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食品健康影響評価のためのリスクプロファイル

～鶏肉等におけるカンピロバクター・ジェジュニ/コリ～



今日お伝えしたいこと
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＜3つのポイント＞

 加熱用鶏肉の生食割合の低減

 フードチェーン全般にわたる、関係者間での

カンピロバクター食中毒対策への取組

 日本の定量的な汚染実態及びヒトの被害実態を把握



本日の内容
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１．鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli に関する

食品安全委員会のこれまでの取組

・食品健康影響評価（2009）

２．収集した新たな科学的知見を元に審議し、

とりまとめた2018年版リスクプロファイル内容

・現在、実施されている取組

・問題点の抽出

・海外情報

・今後の課題

・リスク評価後の考え得る状況「想定し得るリスク低減策」

・求められるリスク評価

・おわりに「食中毒の発生防止のために」

食品健康影響評価のためのリスクプロファイル

～鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli～



１．定量的リスク評価に向けた課題

• 用量反応関係及び発症率の把握 等

２．食中毒低減に向けた対策

• 各対策の実現に向けた早急な具体的対応

• 汚染していない鶏肉を区分して生産、処理及び流通させる
システムの開発

• 各リスク低減対策を組合せて実施する等、連携した取組等

食品健康影響評価（2009）
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１．鶏肉等における

Campylobacter jejuni/coli に関する

食品安全委員会のこれまでの取り組み
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２．収集した新たな科学的知見を元に審議し、

とりまとめた2018年版リスクプロファイル内容

・現在、実施されている取組

・問題点の抽出

・海外情報 ①カンピロバクター感染症の発生状況

②定量的な汚染実態の把握

③効果的なリスク低減対策

・今後の課題

・求められるリスク評価

・リスク評価後の考え得る状況

「想定し得るリスク低減策」

本日の主な情報提供
食品健康影響評価のためのリスクプロファイル

～鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli～



現在、実施されている取組
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①加熱用鶏肉の生食等によるリスクの認識の向上、知識の普及

②加熱用の旨の情報伝達の監視指導

③生産、食鳥処理、流通の各段階における

効果的な低減対策に関する調査研究

２．2018年版リスクプロファイル内容

カンピロバクター食
中毒は減少している
とは言えない。
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問題点の抽出
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１．定量的な汚染実態の把握が不十分

• フードチェーンに沿って、同一の検査法で

継続的に調査された結果（ベースラインデータ）がない 等

２．食中毒が減らない

①加熱用として流通・販売されるべき鶏肉が、

生食または加熱不十分な状態で喫食されている

②効果的に鶏肉の菌数を下げることが困難

（インセンティブがない）

２．2018年版リスクプロファイル内容



海外情報①：
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１．欧州連合（EU）

27加盟国（2012年）
・感染症患者数は214,268人

・致死率は0.03%

２．米国（2014年）
・感染症患者数は6,486人

・人口10万人当たりの発症者数は13.45人

・入院者数は1,080人（入院率は17%）

・死亡者数は11人（死亡率は0.2%）

３．英国（2009～2013年）
・感染症患者数の平均は71,261人

2018年版リスク
プロファイル内容

2016年では59,142人、比較すると12,119人減少

４．ニュージーランド

（2016年）
・人口10万人当たりの

感染症患者数は135 人

５．デンマーク（2016年）
・感染症患者数は4,677人

2007～2012年に、食品由来疾
患としてのカンピロバクター感
染症患者数は50%超減少

カンピロバクター感染症の発生状況

最も高頻度に報告される人獣共通感染症

食品由来疾患としてカンピロバ
クター感染症が最も多い。
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海外情報①：
2018年版リスク
プロファイル内容

３．英国の場合

カンピロバクター感染症の発生状況

出典 FSA: Latest figures reveal decline in cases of campylobacter Last updated: 14 March 2017

（年）

（患者数）

 患者数は、小売段階における鶏の丸と体の汚染菌数の多い鶏
（1,000cfu/g以上）の占める割合が減るにつれて減少



海外情報①：
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４．ニュージーランドの場合

2018年版リスク
プロファイル内容

2006 年～2008 年にかけて、
カンピロバクター属菌による
感染症の症例の割合は、
100,000 人あたり383.5 人から
100,000 人あたり156.8 人に劇的に減少

カンピロバクター感染症の発生状況

（患者数）

（年）



海外情報①：
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５．デンマークの場合

2018年版リスク
プロファイル内容

 食品由来疾患としてカンピロバクター感染症が最も多い。

 2009 年までは減少傾向にあったが、2010 年に増加し、
2012 年に一度下がったものの、2015 年にはまた増加している。
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Annual Report on Zoonoses in Denmark（2001～2015年）から引用、作成



海外情報②：定量的な汚染実態の把握
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１．定量的リスク評価（EFSA：欧州食品安全機関）

2018年版リスク
プロファイル内容

＜方法＞

• EFSA は鶏肉中のカンピロバクター属菌による食中毒（カンピロバクター症）を

評価するための定量的リスク評価モデルを構築

• EU ベースラインサーベイ（2008）のデータに基づき、微生物基準を設定すること
によるフードチェーンの各段階における健康リスク低減効果について推定

＜結果＞

• EU全体の平均では、市販鶏肉の全てのバッチにおいて、首皮または胸皮の

カンピロバクター属菌の菌数が

1,000 CFU/g または500 CFU/g という微生物基準を満たした場合、理論的には

ヒトの健康リスクを50％以下または90％以下に低減できることが示唆された。

• ただし、2008 年のサーベイによると、全バッチのうち15～45％の鶏肉ではこの基
準が満たされていなかった。

出典： Scientific Opinion on Campylobacter in broiler meat production: control options and performance objectives and / 
or targets at different stages of the food chain EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ） EFSA Journal 2011; 9(4):2105



２．基準値策定（European Commission, EC:欧州委員会）

2018/4/16

Process Hygiene Criterion「工程の衛生基準」(2018年1月1日~)

出典： EUROPEAN COMMISSION：COMMISSION 
REGULATION (EU)2017/1495 of 23 August 2017. 
Amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards 
Campylobacter in broiler carcases

Food/stage
食品群/基準適用段階

Sampling 
plan
サンプリング
プラン

Limits
基準

Analyticaｌ
reference 
method
分析参照法

Action in case of 
unsatisfactory results
結果が不適合であった場合の行動

冷却後の
ブロイラーと体
（首の皮）

※対象微生物は、
「Campylobacter spp. 」

N=50, 
C=20＊

※段階的に
2020年には
C=15
2025年には
C=10
と数値を下げて
設定

1000 
cfu/g

EN ISO 
10272-2

Improvements in slaughter hygiene, 
review of process controls, 
of animals' origin and 
of the biosecurity measures in the 
farms of origin’ 

・食鳥処理段階での衛生改善
・以下についての再考
工程管理、動物由来、
農場でのバイオセキュリティ

＊C：ロットの合格判定個数（サンプル中の不適合品の最大個数）

海外情報②：定量的な汚染実態の把握
2018年版リスク
プロファイル内容



海外情報②：定量的な汚染実態の把握
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2018年版リスク
プロファイル内容

３．汚染菌数の多い鶏の割合低減の事例（FSA：英国食品基準庁）

＜背景・目的＞

• EFSA が実施したEU ベースラインサーベイ(2008)によると、

英国のカンピロバクター汚染率がEU 平均よりも高かった

• 英国内で生産される鶏肉におけるカンピロバクターを低減させるため、

• 政府と産業界が合意し、目標を掲げた

＜2015 年までに成し遂げるべき目標＞

• 食鳥処理の最終段階（冷却後）において、

汚染菌数の多い鶏（1,000 CFU/g 以上） を減らす

目標値「2008 年：27％」→「2013 年：19％」→「2015 年：10％」

＜結果＞

• 英国の店頭で販売されている、小売段階における鶏の丸と体のうち、

• 汚染菌数の多い鶏（1,000 CFU/g 以上）の占める割合は

「2014年：20%」→「2015年：12%」→「2016年：7%」と減少

出典： THE JOINT GOVERNMENT AND INDUSTRY TARGET TO REDUCE CAMPYLOBACTER IN UK PRODUCED CHICKENS BY 
2015 FSA（2010）, Latest figures reveal decline in cases of campylobacter infection (FSA)



海外情報②：定量的な汚染実態の把握
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2018年版リスク
プロファイル内容

＜英国における産官の連携＞

• フードチェーンにおけるカンピロバクター対策について、産業界と政府関係者で情
報共有するため

2009年に、「Industry-Government Joint Working Group (JWG) 」を設立

• 経営決定権を持つDirectorレベルの各小売事業者の代表者が集まるグループ会合を
実施「The new look Acting on Campylobacter Together (ACT) Board」

• 2009年、 FSAと産業関係者は、食鳥処理段階の丸と体について、

1,000 cfu/gを超えるカンピロバクター属菌汚染鶏を10%未満とすることを目指す

基準を設定することについて合意

・大規模小売業者9社が英国産の生鮮鶏肉カンピロバクターの検査を独自に行い、

その結果を自社の消費者向けウェブサイトに発表（2017年～）

出典： THE JOINT GOVERNMENT AND INDUSTRY TARGET TO REDUCE CAMPYLOBACTER IN UK PRODUCED CHICKENS BY 
2015 FSA（2010）, Changes to the campylobacter retail survey. Last updated: 21 September 2017 (FSA)



海外情報③：効果的なリスク低減対策
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デンマーク「KIKシステム」
 食鳥処理場の担当者が農場を訪問しクロア
カサンプルを採取、検査機関へPCRを依頼

 検査結果は農家へフィードバック

2018年版リスク
プロファイル内容

（Jens Munk Ebbesen, 
DVM, Director Food-
& Veterinary Issues
：Danish Agriculture 
& Food Council
より改変）

・食鳥処理場を利用するすべての
ブロイラー農家は、KIKシステムに加入。

・内容としては、主に生産段階から消費までに
おける記録をつけ、データベースを蓄積。

・生産段階における農家の負担は大きいが、
KIKシステム導入によってサルモネラの
アウトブレイクが減少した実績あり。

～フードチェーンアプローチ～

KIK(Kamu İhale Kurumu)system＝ 品質保証及びトレーサビリティシステム
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１．定量的な汚染実態
の把握が不十分

＜求められるリスク評価＞

食品健康影響評価（2009）

１．定量的リスク
評価に向けた課題

問題点の抽出及び今後の課題（概要）

①加熱用として流通・販売されるべき鶏肉
が、生食または加熱不十分な状態で喫食さ
れている
・事業者及び消費者に加熱用鶏肉の生食等によ
る食中毒のリスクが十分に伝わっていない

・食中毒の発生防止のための鶏肉における推定
汚染菌数が把握できていない
・汚染していない鶏肉を区分して製造することに
ついて、インセンティブがない

②効果的に鶏肉の菌数を下げることが困難
（インセンティブがない）

（生産段階）
・鶏は感染しても症状を示さない。
・決定的なリスク管理措置が見つからない
・陰性鶏群を生産しても、経済的メリットがない

（食鳥処理、流通段階）
・ 迅速且つ簡易な検査法がなく、区分処理が困難
・汚染鶏・鶏肉により容易に交差汚染が起こる
・国産鶏肉は冷凍よりも冷蔵流通が主体

・菌の特性上コントロールする
のが難しい

・検査法が統一されていない
・フードチェーンに沿って、同
一の検査法で継続的に調査
された結果（ベースライン
データ）がない

・HACCP導入前後の汚染実態
の変化が把握されていない

①消費段階までに食中毒が発生しないと推定される菌数
を明らかにする
※生食は食中毒の危険性が高いことから基本的に避けるべきで

あり、その危険性について科学的に評価することが目的

②菌数の多い汚染鶏肉の流通割合を減らすための
「定量的なリスク評価」
（参考）EFSA：Scientific Opinion(2011)

１．定量的リスク評価

生産、食鳥処理、流通の各段階におけるリスク低減対策の
効果について定量的に推定する。

２．リスク低減対策の効果の推定

①モニタリング計画の策定及び実施

・迅速・簡便な検査法の開発
・精度管理された検査法の
統一的・画一的な実施

・フードチェーンの各段階
（農場→食鳥処理→流通）における
継続的なモニタリングの実施

②効果的なリスク管理措置の導入
及び実施

・新たなリスク管理技術の開発
・農場における衛生対策の実施及び導入
・食鳥処理場におけるHACCP導入前の

CCPの妥当性確認及びHACCP導入後
のCCPの効果検証の実施）

２．食中毒低減
に向けた対策

現在、実施されている取組

①加熱用鶏肉の生食等によ
るリスクの認識の向上、知
識の普及
②加熱用の旨の情報伝達の
監視指導
③生産、食鳥処理、流通の
各段階における効果的な低
減対策に関する調査研究

・各対策の実現に向けた早急な具体的対応
・汚染していない鶏肉を区分して生産、処理及び流通させる
システムの開発

・各リスク低減対策を組合せて実施する等、連携した取組 等

・汚染実態（率・菌数）の把握
・用量反応関係及び発症率の把握 等

＜今後の課題＞

２．食中毒が減らない

～リスク評価後の考え得る状況～

想定し得るリスク低減策

・生食の提供を行わないこと、
加熱の表示・提示の徹底

・定量的リスク評価を踏まえた、
流通段階における汚染低減目標の設定

・定量的リスク評価を踏まえた、
フードチェーンの各段階における
効果的なリスク管理措置の提示

＜問題点の抽出＞

２．2018年版リスクプロファイル内容



今後の課題
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１．モニタリング計画の策定及び実施

• フードチェーンの各段階（農場→食鳥処理→流通）
における継続的なモニタリングの実施 等

２．効果的なリスク管理措置の導入及び実施

• 新たなリスク管理技術の開発

2018年版リスクプロファイル内容



リスク評価後の考え得る状況
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想定し得るリスク低減策

• 生食の提供を行わないこと、加熱の表示・提示の徹底

• 定量的リスク評価を踏まえた、

流通段階における汚染低減目標の設定

• 定量的リスク評価を踏まえた、

フードチェーンの各段階における効果的な

リスク管理措置の提示

2018年版リスクプロファイル内容



求められるリスク評価
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１．定量的リスク評価

①消費段階までに食中毒が発生しないと推定される

菌数を明らかにする
※生食は食中毒の危険性が高いことから基本的に避けるべきであり、その危険性について

科学的に評価することが目的

②菌数の多い汚染鶏肉の流通割合を減らすための

「定量的なリスク評価」（参考）EFSA：Scientific Opinion(2011)

２．リスク低減対策の効果の推定

• 生産、食鳥処理、流通の各段階におけるリスク低減対策の効
果について定量的に推定する。

2018年版リスクプロファイル内容



おわりに 「食中毒の発生防止のために」
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2018年版リスク
プロファイル内容

関係者が共通の認識を持つため

まずは組織的・計画的に定量的かつ継続的に

日本の汚染実態及びヒトの被害実態を把握することが重要

• 定量的な汚染実態の把握を進めるため
に必要な基礎的な研究を行う

• リスクを広く伝えることにより、効果
的な措置や取組が実行されるよう、蓄
積されるデータを活用し、リスク評価
を実施する

食品安全委員会
関係者がこれらも活用し
て各自で定量的汚染実
態の把握を進めることで、

データが蓄積されていく
ことが必要



参 考
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１．食品健康影響評価のためのリスクプロファイル（2018）

～鶏肉等におけるCampylobacter jejuni/coli～

※現在作成途中ですが、食品安全委員会HPに掲載されています。

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20180326bv1

２．リスクプロファイル作成に活用した食品安全確保総合調査

平成28年度食品安全確保総合調査 報告書（2017年3月）

「カンピロバクター属菌及びノロウイルスのリスク評価の検討に関する調査」

http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20170040001

３．その他

・HP「カンピロバクターによる食中毒にご注意ください」(食中毒予防のポイント)

http://www.fsc.go.jp/sonota/e1_campylo_chudoku_20160205.html

・食品健康影響評価「鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリ（2009）
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20041216001

・ファクトシート「カンピロバクター（Campylobacter）」（2018）
http://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/factsheets_campylobacter.pdf

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20180326bv1
http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20170040001
http://www.fsc.go.jp/sonota/e1_campylo_chudoku_20160205.html
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20041216001
http://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/factsheets_campylobacter.pdf

