
  
  ポジティブリスト制度導入と動物用医薬品におけるその対

応

  誌名 農林水産省動物医薬品検査所年報 = Annual report of the National Veterinary Assay
Laboratory

ISSN 03887421
著者名 遠藤,裕子
発行元 農林水産省動物医薬品検査所
巻/号 44号
掲載ページ p. 1-12
発行年月 2008年3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)



1 

〔動薬検フォーラム〕

ポジテイブリスト制度導入と動物用医薬品におけるその対応

遠藤裕子

(受付:平成19年10月5日、受理:平成20年2月12日)

[REGULATORY SCIENCE FORUMJ 

INTRODUCTION OF THE POSITIVE LIST SYSTEM AND THE PROVISION FOR 
THE SYSTEM IN VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS 

Yuuko S. ENDOH 

Nαtwηαl VeteηηαryAssαyLαboratorν" Ministry 01 Agriculture， Forestryαnd Fisheries， 1-15-1 

Tokur，α" Kokubunji， Tokyo 185-8511， J，αpαη 

(Received: 5th October 2007; Accepted:12仇 Februαry2008) 

On May 29，2006 the Ministry of Health， Labour and Welfare (MHLW) introduced the positive list system for agri-
chemicals， veterinary medicines and feed additives remaining in foods， which is based on the Law to Partially Revise 
the Food Sanitation Law (Law No.55， 2003). The Ministry of Agriculture， Forestry and Fisheries revised the 
Ministerial Ordinances (MAFF Ordinance No.42， 1980) on the standards for use of veterinary medicinal products 
and issued Notices， and took other measures to provide for the introduction of the system. Direction to marketing 
approval holders and users of veterinary medicinal products has been given by MAFF for promotion of proper use of 
those products from the time of introduction until now. 

This article reviews the positive list system， its progress， and MAFF's provision for the system from the viewpoint 
of risk assessment and risk management of veterinary medicine. 

厚生労働省は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)に基づき、食品中に残留する農薬、動物

用医薬品及び飼料添加物を規制するポジティブリスト制度を2006年 5月29日に導入 した。農林水産省はこのポジテイ ブ

リスト制度に対応するために動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和田年農林水産省令第42号)の改正及び諸通

知の発出等を行うとともに動物用医薬品の製造販売承認取得者や使用者に対して動物用医薬品の適正な使用を促すため

の指導を実施してきた。

本稿は、ポジテイブリスト制度の導入の経緯と概要及び本制度の導入に対する農林水産省の対応について動物用医薬

品のリスク評価及びリスク管理という視点から解説することを目的とする。

始めに

私たちが摂取する食品は安全なものであることが求め

られている。安全な畜産物とは、健康な動物から衛生的

に生産され、新鮮で食中毒の可能性がなく、有害な物質

を含まないものといったイメージであろう 。畜産におい

ては健康な家畜を生産するために、家畜の感染症の予防

のためのワクチン、疾病の治療のための抗生物質 ・胃腸

薬等、栄養補給のためのビタミン ・ミネラル類、畜舎の

衛生の向上のための消毒剤や殺虫剤などの動物用医薬品
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が使用されているが、これらを用いて生産された食品に

要求されるのは、「一生涯にわたってその食品を摂取 し

続けても健康に悪影響を及ぼさないほど安全であるこ

と」であろう 。動物用医薬品、農薬及び飼料添加物(以

下動物用医薬品等と略す。)の残留の観点から食品の安

全性を確保することを目 的としてポジティブリスト制度

が2006年 5月に導入された。本制度は、食品衛生法(昭

和22年12月24日法律第233号)に基づき、 一定量以上の

動物用医薬品等が残留する食品の販売等を禁止する制度
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であり、日本国内で生産される食品にも日本に輸入され

る食品にも等しく適用される。従来の制度では食品中の

残留基準 (MRL) がない動物用医薬品等が食品中に残留

しでも原則規制できなかった点を改善したことが本制度

導入の大きな意義であった。

しかしながら、本制度はその導入に際して十分な時間

的余裕がなかったことから、導入に伴って食品安全基本

法(平成15年5月23日法律第48号)に定められた食品健

康影響評価(リスク評価)を経ずに多くの暫定的なMRL

を定めたこと、残留濃度を確認するための試験法を定め

ていない物質があることなどについての改善がさらに必

要であるため、現在厚生労働省により暫定的なMRLの見

直し作業や残留分析のための試験法の検討等が進められ

ているところである。

本稿においては、ポジテイブリスト制度及びこれと関

連する動物用医薬品の規制に関して、食品中に残留する

動物用医薬品のリスク評価及びリスク管理という視点か

ら解説する。なお、食品の安全性に関する用語の簡単な

説明を補遺 lに、食品衛生法に基づく食品の安全性確保

のための制度の概要を補遺 2に、薬事法 (昭和35年8月

10日法律第145号)及び獣医師法(昭和24年 6月1日法

律第186号)に基づく動物用医薬品の安全性の確保のた

めの制度の概要を補遺 3に記載したので随時参照された

し、。

1 .動物用医薬品が残留する食品のリスク評価とリスク

管理

(1)危害要因及びリスクの定義

本稿における危害要因は食品中に残留する動物用医薬

品、リスクは食品中に動物用医薬品が存在する結果とし

て生じるヒトの健康への悪影響の可能性で、ある。

( 2 )リスク評価の手法

人に使用される場合も動物に使用される場合も、医薬

品にはその目的に合った適切な用量があり、微量の投与

では効果が現れず、大量の投与では副作用が生じる。一

般に医薬品等の投与 (摂取)量とその毒性との聞には、

用量一反応関係が見られる場合がほとんどであり、どの

くらい摂取したら人に有害な影響が出るのかは物質によ

って異なる。物質を経口的に摂取した場合の、人の健康

に対するリスク評価は、通常、その物質を実験的に動物

に投与し、様々な 毒性を調べて得られた無毒性量

(NOAEL)や無作用量 (NOEL)の中で最小の値を安全
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係数で除して、人に対する1日摂取許容量 (ADI)を算出

することにより行われる。したがって、遺伝毒性の発が

ん性があるなど閲値を設定できない毒性が認められる物

質には、 ADIを設定できない。また、このように動物に

対する毒性試験成績から導かれるADIを毒性学的ADIと

いうが、抗生物質など微生物に対して毒性を示す物質の

場合には、これとは別に、人の消化管内の細菌叢への影

響に関する微生物学的ADIを算出し、これと毒性学的

ADIとを比較しいずれか適切な値をADIとして設定する。

食品の安全性の評価に関する科学的手法、用語、日本

における個々の物質の評価事例等については、内閣府食

品安全委員会のホームページ (http・//www.fsc.go.jp)を

参照されたい。

( 3 )リスク管理の手法

動物用医薬品のMRLは、畜水産において適正な使用を

した場合の食品中の残留濃度に基づき設定されるが、そ

の過程でADI、人の食品摂取量及び食品中の動物用医薬

品の残留濃度の値を用いて、人が食品を摂取することに

よる動物用医薬品への暴露の評価が行われる。日本で実

施されている暴露評価には、様々な食品を人が摂取した

ときにそれらに含まれるその物質の合計を算出するため

に用いる残留濃度として、 MRLを用いて計算する理論最

大 1日摂取量 (TMDI) 方式と、残留試験から推定した

残留濃度をベースに調理・加工の影響なども考慮して算

出した残留濃度を用いて計算する、推定 1日摂取量

(EDI)方式の 2つの手法がある。最初にADIの一定の割

合(日本ではADIの8仰もが用いられる)とTMDIを比較し、

TMDIの方が大きかった場合にはさらにEDIと比較する。

EDIの方が大きかった場合には、休薬期間の延長等の動

物用医薬品の使用方法の見直しが必要となる。この暴露

評価において、その動物用医薬品と同じ物質が農薬又は

飼料添加物として使用されている場合には、それら全て

の使用による暴露を合計した評価がなされる。

人の食品摂取量としては、国民栄養調査 (現在の国民

健康・栄養調査の前身)の成績が用いられ、 畜水産にお

いて適正な使用をした場合の食品中の残留濃度を求める

ためには、残留試験成績が用いられる。動物用医薬品が

動物の組織や牛乳・鶏卵等に残留する濃度は、動物用医

薬品の投与量、動物種、投与経路及び投与後採材までの

期間によ って異なることから、残留試験は、動物用医薬

品を承認された使用方法で対象動物に投与し、経時的に

組織や牛乳・卵を採材し、それらに残留する動物用医薬
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品の濃度を測定し消失を調べることによって行われる。

ADIやMRL設定のための評価に用いられる毒性試験及

び残留試験は、日本で新動物用医薬品と七て製造販売承

認申請するための資料として要求されている。農林水産

省はその試験方法を「動物用医薬品のための毒性試験法

等ガイドラインJ(農林水産省、 2000) として示してお

り、「動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施

の基準に関する省令J(農林水産省、 1997) に準拠した

試験であることが要求される。このガイドラインのうち、

「ヒ ト食品中残留動物用医薬品の安全性を評価する試験J

は、 OECD(経済協力開発機構)の試験法ガイドライン

を準用しており、 VICH(動物用医薬品の承認審査資料の

調和に関する国際協力)により策定された国際的なガイ

ドラインで、ある。

日本におけるMRLの設定方法や設定事例については、

厚生労働省のホームページ (http://www.mhlw.go.jp) を

参照されたい。

( 4 )動物用医薬品が残留する食品の安全性に関する国

内の規制

我が国においては、動物用医薬品が残留する食品の人

に対する安全性を確保するために、内閣府食品安全委員

会がリスク評価を、厚生労働省及び農林水産省がリスク

管理を担当し、法律に基つeいて規制を行っている 0・

①内閣府食品安全委員会は、「食品安全基本法」に基

づいて、食用動物に使用する動物用医薬品の製造販

売承認及び再審査の際には、毒性試験成績等に基づ

きそれらを使用して生産された食品の人の健康に対

する影響を評価する(食品健康影響評価)。 また、

動物用医薬品の食品中のMRLの設定、改正の際にも

食品健康影響評価を行う 。いずれの場合も物質ごと

にADIを設定するが、資料が不足している場合や遺

伝毒性がある発がん性などの疑いがある物質につい

てはADIを設定することができない。

②厚生労働省は、「食品衛生法」に基づいて、動物用

医薬品を使用した動物 ・牛乳・鶏卵等の残留試験成

績からMRLを設定する。その過程で食品中の動物用

医薬品の残留試験成績、日本人の食品摂取量及び①

で設定されたADIを用いて動物用医薬品の暴露評価

を行い、 MRLの妥当性を確認する。また、設定され

たMRLの道守についての監視・指導を実施してい

る。

③農林水産省は、動物用医薬品については「薬事法」
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に基づいて動物用医薬品の製造販売承認及びその使

用基準の設定等を行い、更にこれら使用方法の道守

についての監視指導を実施している。

このように、日本で使用される動物用医薬品は薬事法

により規制され、新しい成分の動物用医薬品を囲内で製

造販売する前に厳密な審査を受け、予め承認を受ける必

要があるので、それらを適正に使用して囲内で生産され

た食品の安全性は確保されているが、海外での動物用医

薬品の使用については日本の薬事法が適用されないため、

生産段階での規制をすることはできない。 したがって、

輸入食品の安全性を確保するためには、食品衛生法に基

づく MRLによる規制が特に大きな意味を有している。

( 5 )動物用医薬品が残留する食品の安全性に関する国

際的な規制

コーデックス委員会 (CAC)は、消費者の健康の保護、

食品の公正な貿易の確保等を目的として、 1962年にFAO

(国際連合食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)に

より設置された国際的な政府問機関であり、国際食品規

格(コーデックス規格)の作成等を行っている(我が国

は1966年より参加)。

WTO (世界貿易機関)のSPS協定(衛生と植物防疫措

置に関する協定)において、 コーデックス規格が食品に

関する国際規格として認識されていることから、 WTO加

盟国においてコーデックス規格より厳しい水準の規格を

導入する際にはその措置に科学的に正当な理由があるこ

とを示さなくてはならないとされている。

コーデックス食品規格としての動物用医薬品のMRLの

設定は、 CACの手続きマニュアル (http://www.maff.

gO.jp/sogo_shokuryo/codex!pdf/manuaL16e.pdf) に定め

られている 「コーデックス委員会の枠組みの中で適用さ

れるリスク分析の作業原則J(FAOIWHO， 2003) に従っ

て作業が進められる。食品中に残留する動物用医薬品の

リスク評価はJECFA(FAOIWHO合同食品添加物専門家

会議)で行われ、その リスク評価に基づいてリスク管理

をCACが行っている。コーデックス規格と してのMRL案

はJECFAの作成した各物質に関するリスク評価書に基づ

いてCACのCCRVDF(食品残留動物用医薬品部会)で検

討された後、コーデックス総会で承認され、最終版とな

る。このJECFAの毒性学に関する報告書の適切な作成方

法のガイドライン (JECFA，1996)やMRLの勧告に関す

る手続き (JECFA， 2000) は公表されている。

CACの主な目的は消費者の健康の保護、公正な食品の
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貿易・取引の保証及び国際政府機関・非政府機関によっ

て行われるすべての食品規格業務の調整の促進である。

コーデックス規格設定プロセスの透明性を確保するため

に、動物用医薬品のADI及びMRLの最新の値と評価書を

FAOのホームページ (http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-

vetdrugs/search.htmI)等にて公開している。 また、

CCRVDFの議事録を含めCACの活動については、 CACの

ホームページ (http://www.codexalimentarius.netl

web/index_en.jsp )を参照されたい。 また、農林水産省

のホームページ (http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/

codexlindex.html) においても、 CACの活動について詳

しく紹介している。

2.ポジティブリスト制度

(1)ポジティブリスト制度導入の背景及び経緯

現在の食品衛生法は、 2003年 5月に公布された「食品

衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)J 

により大きく改正された。この改正は、 2001~2002年に

起きたBSE問題や偽装表示問題などにより、食品の安全

に対する国民の不安や不信が高まる中、食品の安全の確

保のための施策を充実させ、国民の健康の保護を図るた

めの対応のーっとして実施されたものであり、ポジテイ

ブリスト制度の導入(施行は2006年 5月29日)もこの改

正に含まれる。同時期に食品安全基本法の公布、内閣府

食品安全委員会の設立、食品の安全性の確保のための農

林水産省関係法律の整備に関する法律(平成15年 6月11

日法律第73号)の公布、農林水産省消費・安全局の設置、

厚生労働省の食品保健関係組織の改編などの施策が2003

年 5~7 月にかけて行われた。

ポジテイブリスト制度は、食品衛生法第11条第 3項に

基づき、 MRLが設定されていない動物用医薬品等が一定

量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度で

ある。個々の物質のMRLは食品衛生法第11条第 1項に基

づく「食品、添加物等の規格基準J(厚生労働省、 1959)

により定められている。本制度導入のために厚生労働省

は、 2005年11月29日に①一律基準に関する告示(厚生労

働省、 2005-1)、 ②制度の対象外物質に関する告示(厚

生労働省、 2005-2) 及び③MRL等の改正に関する告示

(厚生労働省、 2005-3) を発出した (図1)。

本制度は食品の規格に関する大きな制度上の改革であ

るため、これらの告示の内容については、厚生労働省に

よる薬事 ・食品衛生審議会及び内閣府食品安全委員会へ

遠藤裕子

図1ポジティブリスト制度に関する厚生労働省告示
(2005.l1.29公布、 2006.5.29施行)

①一働基準告示(2005年厚生労働省告示第497号)

ポジティブリスト制度の一律基準を0.01卯叩と規定

②対象外物質告示(2005年厚生労働省告示第498号)

ポジティブリスト制度の対象外物質(65物質)を指定

③加盟L司事告示(2005年厚生労働省告示第499号)

「食品、添加物等の規格基準(1959年厚生省告示第
370号)Jの食品一般の成分規格(一般規則)の一部改
正によるMRLの新規設定等

の諮問(厚生労働省、 2005-4) 及び 3次にわたるパブリ

ック コメントを経て十分検討された上で決定され、この

間にWTO通報及び厚生労働省と農林水産省による多数の

リスクコミュニケーションも実施された。ポジテイブリ

スト制度におけるMRLの設定に関して、厚生労働省が内

閣府食品安全委員会に提出した文書 とこれに対する内閣

府食品安全委員会の意見については、内閣府食品安全委

員会のホームページ上で公開されている (http://www.

fsc.go.jp)。

農林水産省は、 厚生労働省が動物用医薬品のMRL及び

動物用医薬品の残留分析法を設定するための資料とし

て、承認されている動物用医薬品の残留分析法に関する

資料を厚生労働省に提出するとともに、これらの動物用

医薬品を適正に使用することができる よう MRL設定に関

して厚生労働省に意見の提出を行った。

( 2 )ポジティブリスト制度の概要

図 2に示すように、ポジティブリスト制度の下では、

動物用医薬品等は、 ①MRLが設定されているもの、 ②制

|閤2ポジ旬以ト制度による動物用問等の分頬 I-
① MRLが股定されているもの

→各食品について定められた残留基準を超える濃
度で食品中に残留してはならない。

②対象外物賓として厚生労働省告示されたもの
→食品中に残留していても規制されない。

③ MRLが殴定されていないもの
( i )すべての食品にMRLが股定されていないもの
( ii )一郎の食品!こMRLが股定されていないもの
→MRLの設定されていない食品中lこO.Olppm
(一律基準)※を超える濃度で残留してはならない。

※紙生物質.脅威の銑圃性物質‘自鍍に宣晶に宮まれる鞠貨と伺ーの物質については、
O.Olpp固ではなく一般規則により鍵制される.(園3の餌1調車ぴ節8項を多聞)

Ann. Rep. Natl. Vet. Assay Lab.， No. 44， 1 -12 (2007) 
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度の対象外物質、 ③MRLが設定されていないもの、の三

つのカテゴリーに分類されている。①のMRLは成分名と

食品ごとに、例えば「ゲンタマイシン/牛の筋肉/

0.1ppmJのように示され、各食品について定められた

MRLを超える濃度で残留しではならないとされている。

①のMRLには、図 3に示すように、食品、添加物等の規

格基準の食品一般の成分規格(一般規則)の第 5項に規

定されるMRL(すべての食品で不検出)、第 6項に規定

されるMRL(本基準)及び第 7項に規定されるMRL(暫

定基準)の 3つのカテゴリーがあるo すべての食品で不

検出とされる物質は、遺伝毒性を有する発がん性物質で

あるなどの理由によりADIが設定できない物質等であり、

2007年9月21日現在で19物質ある。本基準は、ポジテイ

プリスト制度導入時に既に定められていたMRL及びその

後、食品健康影響評価を受けて設定されたMRLである。

暫定基準はポジテイブリスト制度導入時に食品健康影響

評価を受けずに設定されたMRLであるため、設定後5年

を目途に順次食品健康影響評価を受けて見直され、本基

準に変更されていく 。図2の②はポジティプリスト制度

の対象外となる物質であり、食品中に残留していても規

制されない。ポジティブリスト制度導入時に食品健康影

響評価を受けずに設定されたため、順次食品健康影響評

価を受けて見直されていく 。③のMRLが設定されていな

いものには(i )すべての食品にMRLが設定されていな

いものと、(ii )一部の食品にMRLが設定されていない

ものがあり、 MRLが設定されていない食品中には

0.01ppm (一律基準)を超えて残留しではならない。た

だし、図 3に示すように、 一般規則の第1項には rMRL

が設定されていない抗生物質及び合成の抗菌性物質は食

品中に含まれではならない」旨が、第 8項には rMRLが

|図3 食品一般の成分規格{一般蹴)(捌9.21現在)I 

1.全ての食品は銑生物質又I主化学合成晶である鵠薗性物質を含有してはなら
ない.ただし、食品遥加物、5-9の規格があるもの量びそれらを原料として製

造/加工されたものを験<.

2.組み複えDNA主主衝による生物由来食品に闘する鍵定

3 組み復えDNA枝衝による微生物由来食品に属する規定

4 特定保健用食品に聞する規定

5.食品中不積出とされる物質、その検体及び鼠厳法

6. MRL(本基皐)、その検体及び鼠験法

7. MRL(暫定革皐)、その積体及び鼠麟法

8.5-7の鰻格がな〈、対象外鞠賓でな〈かつ食品に自係に含まれる鞠賓と同一

の動物用医.品等は、その食品に遍常含まれる量を超えてはならない.

9.加工食品等のMRL

10.加工食品の原材科が6-9の甥格に適合していれば、その加工食品I主食品

規格に適合する.

11.加工食品の原材料に5-9の規格がない場合には一律事s・!こ適合していれ
ぱ、その加工食品は食品鰻格に適合する.

動薬検年報第44号 1-12(2007) 

設定されておらず対象外物質でなくかっ食品に自然に含

まれる物質と同一物質の動物用医薬品等はその食品に通

常含まれる量を超えてはならない」旨が規定されている

ことから、これらの成分については一律基準が適用され

ない。また、ほとんどの加工食品にはMRLが設定されて

いないが、 一般規則10及び11の規定によりMRLが設定さ

れていない加工食品は、原材料が食品規格に適合してい

れば、その食品も食品規格に適合しているとされる。

( 3 )ポジティブリスト制度導入時のMRL等の設定方法

とその後のMRLの見直し

①MRLの設定

ポジテイプリスト制度の導入前まではMRLが定められ

ていたのは250の農薬、 33の動物用医薬品又は飼料添加

物であったが、本制度の導入時に新たに多数の動物用医

薬品等についてMRLが設定され、制度導入時点では、不

検問とされた15物質を含めて合計799の動物用医薬品等

にMRLが設定された。制度導入後も農薬の登録、動物用

医薬品の承認、飼料添加物の指定がなされるごとに、新

たなMRLが設定されている。また、制度の導入に伴って

新たに設定された暫定基準は、食品健康影響評価を受け、

その結果を反映させ順次本基準とされてきている。

1の (3) に述べたように、 MRLは毒性試験成績、残

留試験成績等に基づいてリスク評価を行って設定すべき

ものであるが、制度の導入に当たっては、試験成績を収

集し評価するための時聞がなかったため、厚生労働省は

図4に示す設定方法を基本としてMRLを設定した。コー

デックス規格のある動物用医薬品についてはコーデック

ス規格を、コーデックス規格がなく国内で承認されてい

る動物用医薬品については国内の承認申請等に用いた残

留試験の際の分析法の定量限界又は検出限界を参照して

図4 ポジティブリスト制度導入時の動
物用医薬品MRLの基本的設定方法

コーデックス蝿絡 園内の.. 外園轟.. MRLR宣において..した轟.

あり あり あり/なし コーデ!ノタス規繕 (園内の当厳動物用医車

品の承匝 使用実飽をa防護する必要がある

渇合は園内轟皐・・)

あり 伝し あり/なし コ デックス蝿繍

なし あり あり 園内轟.c輸入食品の生産.量や当臨勘

物用臣賞品の使用実瞳をa省察する必要があ

る宿舎は外国‘.)

怠し あり なし 園向基.

なし なし あり 外国a‘皐(平崎値)

なし なし なし -~・..CMRLIII~1さず)

.'"圃‘カナダ~ EU~ オーストラリア叉I~ニュージーランドのM札

..1‘・2去による承E・に用いた残.分続去の定量・界又はa・幽限界
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MRLを設定した。また、コーデックス規格がなく国内で

承認されていない動物用医薬品のうち、米国等、参照で

きるMRLを有しており、かつデータの提供を申し出た 5

つの国・地域においてMRLが設定されている場合には、

それらを参照してMRLを設定し、いずれの国・地域にお

いてもMRLが設定されていない場合には一律基準を採用

した。また、国内承認がある動物用医薬品について、残

留分析法の定量限界又は検出限界の値をMRLとして採用

した理由として、ポジテイブリスト制度導入以前はMRL

が設定されていない抗生物質などの動物用医薬品につい

てはそれらが対象動物の組織や畜産物中に検出されない

ような休薬期間や使用禁止期間を設定してきたことが挙

げられている。

厚生労働省は、ポジテイプリス ト制度の導入時に、本

制度により不検出とされたすべての物質及びMRLが設定

された多くの物質について高感度の分析法を示し、:その

後も順次分析法の追加がなされている。畜水産物中の動

物用医薬品については、個々の物質の分析法の他に「高

速液体ク ロマトグラフ ィー (HPLC) による動物用医薬

品等の一斉分析法 I~ III (畜水産物)Jが示されており、

1検体から同時に多数の残留情報が得られる。分析法の

詳細については厚生労働省のホームページ (http://www.

mhlw.go.jp/topicslbukyoku!iyakulsyoku剖 lzenlzanryu2/

index.htmI)を参照されたい。現段階ではまだMRLが設

定されているすべての物質について分析法が示されてい

るわけではないが、今後も順次追加されていく予定であ

る。

②一律基準の設定

ポジティブリスト制度において、 MRLが設定されない

物質について、 「残留しではならないJ(いわゆるゼロ残

留)としなかったことについて、厚生労働省のポジティ

ブリスト制度に関するQ&Aにおいては、「人の健康を損

なうことのない微量の動物用医薬品等が食品から検出さ

れたことをも って食品衛生法違反食品とすること等不必

要に食品の流通が妨げられることを防止するためであ

る」と説明されている。また、 一律基準としてO.Olppm

を設定した根拠については、厚生労働省医薬食品局食品

安全部長通知(厚生労働省2005-5)の中で、IJECFAによ

る香料の評価や米国食品医薬品庁 (FDA) において、容

器からの溶出等の間接添加物の評価に際して用いられる

「許容される暴露量」 ゃ、囲内又はFAO/WHO残留農薬

専門家会議 (JMPR) もしくはJECFAでこれまでに評価

遠藤裕子

された農薬及び動物用医薬品のADI等を考慮して、個々

の動物用医薬品等の摂取の許容量の目安として1.5μ

g/dayを用いることが妥当であると考えられる。日本の国

民の食品摂取量を踏まえ、 一律基準に よって規制される

動物用医薬品等の摂取量が当該目安を超えることがない

よう、 一律基準としてO.Olppmを定めることとしたJと

説明されている。一律基準についても、今後食品健康影

響評価を受けて見直しがなされる予定である。

③対象外物質の設定

対象外物質の選定理由については、国内やJECFA、

JMPRによる評価や日本の農薬取締法に基づく取扱い等

を参考に、 ①残留の状態や程度からみて、農畜水産物に

ある程度残留したとしても人の健康を損なうおそれのな

いもの、 ②特定農薬及び当時登録保留基準が設定されて

いなかった農薬のうち当該農薬を使用し生産された農産

物を摂取しても直ちに人の健康を損なうおそれのないも

の、 ③海外においてMRLを設定する必要がないとされて

いる動物用医薬品等のうち使用方法に特に制限を設けて

いないもの、の 3つの考え方に基づき定めることにした

と説明されている (厚生労働省2005-5)。対象外物質につ

いても今後食品健康影響評価を受けて見直しがなされる

予定である。

④日本のポジティブリスト制度の特徴と問題点

日本のポジテイブリスト制度がCACや諸外国の食品残

留動物用医薬品のリスク管理制度と大きく異なる点とし

ては、 ①すべての食用部分を残留規制の対象としている

こと、 ②MRLを設定する必要がない、又はMRLによる規

制を行っていない物質数が少ないこと、の2点が挙げら

れる。厚生労働省はMRL(暫定基準)について制度導入

後5年を目途として見直すとしているが、 MRLの見直し

のためには多くの毒性試験成績と残留試験成績が必要で

ある。特に古くから使用されている動物用医薬品につい

ては毒性試験成績が少ないこと、すべての食用部分を分

析対象とした残留試験は通常実施されないことから、デ

ータの不足が予想される。また、非常に多くの物質を評

価するための作業量が膨大であることから見直しの完結

のためには時間を要することが予想される。現在の新動

物用医薬品の承認時のADI'MRLの設定と比較すると、

古い動物用医薬品については評価データが足りないとし

ても、そのことを理由にMRLを削除し、動物用医薬品の

使用を困難にするのではなく、 CACや諸外国におけるリ

スク評価、リスク管理の手法及び評価資料を参考に、内

Ann. Rep. NatJ. Vet. Assay Lab.， No. 44， 1 -12 (200η 



ポジテイブリスト制度導入と動物用医薬品におけるその対応 7 

閤府食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省が専門

家の意見を聴いてそれぞれの立場で知恵を絞り工夫を重

ねることにより、動物用医薬品の安全かつ有効な使用を

可能とすることが必要であると考えられる。

⑤ポジティブリスト制度導入後の食品中の残留動物用医

薬品等友び厚生労働省の対応

ポジテイブリスト制度の導入の目的は、従来の制度で

は規制されなかった、 MRLが設定されていない動物用医

薬品等を含む食品の流通等を規制することにあった。実

際この制度の導入後に実施された輸入食品の検査に よ

り、 MRLを超える農薬などが検出され、食品衛生法に基

ヅく処分を受けている。本制度の導入を機に、 一部の農

畜水産食品の輸入量が減少したという報道がなされたの

も記憶に新しいところである。輸入食品の監視及び違反

例等については厚生労働省の「輸入食品監視業務ホーム

ページJ(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-

l.htmI)において見ることができる。また、厚生労働省

の担当者等により、ポジティブリスト制度導入後の輸入

食品の監視 ・検査体制(加地2007)、農薬の監視状況

(平原2007)、動物用医薬品の監視状況(宮田2007)、ポ

ジテイブリスト制度導入後のMRL(暫定基準)の見直し

等の対応と海外の動き(米谷2007) について報告・解説

されている。

一方、国産の食品についても輸入食品と同じ規制がか

けられているが、ポジティブリスト制度導入と関連した

食品衛生法違反事例は輸入食品と比較すると非常に少な

い。また、食品衛生法に基づく残留農薬等の検査は、輸

入時には厚生労働省が担当しているが、圏内流通食品に

ついては都道府県等が担当しており、都道府県により検

査内容に違いがあるようである。

ポジテイブリスト制度の導入に際して食品製造販売関

係者の間で大きく話題になったものに、「残留検査の必

要性」がある。厚生労働省は、ポジテイブリスト制度に

ついてのパンフレットの中で、「ポジティブリスト制度

は、食品中の農薬等の検査や検査結果の提出を義務付け

るものではありません。食品に残留する農薬等について

は、農畜水産物の生産段階において適正な使用や管理を

行うことが重要で、あり、食品等事業者の方々においては、

これまでと同様、使用する原材料の生産段階における農

薬等に関する情報の収集に努め、適切に管理されたもの

を使用することが重要です。」と述べている。食品の検

査は食品製造販売業者に対する義務ではないが、 MRLと
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ともに多くの分析法が厚生労働省によって公表されてお

り、多数の動物用医薬品等の一斉分析を受注可能な民間

の検査機関もあるので、もし実際に検査を実施するなら

ば、食品の履歴を調査し、実際に使用した動物用医薬品

等を対象物質と して、 残留しやすい部位を検体と し、動

物の飼育条件を変えた場合などに確認のために検査を実

施することにより、意味のある検査結果を得ることがで

きると考えられる。

3.ポジティブリスト制度に対応する動物用医薬品のリ

スク管理

(1)農林水産省によるリスク管理の概要

補遺 3に示す動物用医薬品の安全性の確保の中で、畜

水産物中に残留する動物用医薬品の、人に対するリスク

管理として特に重要なものは、 ①動物用医薬品の製造販

売承認時に毒性及び残留性の評価を受けてADI、MRL及

び適切な使用方法(用法・用量、使用禁止期間等)が設

定されること、 ②動物用医薬品の製造時及び流通段階に

おける品質が確保されていること、 ③動物用医薬品の適

正な使用のための様々な制度に基づいて国及び都道府県

による監視がなされていること、が挙げられる。

たとえ将来、ポジテイブリスト制度の下ですべての動

物用医薬品について科学的評価に基づき適切なMRLが設

定され、残留分析法が示される日が来たとしても、すべ

てのロットの食品中のすべての動物用医薬品について分

析をすることは、コストや作業伐内容からして不可能で

ある。食品の安全性を担保するのは、 ①動物用医薬品が

適正に使用された場合には、その使用による残留動物用

医薬品が人にして危害を及ぼさないことを予め評価した

上で使用すること、及び②農場において適正な方法で動

物用医薬品を使用すること、の 2点が主であって、食品

の分析は、その適正な使用を確認するための補助的手段

に過ぎないと考えられる。

( 2 )ポジティブ リス卜制度導入に際して行われた農林

水産省のリスク管理

農林水産省は、ポジティブリスト制度導入に際して、

①MRL (暫定基準)設定に用いる残留分析法資料の厚生

労働省への提出、 ②MRL(暫定基準)の設定に関する意

見の厚生労働省への提出、 ③従来の使用方法により生産

された畜水産物が設定予定のMRL(暫定基準)を超えな

いかどうかの確認、 ④ポジティブリスト制度導入に対応

した使用基準及び休薬期間の設定、 ⑤動物用医薬品製造
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販売業者に対して使用基準改正及び休薬期間の変更を反

映させて表示することを徹底、 ⑥動物用医薬品の使用

者・製造販売業者等関係者に対してポジテイブリス ト制

度及び使用基準改正等の周知及び適正使用をする ことを

徹底、の 6種類の作業を実施した。

現在新しい動物用医薬品を製造販売承認する場合に

は、動物に対する有効性 ・安全性のみならず、動物用医

薬品を使用 した動物由来の食品を摂取する人に対する安

全性についても十分審査し、適切な使用方法及びMRLを

設定した上で使用が開始される。 しかし、ポジテイブリ

スト制度導入時には、多くの動物用医薬品のMRLを同時

に設定する必要があったため、 MRLについて内閣府食品

安全委員会に よるリスク評価を行う時聞がなく、 ADIも

設定できなかった。MRLを設定しないと一律基準に より

規制されることになり、既承認の多数の動物用医薬品の

使用に支障を来すことが予想されたことから、厚生労働

省は、図 4の国内承認があるがコーデックス規格のない

動物用医薬品については、 承認審査時の残留試験成績に

基づく値(定量限界又は検出限界)を暫定基準として設

定した(この設定のための農林水産省の作業は①及び

②)。その一方で、農林水産省は、承認された用法 ・用

量により使用した場合に新たに設定する予定のMRL(暫

定基準)を超える濃度で残留することがないか残留試験

成績を確認し、確認できない場合には新たな試験を実施

した(作業③)。 作業③のフローチャー トを図 5に示す。

既承認のすべての動物用医薬品についての残留試験成績

が十分であれば、 ③の作業の後段の新しい試験は不要な

はずで、あったが、特に古くから使用されている動物用医

薬品については、分析対象と した動物や組織の種類が少

ないこと、同一成分でも製品に よって分析法が異なるこ

国5 残留基準(暫定基準)が霞定された

動物用医薬品についての作業

-使ma.の新規仮定
(従来の体議期間と閉じ)

適合 |・従来の使ma.の緩持

遠藤裕子

となどの不十分なデータのものがあったため、残留性の

確認のためにこの作業が必要であった。また、改正前の

食品衛生法では食品中に残留 しでも規制されていなかっ

た動物用医薬品であって、古くから人用医薬品として使

用されている生薬な どの動物用医薬品の中には、適切な

残留分析法がないなどの理由で残留試験を実施すること

ができず、 MRL(暫定基準)を設定できなかったものも

ある。このような場合には、毒性や体内からの消失を考

慮し、専門家の意見を聴いて休薬期間を検討した。農林

水産省はこれらの作業の結果を踏まえて、ポジテイブリ

スト制度の導入と同時に図 6に示す④の作業を行った。

さらに、動物用医薬品製造販売業者に改正 ・変更部分

の表示の徹底を指導する(作業⑤) とともに、図 7に示

す注意事項を動物用医薬品の使用者に徹底させるため

に、 ⑥の作業を行った。この普及活動は、動物用医薬品

と一緒に飼料添加物についても実施した。なお、飼料添

加物についてもポジテイブリスト制度が適用されるが、

飼料添加物は継続的に投与されることから、元々畜産物

図6 ポジティブリスト制度導入時の
動物用医薬品のリスク管理

1.使用基準の改正
①新しい医薬品の追加
②承認及び流通のない医薬品の削除
③使用禁止期間の変更
(塵林水産省令第32号)

(平成18年4月10日公布、5月29日施行)

2.休薬期間の変更
①新規設定
②休薬期間の変更
(畜水産安全管理想長事務連絡、平成18年4月28日付け)
(平成18年5月29日変更)

図7 動物用医薬品等の食品衛生法違反を紡ぐために
(獣医師・畜産関係者の注怠)

1.農場での家畜の適切な飼育管理
・投与薬剤の役与群への表示
-薬剤使用包録の作成と保管

2.動物用医薬品・飼料添加物の適正な使用
・最新の用法・用量・休業期間の確包と遵守
-やむを得ず獣医師が承包の用法外の方法で使用する
場合には、十分な出荷制限期間を指示すること

3.農場と食品製造・加工業者との信頼関係の構築
-動物用医禁品等の適正使用の確偲
-適切に使用されていれば分析は必須ではない

Ann. Rep. Natl. Vet. Assay Lab.， No. 44， 1 -12 (200η 
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に残留しない使用方法が義務付けられていたため、使用

方法の変更はなかった。ポジテイブリスト制度導入時に

行われた、農林水産省に よる飼料及び飼料添加物に関す

る対応については、(独)農林水産消費安全技術センタ

ーのホームページ (http://www.famic.go.jp/ffis/feed

/sub8.html) を参照されたい。

( 3 )ポジティブリスト制度導入後の農林水産省のリス

ク管理

①MRL (暫定基準)等の見直しと関連するリスク管理

ポジティブリス ト制度導入時の農林水産省のリスク管

理は、厚生労働省によるMRL、一律基準、対象外物質の

設定と同様に、リスク評価を行う時間がないために実施

された暫定的なものであった。制度導入後、農林水産省

は、厚生労働省によるMRL(暫定基準)の見直しのため

のリスク評価資料として、毒性試験成績、残留試験成績

等の資料を提出している。これらの資料のほとんどが承

認保有者の所有する承認申請時の資料や再評価時の資料

であるが、評価に基づき設定されるMRL(本基準)が

MRL (暫定基準)より低くなることが予測される場合な

どでは、農林水産省動物医薬品検査所において、あるい

は農林水産省の委託事業により新たな試験を実施して資

料を作成している。MRL(暫定基準)が修正されて より

低いMRL(本基準)が設定される場合には、農林水産省

により、これに対応した使用方法の変更等のリスク管理

措置が行われることになる。

②動物用医薬品の適正な使用の促進

農林水産省は、直接又は都道府県の農林水産部局を通

じて、ポジティブリスト制度の導入後も引き続き動物用

医薬品製造業者、販売業者等に対 し、ポジテイブリスト

制度に対する理解を深め、動物用医薬品の適正な使用を

するよう指導している。

また、動物用医薬品使用者等に対する普及を目的とし

て、(社)日本動物用医薬品協会に より 平成18年度-19

年度の2年間かけて日本中央競馬会特別振興事業が実施

されている。その内容は、獣医師・動物用医薬品販売業

者 ・農家向けのポジテイブリス ト制度普及用資料の作

成、使用禁止期間及び休薬期間を検索可能なデータベー

スの構築及び公開、獣医師又は動物用医薬品販売業者向

け講習会の開催等である。構築されたデータベースは、

現在(社)日本動物医薬品協会のホームページで「社団

法人日本動物用医薬品協会 ポジテイプリスト検索シス

テムJ(http://219.94.133.246/positivelist_source/)として

動薬検年報第44号 1-12 (2007) 

インターネット上で公開されている。

③ポジティブリス卜制度導入による影響の調査

リスク管理措置を講じた後には、そのリスク管理措置

が適切であったかどうかの検証が必要である。農林水産

省は、平成18年 9月から10月にかけて、都道府県の家畜

衛生担当者を通じて、畜産物に残留する動物用医薬品に

ポジティブリスト制度が導入されたことによって生産段

階で生じている影響について調査した。その結果、 ①使

用禁止期間又は休薬期間が延長された動物用医薬品を使

用しにくくなった、 ②獣医師本人や獣医師の指示による

動物用医薬品として承認されていない医薬品の使用や承

認されていない用法による使用が困難になった、 ③一部

の農場では動物用医薬品の使用に対する不安があるため

に、必要な投薬すら避ける又は必要以上の休薬をしてい

る、 ④一部の取引先・消費者からの「自主検査J. r安
全証明Jの要求がある等の影響が出ていることが報告さ

れた。

この調査結果に対して、農林水産省は、食品衛生法違

反を防ぐとともに疾病の治療に支障を来たさないために

は、 ①については、出荷間近の動物には同じ効能を有す

る動物用医薬品の中で休薬期聞が短いものを使用するこ

と、 ②及び③については動物用医薬品の食品中の残留に

関する規制の内容を理解した上で治療のために必要な動

物用医薬品を適正に使用すること、 ④については農場が

動物用医薬品の使用記録等を基に食品製造・加工・販売

業者に対して食品の安全性を説明し理解してもらうこと

等が対策として考えられることを示した。

また、農林水産省は、この調査結果を参考にして、ポ

ジティブリス ト制度導入時に休薬期間を非常に延長した

ことにより使用が困難になった動物用医薬品等について

は、獣医療上の重要性を勘案し、 MRL(暫定基準)の見

直しのための資料の作成等を含む対策を検討している。

今後も動物用医薬品を畜水産において適切に使用するこ

とができるようなMRLの設定に向けた努力をしていく必

要があると考えられる。

4.食品の安全性に関するリスク評価及びリスク管理の

今後

ポジテイブリスト制度が施行されて 1年半が過ぎた現

在においても、 MRLの大多数は制度導入時に暫定的に設

定されたものである。これらのMRL(暫定基準)につい

ては、順次内閣府食品安全委員会が各物質の食品健康影
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響評価を行ってADIを設定し、そり結果を受けて厚生労

働省が必要な場合にはMRL(暫定基準)を変更してMRL

(本基準)を設定し、それ以外の場合にはMRL(暫定基

準)の値をそのままMRL(本基準)として設定し、さら

にMRL(暫定基準)が修正されてより低いMRL(本基準)

が設定される場合には、農林水産省が必要に応じて動物

用医薬品の使用方法を変更することを予定している。ま

た、 厚生労働省は、今後MRLが設定されている物質につ

いての食品中の分析法を順次整備するとともに、 一律基

準の値や対象外物質についても内閣府食品安全委員会の

食品健康影響評価を受けて見直していく予定である。一

方で新たに製造販売承認される動物用医薬品について

は、 事前に内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価が

なされ、その承認と同時にMRL(本基準)が設定されて

いる。

ポジテイブリスト制度は、基準値等についてはまだそ

の多くが暫定的な状態ではあるが、本制度が施行された

ことにより、食品の安全性確保のために必要な規制を行

う法的な整備がなされた。食品分析のための設備や試験

法も普及し、食品中の多くの物質についての監視が行わ

れている。今後は、リスク評価機関(内閣府食品安全委

員会)及びリスク 管理機関(厚生労働省・ 農林水産省)

が協力し、本制度を急いで導入したことにより発生した

好ましくない影響を調査し、それらを解決するための努

力をするとともに、コーデックス規格の作成にも積極的

に参加し、制度導入の目的であった安全な食品の供給を

果た していくことが必要であると考える。
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補 遺 用 語 の 定 義

安全係数 (SafetyFactor) ある物質について、人への1日摂

取許容量 (ADI) を設定する際に、通例、動物における無毒

性量 (NOAEL)に対してさらに安全性を考慮するために用い

る係数。通常、動物試験のデータを用いて人への毒性を推定

する場合、 動物と人との種差として 110倍」を、さらに人と

人との問の個体差として 110倍Jの安全率を見込み、それら

をかけ合わせた 1100倍」を安全係数として用いる。

閥値 (ThresholdDose) ある系に注目する反応を起こさせる

とき、必要な作用の大きさ、強度の最小量をいう 。例えば、

有害な化学物質が、ある一定以上体内に加えられた場合にの

み毒性を示す時、その値を (毒性発現の)関値という。

1日摂取許容量 (AcceptableDaily Intake; ADI) 人がある物質

の一定量を一生涯にわたって摂取し続けても、現時点でのあ

らゆる知見からみて、認めるべき健康への悪影響がないと推

定される 1日当たりの摂取量。通常、体重1kg当たりの物質

量で示される (例:mg/kg/day)。例えば、農薬、添加物、動

物用医薬品では、リスク 評価の結果定められる1日摂取許容

量に基づいて、リスク管理機関においてその水準を超えない

ように食品ごとの残留基準、使用基準などが定められる。

Ann. Rep. Natl. Vet. Assay Lab.， No. 44， 1 -12 (2007) 
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遺伝毒性 (Genotoxicity) 直接又は間接的に遺伝子又はDNA

に変化を与え、細胞又は個体に悪影響をもたらす性質

危害要因 (Hazard) 健康に悪影響をもたらす原因となる可能性

のある食品中の物質又は食品の状態。生物学的要因(食中毒菌、

ウイルス、寄生虫など)、化学的要因(農薬、添加物、動物用

医薬品など)、 物理的な要因(異物、放射線など)がある。

推定 1日摂取量 (EstirnateDaily Intake; EDI) 暴露評価方式

の1つ。実際の食品への残留を調べた試験成績に基づく残留

量を基本に、非可食部の除去による影響、 加工調理による残

留への影響等を考慮し、より精密に当該動物用医薬品等の暴

露量を試算する方式。

定量限界 (QuantitationLirnit) その分析方法で適切な正確さ

と精度を持って定量できる分析対象物の最少濃度。

毒性 (Toxicity) 化学物質などが持つ、生体に有害な影響を

与える性質。

発がん性 (Carcinogenicity)生体に悪性腫蕩を誘発させる能力

無毒性量 (NoObserved Adverse Effect Level; NOAEL) ある

物質について、動物試験などにおいて毒性学的なすべての有

害な影響が観察されない最大の量。

無作用量 (NoObserved Effect Level; NOEL) ある物質につ

いて、動物試験などにおいて影響が観察されない最大の量

リスク (Risk) 食品中に危害要因が存在する結果と して生じ

る健康への悪影響が起きる確率とその程度(健康への悪影響

が発生する確率と影響の程度)

リスク評価(RiskAssessrnent) 食品中に含まれる危害要因

を摂取することによって、どのくらいの確率でどの程度の健

康への悪影響が起きるかを科学的に評価すること。①危害要

因特定、 ②危害要因判定、 ③暴露評価、 ④リス ク判定という

段階からなる科学に基づいたプロセス。なお、食品安全基本

法でいう食品健康影響評価はリスク評価を指す。

リスク管理 (RiskManagernent) リスク評価の結果を踏まえ

て、すべての関係者と協議しながら、リスク低減のための政

策・措置について技術的な可能性、費用対使益などを検討し、

適切な政策 ・措置を決定、実施すること。政策・措置の見直

しを含む。

理論最大1日摂取量 (TheoreticalMaxirnurn Daily Intake; 

TMDI) 暴露評価方式の lつ。食品毎にその残留基準値と

平均摂取量を乗じて得た当該食品の暴露量を、基準を設定し

ようとするすべての食品について足し合わせて当該動物用医

薬品等の暴露量とする方式。

補遺 2:食品衛生法に基づく食品の安全性確保のための

制度の概要

食品衛生法第 1条には、 「この法律は、食品の安全性の確保

のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずる

ことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、も

って国民の健康の保護を図ることを目的とする。」と定められ

ている。平成15年に改正され、現在の条文になった。食品衛生
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法においては、食品の規格基準、施設基準、管理運営基準、表

示基準などの基準の策定の枠組みと、国による輸入時の監視や、

都道府県等による国内食品関係営業施設等に対する監視指導の

枠組みが定められている。

①規格基準

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から薬事 ・食品衛生審議会

の意見を聴いて、販売の用に供する食品又は添加物の成分規格

や製造、加工、使用等に関する基準を定めることができるとさ

れ(食品衛生法第11条第I項:残留基準の設定に関する条文)、

厚生労働省令及び厚生労働省告示により 詳細な規格基準が定め

られており、この規格基準に合致しない物の、販売を目的とし

た製造、輸入、使用及び販売が禁止されている(食品衛生法第

11条第2項)。

残留基準が設定されていない農薬、動物用医薬品及び飼料添

加物を含む食品の、販売を目的とした製造、輸入、使用及び販

売は原則として禁止されている(食品衛生法第11条第3項 :ポ

ジテイプリスト制度の根拠となる条文)。

②主な監視体制

囲内流通食品については、都道府県等の保健所が食品衛生監

視員の立入検査等により、食品関係営業施設等を対象に食品衛

生法に基づく食品の規格基準、施設基準等の遵守につき監視指

導を実施している(食品衛生法第28条 ・第30条)。

輸入食品については、その都度厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならないこととされており(食品衛生法第27条)、この届出

は検疫所に行う 。また厚生労働大臣は、 生産地の事情、過去の

違反事例等その他の事情からみて食品衛生法に違反するおそれ

があると認められる食品について検査を受けるべきことを命ず

ることができるとされており、この命令を受けた者は検査結果

の通知を受けるまで当該食品等の販売又は営業用の使用が禁止

されている(食品衛生法第26条) (検査命令制度)。さらに厚生

労働大臣により示された監視指導指針に基づき、毎年度、輸入

食品に対する検査の実施等に関する輸入食品監視指導計画が策

定 ・公表されると ともに、 計画の実施状況についても公表され

ることとされている(食品衛生法第22条・第23条) (モニタリ

ング検査制度)。

食品衛生法違反に対しては、営業者に対する食品等の廃棄命

令、回収命令、営業の禁止・ 停止等の行政処分を科すことがで

き(食品衛生法第54条・第55条・第56条)、この違反者に対す

る罰則が定められている(食品衛生法第71条~第79条)。

③政令・省令・告示等

食品衛生法と関連する政令、規格・ 告示等には以下のようなも

のがある。

-食品衛生法施行令(昭和28年8月31日政令第229号)

・食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号)

-乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令) (昭和

26年12月27日厚生省令第52号)

-食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第

370号)
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補遺 3:動物用医薬品の安全性の確保のための制度の概要

動物用医薬品は、薬事法及び関係法規により規制されている。

薬事法第 l条には、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧

品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要

な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずる

ほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究

開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生

の向上を図ることを目的とする。」と定められている。薬事法

においては、医薬品等の製造販売業 ・製造業・販売業、医薬品

等の基準 ・検定、医薬品等の取扱い、広告、監督等について定

められている。以下に薬事法による制度(⑤の lVのみは獣医

師法に基づく)の概要を示す。

①動物用医薬品等に関する事項

専ら動物に使用する医薬品、医薬部外品及び医療機器(以下

「動物用医薬品等」と略す。)は、農林水産省の所管である。薬

事法において動物用医薬品等に関する事項については、「厚生

労働大臣」を「農林水産大臣」に読み替える(薬事法第83条第

1項)。

②製造販売業の許可等

-業として動物用医薬品等の製造販売をしようとする者は、

農林水産大臣の許可を受けなければならず(薬事法第12条)、

品目ごとにその製造販売についての農林水産大臣の承認を

受けなければならないとされている(薬事法第14条)。

・動物用医薬品等の製造業の許可を受けた者でなければ、業

として動物用医薬品等の製造をしてはならず(薬事法第13

条)、外国において本邦に輸出される動物用医薬品等を製

造しようとする者は、農林水産大臣の認定を受けることが

できるとされている(薬事法第13条の3)。

③動物用医薬品等の流通管理

・薬局開設者又は動物用医薬品の販売業の許可を受けた者で

なければ、業として、動物用医薬品を販売し、授与し、又

は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列しでは

ならないとされている(薬事法第24条)。

-農林水産大臣又は都道府県知事等は、当該職員に動物用医

薬品等の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は飼

育動物診療施設の開設者等の施設等に立ち入札構造設備

等を検査させ、又は従業員その他の関係者に質問させるこ

とができるとされている(薬事法第69条)。

④動物用医薬品等の基準及び検定

-農林水産大臣は、保健衛生上特別の注意を要する動物用医

薬品につき、薬事 ・食品衛生審議会の意見を聴いて、その

製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けるこ

とができるとされている(薬事法第42条)。

-農林水産大臣の指定する動物用医薬品は、農林水産大臣の

指定する者の検定を受け、かっ、これに合格したものでな

ければ、販売し、授与し、又は販売若 しくは授与の目的で

貯蔵し、若しくは陳列してはならないとさなている(薬事

法第43条)。

遠藤裕子

⑤動物用医薬品等の適正使用

i要指示医薬品:抗生物質・ホルモン剤等その使用に当たり獣

医師の特別な指導を必要とする動物用医薬品については農林

水産大臣が要指示医薬品として指定している。薬局開設者又

は動物用医薬品の販売業者は、獣医師等から処方せんの交付

又は指示を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、農

林水産大臣の指定する動物用医薬品を販売し、又は授与して

はならないとされている(薬事法第49条)。

11未承認医薬品の使用の禁止:何人も、直接の容器又は直接の

被包に薬事法第50条に規定する事項が記載されている動物用

医薬品以外の動物用医薬品(未承認医薬品)を対象動物(農

林水産省令で定める食用動物)に使用しではならない。ただ

し、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令

(r薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を

受けない場合を定める省令」平成15年6月30日農林水産省令

第70号)で定める場合は、この限りでないとされている(薬

事法第83条の3)。

III動物用医薬品の使用の規制:農林水産大臣は、動物用医薬

品であって、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、

乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれ

のあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事 ・

食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令 (r動物用医

薬品の使用の規制に関する省令J(昭和55年9月30日農林水産

省令第42号))で、その動物用医薬品を使用することができ

る対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期]そ

の他の事項に関し使用者が遵守すべき基準 (使用基準)を定

めることができる(薬事法第83条の4) とされ、現在約100成

分についての単剤及び約20の配合剤について使用基準が定め

られている。使用基準には、医薬品ごとに使用対象動物、用

法 ・用量及び使用禁止期間が定められている。

lV要診察医薬品制度 :獣医師は、自ら診察しないで劇毒薬、

生物学的製剤その他農林水産省令 (r獣医師法施行規則J(昭

和24年9月14日農林水産省令第93号))で定める医薬品(要指

示医薬品、使用基準が定められている医薬品等)の投与又は

処方をしてはならない(獣医師法第18条)とされている。

⑥動物用医薬品の市販後調査

i再審査:新動物用医薬品又は新動物用医療機器について製造

販売の承認を受けた者は、通常承認後6年を経過した日から

起算して3月以内の期間内に申請して農林水産大臣の再審査

を受けなければならないとされている(薬事法第14条の4)。

11再評価:動物用医薬品又は動物用医療機器の製造販売の承認

を受けている者は、農林水産大臣が薬事 ・食品衛生審議会の

意見を聴いて動物用医薬品又は動物用医療機器の範囲を指定

して再評価を受けるべき旨を公示したときは、その指定に係

る動物用医薬品又は動物用医療機器について、農林水産大臣

の再評価を受けなければな らないとされている(薬事法第14

条の6)。
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