（INS338）を「乳幼児用穀類ベース加工食品の規格」

に含める）が合意され、CCFAによる検討のために送付することとされた。 

「体重管理食で使用する調製食品の規格」（CXS 181-1991）及び「減量を目的とした超低

エネルギー食で使用する調製食品の規格」（CXS 203-1995）の食品添加物条項及び最大使用

量に関する第 51回食品添加物部会（CCFA）からの質問について、GSFAの食品添加物条項、

特に食品分類 13.4（痩身及び減量を目的とする調製食）の食品添加物条項及び表３の食品

添加物条項は、これらの２つの規格に適合した食品に適用されることを CCFA に通知する

ことが合意された。 

 

議題 10：CCNFSDUの作業のよりよい管理のための優先付けメカニズム 

（経緯） 

 前回部会において、本部会の作業が滞っていることから、第 75回執行委員会（2018年）

の要請に応じて、議長国のドイツが、これまでに完了した作業、部会で進められなかった

作業、現在進行中の作業及び今後提起されそうな問題を整理した文書を作成し、当部会の

作業を優先付けするような長期的な作業管理スキームを検討することに合意した。 

 今次部会では、ドイツが取りまとめた上記リストと、優先付けガイドライン案について

議論された。 

 

（主な議論と結論） 

 提案された優先付けガイドライン案及びディシジョンツリーについては概ね支持があっ

たが、そのメカニズムは簡潔で負担の無いようにすべき等の意見もあった。 

議論の結果、部会は以下に合意した。 

i. 優先順位付けメカニズムを試験導入し、その有用性を評価する。優先順位付けの枠組み

は、PWG による検討と部会による最終決定の後、部会が内部で使用するための情報文書と

してコーデックスのウェブサイトに掲載する。 

ⅱ.執行委員会に対し、優先順位付けプロセスを試験導入することを通知する。 

ⅲ. 事務局に対し、新たな課題や新規作業提案を意見照会する回付文書（CL）の発行を要

請する。 

iv. 次回会合の直前にドイツが議長を務める PWGを開催する。付託事項は以下のとおり。 

a. 規準とプロセスの簡素化に関して、当該ガイドライン案に記載されている優先順位付

けメカニズムの枠組み案を必要応じて調整する。 

b.メンバー国やオブザーバーに新たな課題や新規作業の提案に関する情報の提供を要請

した回付文書に応じてメンバー国から出された提案を案件ごとに検討する。 
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議題 11：食品及びダイエタリーサプリメントに用いるプロバイオティクスのガイドライン 

（経緯）  

前回部会では、国際プロバイオティクス協会（IPA）の提案を支持することを表明してい

たアルゼンチンから討議文書とプロジェクト文書が提出され、新規作業の開始について議

論された。プロバイオティクスの貿易が増加しており、国際的なガイドラインが必要との

意見もあったが、プロジェクト文書に記載された作業内容・目的が明確ではない、本作業

の必要性は現時点では低い、プロバイオティクスに関する国際的な定義についてまずは情

報収集すべきとの意見も出された。 

今次部会では、アルゼンチンが前回部会の議論を踏まえて修正した討議文書及びプロジ

ェクト文書について議論された。 

 

（主な議論） 

アルゼンチンが、食品及びダイエタリーサプリメントの原材料として使用する生きた菌

株（プロバイオティクス）について、定義、特性評価の最小要件、安全、品質及び表示の

基準を設定したガイドラインの必要性を説明した。 

新規作業の開始に関しては、ガイドラインは、FAO 及び WHO の定義及びガイドラインを

考慮して策定可能である、原材料としてのプロバイオティクスの使用に焦点を当てるべき、

規制の調和に取り組むべき等、支持する意見があった一方、既にコーデックスの他の規格

とガイドラインでカバー出来ている等の反対意見もあった。 

 

（結論） 

部会は、アルゼンチン及びマレーシアが提案書を修正し、優先順位付けに関する PWGで

検討するため、優先順位付けメカニズム(議題 10参照)に従って提出することに合意した。 

 

議題 12：栄養プロファイル設定のための一般ガイドライン  

（経緯） 

第 44回 CCFL（2017年）において、コスタリカ及びニュージーランドの提案による包装

前面の栄養表示（Front-of-Pack Nutrition Labelling: FOPNL）に関する新規作業を開始

することに合意し、CCFL から CCNFSDU に対し、CCNFSDU が CCFL の作業にどのように貢献

できるか検討するよう求められ、第 39 回部会（2017 年）において、コスタリカ及びパラ

グアイより、FOPNL の作業を補完する栄養プロファイルの設定に関する一般ガイドライン

の策定の新規作業が提案された。 

前回部会では、新規作業の開始については、WHO 等の出版物における様々な栄養プロフ

ァイルモデルをまとめるところから開始すべき、時期尚早等の意見が出され、WHOからは、

WHO がまとめた既存の栄養プロファイルモデルに関するカタログを喜んで共有する旨示さ

れた。議論の結果、アルゼンチン及びコスタリカが栄養プロファイルの一覧表をまとめ、

今次部会での検討のための討議文書を作成することに合意した。また、米国が本作業を手

伝う旨申し出た。 
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 コスタリカ及びパラグアイは、既存の栄養プロファイルモデル（NPM）をまとめたデータ

ベースを基に、FOPNL 開発に特化した NPM のデータベースを作成し、栄養プロファイル作

成のためのガイドラインの新規作業は必要との結論の下、討議文書及びプロジェクト文書

を作成し、今次部会に提示した。 

 

（主な議論） 

部会は、FOPNL で使用するための栄養プロファイルを確立するためにガイダンスを策定

することは有用であり、このガイダンスは CCFL での FOPNL の作業を補完することに留意

した。 

今次部会の文書にまとめられたこれまでの作業に関して、以下のような意見があった。 

・作業の範囲を、CCFLの作業と適切に一致するように、明確に定める必要がある。 

・栄養プロファイルモデルと FOPNLとの間の関連性を明確にする必要がある。 

・栄養プロファイリングの重要性と、利用可能な多くの作業は科学に基づくことを認識す

ることが重要である。 

・本作業は、健康強調表示に有用で一般的な健康ガイドラインのための重要なツールとも

なるガイドラインを提供しうる。 等 

 事務局からは、2020 年の CCFL と CCNFSDU 会合の開催時期が近いため(それぞれ 10 月と

11月)、FOPNLに関する EWGの議長との緊密な連携が必要であるとの助言があった。 

 WHOからは、部会が、EWGを通じて、栄養プロファイルの一般ガイドラインを作成するた

めの原則を策定しようとしているならば、CCFLにおける FOPNLの作業を考慮する必要があ

るとの指摘があった。 

 

（結論） 

部会は、以下に合意した。 

i.コスタリカを議長、パラグアイ、EU及び米国を共同議長とする EWGを設置し、 

 a) 第 41回 CCNFSDUの討議文書及びプロジェクト文書を分析し、 

b)包装前面の栄養表示に使用する栄養プロファイルの作成に関する一般的なガイドライ

ンを策定するための討議文書及びプロジェクト文書を作成する。 

ⅱ.CCNFSDU での議論を CCFL に情報提供し、CCNFSDU の栄養プロファイルに関する作業が

CCFL の FOPNL の作業をどの程度サポートできるか、またどの程度考慮されるかについて

CCFLに確認する。 

 

議題 13：その他の事項及び今後の作業 

〇分析法 

 会期中 WGの提言(CRD52)を基に議論が行われた。 

＜食物繊維＞ 

部会は、「栄養及び健康強調表示の使用に関するガイドライン」(CXG 23-1997)におけ

る食物繊維に関する強調表示の条件に適用されるタイプ I の分析方法について、AOAC 

2009.01/AACC Intl 32-45.01を ICC Standard No. 185/AOAC 2017.16に置き換えること
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を CCMASに提出することで合意した。 

＜乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規格(CXS 72-1981)の分析法＞ 

部会は次のことに合意した。 

・CCMASに対し、以下の分析方法を、CXS234-1999においてタイプⅡとすることの承認を

求める。 

ⅰ. チアミン、リボフラビン、ナイアシン及びビタミン B6に対する AOAC 2015.14 /ISO 

DIS 21470; 

ⅱ. コリン及びカルニチンに対する AOAC 2015.10 / ISO DIS 21468; 

ⅲ. β-カロテン及びリコピンに対する AOAC 2016.13 / ISO 23443; 

iv. フルクタンに対する AOAC 2016 17 / ISO DIS 22579 |IDF 241; 

v. ビオチンに対する AOAC 2016.02 / ISO DIS 23305 

・CCMAS に対し、これの栄養素に関する現行のタイプⅡの分析方法をタイプⅢとして残

すよう要請する。 

・CCMASに対し、カルシウム、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、ナト

リウム及び亜鉛に対する分析法である AOAC 2011.14/ISO 15151|IDF 229をタイプⅢ

法として CXS234-1999に含めることが可能であることを情報提供する。 

 ＜微生物学的方法＞ 

部会は、ニコチンアミド、ナイアシン、パントテン酸、ピリドキシン、コバラミン、

及びビタミン Dの微生物学的方法は現在も使用されていることを CCMASに通知し、こ

れらの方法を保持することに合意した。 

＜フォローアップフォーミュラに関する規格 (CXS 156 -1987)の分析法＞ 

部会は、ビタミン K のタイプ II 分析法である AOAC 999.15/EN 14148 を AOAC 

2015.09/ ISO 21446に置き換えることを CCMASに通知することに合意した。 

 

〇栄養及び健康強調表示された食品の認定に関するガイドラインの策定（韓国提案） 

時間がなく、議論は行われず、当該提案は、第 42回 CCNFSDUにおける検討のため優先

順位付けメカニズム(議題 10参照)に従い、再提出されるべきとされた。 

 

議題 14：次回会合の日程及び開催地 

 次回第 42回会合については、2020年 11月 23日から 27日に開催予定である旨報告され

た。 
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栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の作業と今後のアクション 

責任部局 目的 事項 規格等 ステ

ップ 

第 79回執行委員会 

第 43回総会 

採択 フォローアップフォーミュラ規格の見直し: 

セクション B: 範囲、定義、表示 

CXS 

156-

1987 

5 

RUTFガイドライン原案 - 5 

キサンタンガム(INS 415)及びペクチン(INS 

440)の規定 

CXS 72-

1981 

- 

中止 TFAフリー表示の要件 CXG 2 - 

1985 

- 

バイオフォーティフィケーションの定義 - - 

第 79回執行委員会 情報

提供 

作業スケジュールの改訂: 

(i) フォローアップフォーミュラ規格の見直

し 

(ⅱ) 6～36ヶ月児を対象とした NRVs-R 

CXG 2 – 

1985 

 

CXS 156 

- 1987 

- 

優先順位付けメカニズム - - 

第 42回 CCNFSDU 留め

置き 

フォローアップフォーミュラ規格の見直し:

セクション A:範囲、説明、表示 

並びに 

セクション A 及びセクション B の必須構成要

件 

CXS 

156-

1987 

7 

討議 フォローアップフォーミュラ規格の見直し: 

残りの項目 

4 

第 46回 CCFL 情報

提供/

承認 

フォローアップフォーミュラ規格の見直し: 

 

(i) セクション A の表示規定： 

セクション 9.2.2、9.4.1 及び 9.6.5   

(ⅱ) セクション Bの表示規定 

CXS 

156-

1987 

7 

 

5 

RUTFガイドライン原案の表示規定 - 

 

5 

 

第 46回 CCFL 及び第

27回 CCFO 

情報

提供 

TFAフリー表示要件のための作業 

TFAs/PHOｓのリスク管理オプション 

- 

 

- 

 

第 46回 CCFL 情報

提供/

助言 

CCNFSDUの栄養プロファイルに関する作業が、

CCFLの FOPNLに関する作業をサポート出来る

範囲に関する助言 

- 

 

- 
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第 41回 CCMAS 策定/

助言/

承認 

CXS72 における 9 つのミネラル測定のための

タイプⅢ法の性能規準 

CXS 234 

- 1999 

- 

 

「栄養素を添加した年少幼児向け飲料／製

品」／「年少幼児向け飲料」における甘味計測

法 

CXS 

156-

1987 

各種規格における規定の分析方法 CXS 72 

- 1981 

CXG 23 

- 1997 

CXS 156 

- 1987 

第 52回 CCFA 情報

提供/

アク

ショ

ン 

RUTFのガイドライン原案 - 5 

CXS 72及び GSFA食品カテゴリー13.1.3にお

けるキサンタンガムとペクチン 

 - 

CCNFSDU規格における食品添加物規定の整合 - 

CXS 181及び CXS 203における食品添加物の

規定 

- 

EWG(ニュージーラン

ド、フランス、イン

ドネシア)  

第 42回 CCNFSDU 

起草 フォローアップフォーミュラ規格の見直し: 

「栄養素を添加した年少幼児向け飲料／製

品」／「年少幼児向け飲料」の定義 

及び 

窒素-たんぱく質換算係数 

CXS 156 

-1987 

6 

EWG (アイルランド、

コスタリカ、米国) 

第 42回 CCNFSDU 

起草 6～36ヶ月児を対象とした NRVs-R設定に関す

る一般原則 

 

CXG 2 - 

1985 

2/3 

EWG (EU及びロシア) 

第 42回 CCNFSDU 

討議 食品添加物の技術的正当性 - - 

PWG (ドイツ) 

第 42回 CCNFSDU 

修正/

見直

し 

優先順位付けメカニズム/新たな課題又は新

規作業提案 

- - 

EWG(コスタリカ、パ

ラグアイ、EU、米国) 

第 42回 CCNFSDU 

討議 栄養プロファイルに関する一般ガイドライン - - 

アルゼンチンとマレ

ーシア / 

優先順位付けに関す

る PWG 

第 42回 CCNFSDU 

討議 食品及びダイエタリーサプリメントに用いる

プロバイオティクスのガイドライン 

- - 
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