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令和 2 年度 食品の安全性に関する有害微生物の 

サーベイランス・モニタリング年次計画 

 

サーベイランス及びモニタリングの実施に当たって、微生物リスク管理基礎調査事業により

分析を委託する場合は、分析結果の信頼性を確保するため、精度管理を行うことや ISO

（International Organization for Standardization）法などの妥当性が確認された分析法を

用いること等を条件として競争入札を行い、分析機関を選定する。 

 

サーベイランス 

危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

腸管出血性大腸菌 

サルモネラ 

リステリア・モノサイト

ジェネス 

大腸菌（指標菌として） 

【目的】 

・これまで、国内では、生産段階に有害微生物により汚染され

た野菜が原因となった食中毒の報告はないが、海外では、野

菜を原因とする食中毒が多く発生している。国内で野菜による

食中毒発生の防止に向け、特に海外で野菜を汚染する原因と

考えられている農業用水の管理方法を検討するため、農業用

水の微生物（大腸菌と必要に応じて有害微生物）実態やかん

水方法等の管理実態を把握。 

【経緯】 

・海外での食中毒の発生や国際的な動向を考慮し、国内での

野菜による食中毒の発生を防止するため、H23年に「栽培から

出荷までの衛生管理指針」を策定し、普及。 

・H19～20 年、H25～28 年、国内で収穫前の生食用野菜につい

て有害微生物（腸管出血性大腸菌、サルモネラ等）の汚染状

況を調査した結果、有害微生物は検出されなかった（計 4388

点）。ただし、一部の野菜からは、糞便汚染の指標菌である大

腸菌が検出。 

・また、海外では、農業用水により有害微生物に汚染された野

菜が原因と疑われる食中毒が多く発生。米国や EU では、野

菜の栽培に使う農業用水に対し、大腸菌数を検査し、菌数に

応じた管理を実施。 

・R 元年 6 月に試行版として改訂した「栽培から出荷までの野菜

の衛生管理指針」でも、国際的な動向について情報を収集し、

生食用野菜（収穫部位）に使用する水に対し、大腸菌を検査

すること等を明確化。 

・国内においても、より適切な農業用水の管理方法を検討する

ため、農業用水の微生物実態、かん水方法等の管理実態に

関する情報を収集。 

農業用水 4,000 
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危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

腸管出血性大腸菌 

サルモネラ 

リステリア・モノサイト

ジェネス 

大腸菌（指標菌として） 

【目的】 

・これまで、国内では、生産段階に有害微生物により汚染され

た野菜（スプラウト 1を含む）が原因となった食中毒の報告はな

いが、海外では、スプラウトを原因とする食中毒が多く発生し

ている。国内でのスプラウトによる食中毒発生の防止に向け、

スプラウトの衛生管理、今回は、特に原料種子の管理方法を

検討するため、スプラウト生産施設で使用される原料種子の

微生物（有害微生物や糞便汚染の指標菌である大腸菌）実態

を把握。 

【経緯】 

・海外での食中毒の発生や国際的な動向を考慮し、国内でのス

プラウトによる食中毒の発生を防止するため、H29 年に「スプ

ラウト生産における衛生管理指針」を策定。 

・スプラウトの生産者団体と連携し、同指針の普及を図った結

果、各生産施設における衛生管理が推進したと考えられるこ

とから、H30～R 元年度に、指針の効果検証や現状の管理の

見直しの検討をするため、スプラウトやその原料種子の有害

微生物による汚染実態等を調査。 

・このうち、原料種子について、より適切な管理方法（生産施設

での種子の購入時の検査等）を検討するため、調査を継続し、

微生物実態を把握。 

スプラウト原料種子 150 

                                                 
1 主に穀類、豆類、野菜の種子を人為的に発芽させた新芽で、発芽した芽と茎を食用とするもの。 
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危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

腸管出血性大腸菌 

サルモネラ 

大腸菌（指標菌として） 

【目的】 

・これまで、国内では、生産段階で有害微生物により汚染され

た野菜が原因となった食中毒の報告はないが、海外では、野

菜を原因とする食中毒が多く発生している。国内で野菜による

食中毒発生の防止に向け、「野菜の衛生管理指針」の普及に

一層力を入れるとともに、今後の改訂の際に、より現場の方が

取り組みやすく、汚染を防ぐための管理手法を明らかにするた

め、野菜の生産現場における衛生管理の現状や、管理内容

に応じた細菌数の実態を把握。 

【経緯】 

・H23 年に「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」を策定

し、普及。 

・H19～20 年、H25～28 年、国内で収穫前の生食用野菜につい

て有害微生物の汚染状況を調査した結果、有害微生物は検

出されなかった（計 4,388 点）。ただし、一部の野菜からは、糞

便汚染の指標である大腸菌が検出。 

・R 元年度は、葉菜類（レタスなど）を対象に調査し、指針と併用

できる衛生管理の手引書（栽培工程の流れや、汚染防止のた

めに重要な工程等を示したもの）の原型を作成。R２年度は、

その原型について生産現場で検証するとともに、それをもとに

果菜類（キュウリやトマトなど）についても衛生管理の手引書

の原型を作成。 

果菜類 

環境試料 
未定 
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危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

サルモネラ 

【目的】 

・国産鶏卵が H19 年の汚染実態調査結果と同様に低い汚染レ

ベルに維持されていることを確認。 

【経緯】 

・市販鶏卵の卵殻と卵内容（卵黄、卵白など）を調べた結果、卵

殻の 0.2％（5/2,030）がサルモネラ陽性（うち 0.1％（2/2,030）が

SE1陽性）で、卵内容は全て陰性だった（H19 年）。 

・洗卵によって卵殻上のサルモネラ陽性率が下がることを確認

している（H26 年）。 

・また、生産段階では「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を策定

（H17 年）、「鶏卵の生産衛生管理ハンドブック」を策定（H24

年）し、普及。 

・全国規模の調査は H19 年以来実施していないことから、改め

て汚染実態を把握。 

・汚染率が上昇傾向にあるという結果を得た場合は、その原因

を検討。 

市販鶏卵 2,600 

ノロウイルス 

【目的】 

・国内主要生産海域のカキのノロウイルス汚染について、平常

時の水準（ベースライン）を把握。 

・海域毎の実態に適したノロウイルス低減対策を検討するため

の基礎情報とする。 

【経緯】 

・カキのノロウイルス陽性率は、生産地や調査年によって異なっ

ている（H25 年-H28 年）。 

・浄化処理 2は、カキ中の細菌数の低減に有効だがノロウイル

スの除去・低減の効果は期待できない（H26 年）こと、高圧処

理 3は、カキ中のノロウイルスの低減に有効（H28 年）であるこ

とが判明。 

・平常時の海域ごとの汚染実態調査を R 元年度から開始。 

カキ 612 

                                                 
1 サルモネラ・エンテリティディス（Salmonella Enteritidis）の略。鶏卵がサルモネラに汚染される経路として、on 

egg 感染と in egg 感染がある。on egg 感染とは、卵殻に 糞便がつき糞便中の菌が卵殻を通過して汚染すること

を指す。in egg 感染とは、菌が生殖器官を上行して卵内へ侵入し、産卵前から鶏卵を汚染すること指し、SE では

in egg 感染も起こることが確認されている。in egg 感染の場合、卵殻を洗浄しても菌を完全に除去することができ

ないので、衛生管理上の問題となっている。 
2 殺菌した海水中で、水揚げ後のカキを一定時間飼育すること。衛生対策のひとつとして多くの産地で用いられ

ている。 
3 殻付きカキに機械を用いて高圧をかける処理。殻剥きの自動化を目的として、いくつかの生産地で導入されて

いる。 
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危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

ノロウイルス 

【目的】 

・R 元年度に実施した水準調査で得られた検査結果が、科学的

に信頼性の高いものであるかを検証するため調査。 

【経緯】 

・カキのノロウイルス陽性率は、生産地や調査年によって異なっ

ている（H26 年-H28 年）。 

・浄化処理 1は、カキ中の細菌数の低減に有効。一方、ノロウイ

ルスの除去・低減の効果は期待できない（H26 年）こと、高圧

処理 2は、カキ中のノロウイルスの低減に有効（H28 年）である

ことが判明。 

・平常時の海域ごとの汚染実態調査を R 元年度から開始した

が、R 元年で得られた検体について、ウイルスの回収率や

PCR 検査における反応阻害の影響等をさらに検証する必要。 

・科学的に信頼性の低い検査結果が得られた試料があった場

合には、再検査を実施。 

カキ 510 

ノロウイルス 

【目的】 

・ノロウイルスの存在や濃度を知って養殖海域の衛生状態を判

断するための検査法として「高感度遺伝子検査法（改良法）3」

と「ISO 15216-1 法」の性能に関する情報を得る。 

【経緯】 

・ノロウイルスの汚染低減対策の効果検証に用いるための試験

法として、カキ中の感染性を有するノロウイルスだけを検出す

る「感染性推定遺伝子検査法 4」の性能を確認することを目的

として、複数の試験室による共同試験を実施（H29 年）。 

・国内で生産されるカキ中のノロウイルスについて、平常時の

水準を調査するための「高感度遺伝子検査法（改良法）」の性

能を確認するため、複数の試験室による共同試験を実施（R

元年）。 

・海外ではＩＳＯ法が実施されており、国内ではその方法の基礎

的情報が不足している状況。 

カキ 300 

                                                 
1 殺菌した海水中で、水揚げ後のカキを一定時間飼育すること。衛生対策のひとつとして多くの産地で用いられ

ている。 
2 殻付きカキに機械を用いて高圧をかける処理。殻剥きの自動化を目的として、いくつかの生産地で導入されて

いる。 
3 農林水産省がカキ中のノロウイルスの平常時の水準調査を行う目的で妥当性確認試験を実施し、性能評価を

行った方法である（公表準備中）。 
4 通知法とは異なり実際に感染力を持ったノロウイルスのみを検出する方法である。 
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危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査 

点数 

有害細菌 

【目的】 

・肉用鶏間のサルモネラの広がり等に関する情報をもとに、汚

染源・感染源への対策等を検討するため、分離された菌株の

血清型の性状を解析すると共に、各種検体から抽出された遺

伝子を網羅的に解析し、菌株間の関連性を把握。 

【経緯】 

・H28年度の肉用鶏農場調査で採取したサルモネラの菌株につ

いて、さらに血清型や遺伝子型を解析する必要。 

H28 年度調査で 

得られたサルモネラ

の菌株 

65 

 

 

その他の調査（事業者と連携して、汚染防止・低減対策の検討等のために行う調査） 

危害要因 
調査の趣旨 

（目的と経緯） 

具体的な 

調査対象品目 

予定 

調査点

数 

カンピロバクター 

サルモネラ 

【目的】 

・生産加工会社と連携し、肉用鶏農場の鶏群のカンピロバクタ

ー低減に有効な衛生対策について具体的な条件を確立。 

・H30 年度、H31 年度に引き続き、空舎時の管理、食中毒菌を

農場内・鶏舎内に侵入させないためのバイオセキュリティの強

化等の対策技術を検討。 

【経緯】 

・肉用鶏群のカンピロバクター陽性率は 3～5 割で推移。食鳥処

理場において、陽性鶏群から作られた鶏肉の汚染率（5～8

割）は、陰性鶏群から作られた鶏肉の汚染率（1 割）より高い。

鶏肉の汚染濃度も陽性鶏群では陰性鶏群より高い（H19 年-

H30 年）。 

・肉用鶏群のサルモネラ陽性率は 6～9 割で推移。食鳥処理場

において、陽性鶏群から作られた鶏肉の汚染率（5 割）は、陰

性鶏群から作られた鶏肉の汚染率（2 割）より高い（H19 年-

H30 年）。 

・鶏群のカンピロバクター及びサルモネラの陽性率を減らすこと

により、鶏肉の汚染率が下がり、食中毒事例の減少につなが

ると推定。 

・「鶏肉の生産衛生管理ハンドブック」を策定・普及（H23 年-） 

・アンケートの結果、9 割以上の農場が基本的な衛生管理を実

施していたが，鶏群のカンピロバクター及びサルモネラの陽性

率は減少していない。 

・したがってカンピロバクター、サルモネラの低減に有効な衛生

対策の技術や条件を検討・提示する必要。 

新鮮盲腸便 

盲腸内容物 

と体 

環境試料 

計 5,000 
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