
  
  食中毒を減らすために農場でできること

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 伊藤,和夫

佐々木,貴正
石川,清康
山野,淳一
村上,真理子
春名,美香
小倉,亜希
山田,友紀子

発行元 養賢堂
巻/号 67巻1号
掲載ページ p. 133-136
発行年月 2013年1月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



133 

食中 毒 を滅 b す ため に農場でできる 、ーー と

一 農林水産省の食品安全への取組一

伊藤和夫*.佐々木貴正*. 

村上真 理子*.春名美香ネ.

農林水産省では，これまで、に行ってきた農場等に

おける食中毒菌の実態調査の結果などを基に，牛肉，

鶏肉及び鶏卵の生産農場への食中毒菌の侵入やまん

延を防止するための対策をハンドブックとしてま

とめました。農水省による食品安全の取組と併せて，

ご紹介いたします。

農林水産省の 食品安全への取組

‘フ ー ドチェーンアプロ ー チ"

わが国における BSEの発生を契機として，農林

水産省は平成 15年に消費・安全局を設置しました。

消費・安全局は，問題発生の未然防止を，科学的原則

に基づき，消費者の視点に立って実施するため，食品

安全行政にリスクアナリシスを導入し，生産段階か

ら消費段階を通じた食品安全管理(フードチェーン

アプローチ)を推進しています。農産物・食品の流通

が広域的となり，事故や事件が発生してから対処する

古典的な方法では，十分な対応ができない状況に

なっています。また，事故が起きてからの後始末より

未然防止を図ることが，経済的，効率的な面から

みても，優れていると世界的に考えられています。

昨年のユッケによる食中毒や今年の白菜浅漬け

による食中毒のような深刻な食中毒事案がひとたび

発生すれば，健康被害が出るばかりでなく，原因と

疑われる食品の消費が大きく減少することによって，

農家を含め農林水産物に関係する産業全体が経済

的に大きなダメージを受けることになります。

食中毒の問題は，生産者のみが対策を行えば解決

できるものではなく i生産段階から流通・加工段階，

消費段階J，言い換えれば 「農場から食卓まで」の

各段階において，必要に応じて食中毒のリスクを低

減する取組を行うことで，食品の安全性を高めてい

くことが重要です。安全な農林水産物を生産するこ

*農林水産省消費・安全局 (K配 uoIto， Y oshima回 Sasaki，Kiyoyasu 

Ishikawa， Junichi Yamano， Mariko M町ak田ni，MikaHar叩 a，AkiO駅周)

柿農林水産省技術総括審議官 (YukikoYamada) 

石川清康*. 

小倉亜希*. 

山野淳一本

山田友紀子**

とは，消費者にとって利益になるだけでなく，消費

者に安心して寅ってもらえる食品を生産すること

で生産者の利益にも繋がります。

腸管出血性大腸菌，カンピロパクター，サルモネ

ラ属菌などの食中毒菌は，牛や鶏に感染すると消化

管内で増えます。しかし，牛や鶏は下痢などの症状

を示すとは限らないので，外から見ただけでは感染

しているかどうかわからないことが多いのです。

皆様は，食品安全というと食品衛生法を所管する

厚生労働省の仕事と思われるかも知れません。厚生

労働省は流通食品の規制値の設定，検査・取り締まり，

輸入検疫などの住事を通じて，食品の安全確保に

努めています。

これに対し，農林水産省は，生産から加工流通，

消費に至る各段階で，食品の安全性を向上させるため

の取組，指針等をつくり，現場に普及させるという

厚生労働省とは違ったアプローチで，食品の安全性

の向上に取り組んで、います(図 1参照)。

畜産農家の方々は，日々，健康な動物を大事に育て

出荷するとし、う意識を持っておられるかと思います。

この意識に加えて，消費者の方々のために安全な

食べ物を生産・出荷するという意識もより高めて，

衛生管理のさらなる向上を目指していただきたい

と思います。

間度及び輸入食品の安全確保

〈ご フ ドチヱ ，‘ J 〉 1
| 生産段階 i |加工 流通段階 |

G量〉 8-0-⑥ 
島林水庫省

産国問
{国産農林水産物等の生産、流通及び消費の改善を通じた安全磁保)

(腹薬取締法等による圏内の生産 厚生労働省

資材の規制等) (圏内流通食品の監視)

輸入

説1!l1語
厚生労働省

品 庫業部局
(輸入検疫の実施)

図1
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有害微生物への対策は情報収集と

実態調査から

食品の安全性を向上させるためには，食品がどの

段階でどの程度食中毒菌に汚染されているかを

知った上で，適切な対策を行うことが重要です。

リスク管理の対象とする食中毒原因菌等(危害要因)

は，原因となる微生物が数多くある中，健康への悪影

響の程度， 健康への悪影響が及ぶ範囲，関係者の関心

等に基づいて優先度を決めています。農林水産省で、は，

平成19年4月にカンピロパクター，サルモネラ属菌，

腸管出血性大腸菌等を i食品の安全性に関するリス

ク管理を優先的に行うべき有害微生物Jに選定し，そ

れ以来，生産段階及び加工・流通段階の汚染状況デー

タの入手や侵入経路の解明に取り組んでいます。

平成 19~23 年度には，主に牛肉の腸管出血性大

腸菌 (0157及び026)，鶏肉のカンピロパクター及

びサルモネラ属菌並ひ、に鶏卵のサルモネラ属菌に

ついて情報を収集するとともに，データが不足して

いるものについては，自ら実態調査を計画・実施し，

データの入手・解析を行いました。また，調査結果

は学術雑誌に掲載したり，研修会で紹介したりする

など，第 3者による科学的信頼性の確認や外部への

情報発信にも努めてきました。

牛肉，鶏肉 ， 鶏卵の生産衛生管理

ハンドブックを作成・公表

生産段階での汚染率の低下をめざしてー

このような取組の一環として，これまでに得られ

た科学的知見を基に，腸管出血性大腸菌，サノレモネ

ラ属菌，カンピロパクターなどの食中毒菌の農場へ

の侵入やまん延を防ぐために効果が期待される対

策のポイン トを取りまとめました。平成 23年 8月

に 「牛肉の生産衛生管理ハンドブック」及び「鶏肉

の生産衛生管理ハンドブック」を作成・公表し，さ

らに昨年6月には「鶏卵の生産衛生管理ハンドブッ

ク」を作成・公表しました。

これらのハンド、ブ、ックは，生産者編と指導者編の2つ

で構成されています。生産者編は，生産現場における

飼養衛生管理のポイントを，写真の多用とともに，役

所言葉をできる限り使わず，分かりやすい表現でまと

めました。また，衛生対策のポイントをまとめた

チェツクシートを作成し，生産者の利便性も図りました。
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指導者編には，指導の際の科学的な根拠として使

える実態調査の結果や文献など、のパックデータも

併せて記載しています。私たちが実施した園内採卵

鶏農場のカンピロパクターやサルモネラ属菌保有

状況調査，肉用牛農家の腸管出血性大腸菌 (0157

及び 026)の保有状況調査の結果の他，市販鶏卵の

サルモネラ属菌保有状況調査の結果，犬や猫の存在

と 0157の検出との関係の調査結果，飲用水の消毒

の有無とカンピロパクター検出率などの調査結果

も掲載しています。

掲載されているデータのうち幾っかをご紹介し

ます(表 1~5) 。

表 1) 肉用牛農場における 0157 及び 026 の検出状況 (2007 年 11 月 ~2008 年 3 月)

調査対象 調査数
シガ毒素産生 0157 シガ毒素産生 026

陽性数 陽性率 陽性数 陽性率

肉用午農場 I 406農場 I 110農場 I 27.1% I 7農場 I 1.7% 

肉用牛 I 2436頭 I 218頭 I 8.9% I 10頭 I 0.4% 
(平成 19年度微生物リスク管理基礎調査事業「肉用牛農場における腸管出血性大腸菌保有状況調査」から抜粋)

出所:f牛肉の生産衛生管理ハンドブック」から¢抜粋

表 2) 犬や猫の存在と腸管出血性大腸菌 0157検出との関係(肉用牛農場)

犬や猫が牛舎内又は牛の行動範囲内に | 調査農場数 | 陽帳場数 | 陽性率

いる 154 52 33.8% 

いない I 252 I 58 I 23.0% 
(平成 19年度微生物リスク管理基礎調査事業，肉用牛農場における腸管出血性大腸菌保有状況調査，抜粋)
出所:f牛肉の生産衛生管理ハンドブ》ク」からの抜粋

表 3) 市販鶏卵のサルモネラ属菌(全ての血清型を対象)の保有状況 (10個人りパックとして， 2，030パック)

調査対象 調査パック数 陽性パック数 陽性率

卵内容物 I 2030 I 0 I 0.0% 

卵殻 I 2030 I 5 I 0.2% 
(平成19年度微生物リスク管理基礎調査事業，市販鶏卵におけるサルモネラ菌属保有状況調査)

出所:f鶏卵の生産衛生管理トンドブックjからの抜粋

表 4) カンピロバクターの農場保有率の季節変動(ブロイラー農場)

調査期間 農場数 陽性農場数 陽性率

平成21年 9月 ~10月 50 31 62.0% 

平成19年11月 ~12月 44 28 63.6% 

平成21年11月 ~12月 50 26 52.0% 

平成20年 1月~ 2月 80 26 32.5% 

平成22年 1月~ 2月 42 10 23.8% 

(平成 19，21年度微生物リスク管理基礎調査事業，ブ、ロイラー農場におけるカンヒ。ロパクタ一保有状況調査，抜粋)

出所:f鶏肉の生産衛生管勤、ンドフ、ツクjからの抜粋

表 5) 飲用水の消毒の有無とカンピロバクター検出率(ブ、ロイラー農場)

53 

61 

陽性農場数

11 

41 

率
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一
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(平成19年度微生物リスク管理基礎調査事業，ブ、ロイラー農場におけるカンピロパクタ一保有状況調査)

出所:f鶏肉の生産衛生管理ハンドブ、ツク」からの抜粋
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これまでの対策を見直す契機として

これらハンドブックを作成するに当たっては，生

者，管理獣医師，家畜保健衛生所等の関係者の皆様

に実際に利用していただけるようなものにするた

め，多くの方々との意見交換を重ね，ご意見を取り

入れました。

今回公表した「鶏卵の生産衛生管理ハンドブッ

ク」は，平成 17年に公表した「鶏卵のサルモネラ

総合対策指針」や平成 23年 10月に改正した「飼

養衛生管理基準」など既存の指針等の内容を含んで

います。

これらハンドブックで示した対策のほとんどは，

病気を防いだり，生産性を高めたりするため，先進的

な生産者をはじめとして多くの農場で既に行われて

いるものです。採卵鶏の飼育形態，農場の周辺環境

は多種多様であるため，すべての場合に適用できる

とは限りませんが，生産者や指導者の皆様が，畜産物

の安全性の向上のために，このハンドブックをそれ

ぞれの農場の状況に照らし合わせて，実施している

衛生管理の取組をもう一度確認したり，食中毒菌の

侵入及びまん延防止のための具体的な対策を検討

したりする際に，役立てていただけると幸いです。

私たちは，引き続き科学的知見等の情報を収集し，

新たな情報が得られたり，新たな基準ができたりし

た場合には，随時ハンドブックを更新していくこと

としています。

ハンドブックは農水省の

ホームページから入手!

今回ご紹介した牛肉及び鶏肉，鶏卵の生産衛生管

理ハンドブ、ック(生産者編と指導者編)は，農林水

産省のホームページから入手できます。生産者編に

ついては，近く冊子にして配布する予定です。

同ホームページには，これまで述べてきた汚染実

態調査の結果やその他リスク管理の取組を掲載し

ています。

その他，消費者向けには， I食中毒を防ぐための

様々な情報」や「サルモネラやカンピロパクターな

ど食中毒を起こす細菌・ウイルス・寄生虫図鑑J，

農場の管理獣医師や家畜保健衛生所の職員など指

導者向けには，それら食中毒菌の科学的データ等を

集めた「リスクプロファイルJなど様々な情報を掲

載していますので，是非ご活用ください。

0生産衛生管理ハンドブック

< http://www.maff.go.jp/j/ syouan/ seisaku/handbookノ

201108. html> 

0食品安全情報(基本情報， リスク管理の取組等)

< http://www.maff.go.jp/j/ syouan/index. html> 

O安全で健やかな食生活を送るために(消費者向け

情報)

<http://www. maff. go・jp/j/fs/index.html> 
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