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〈 解説 〉

採卵養鶏場および GPセンターにおける

HACCP方式による衛生管理

Hazard Analysis Critical Control Point System for Sanitary Management 

in Layer Farms and GP Centers 

鶏病研究会

干113-0034東京都文京区湯島 3-19-4 第一金子ビル 301

The Japanese Society on Poultry Diseases 

301 Daiichi Kaneko Build.， 3-19-4 Yushima， Bunkyo， Tokyo 113-0034 
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はじめに

近年の食中毒の発生報告によると，サルモネラに汚染

された卵およびその加工品に起因する食中毒が増加傾向

にあり引こうしたなか，平成 10年 11月25日付けで鶏

卵の賞味期限等の表示の義務付けに関する省令の改正11)

が行われ，生産者自身が自らの生産物である卵の品質を

保証することが義務づけられた。

また，食品衛生法において日本版の HACCP方式であ

る総合衛生管理製造過程の承認制度9)がスタートし， 畜

産加工物においてもその原料である畜産物の安全性の確

保が必要となってきた。

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point : 

危害分析重要管理点)方式とは， i食品の生産から消費に

至る一連の過程で危害の原因となり得るすべての分野を

特定し，その発生を防止するための管理手続きを定め，

これを監視・記録すること。」である。従来の食品の衛生

管理方法は，最終製品のうちの数検体を抜き取り，微生

物検査等を実施し，その結果をもって，同時に作られた

製品すべての安全を担保するものであった。しかし，抽

2001年4月6日受付

この解説は，鶏病研究会専門委員会で検討されたもの

である。

担当委員.阿部冬樹，伊藤裕和，小畑晴美，佐藤優，

柴谷増博，下田雅昭，喬木昌美，手塚和義

鶏病研報 37巻 2号， 86~107 (2001) 

出検査の限りにおいては，いくら検体数を増やしても

100%の安全は保証できない。一方， HACCP方式によ

る衛生管理方法は，一連の製造・加工工程で起こりうる

危害をあらかじめ調査・解析 (HazardAnalysis : HA) 

し，それを防止するために特に重点的に管理する必要の

ある工程を重要管理点 (CriticalControl Point : CCP) 

として特定し，それを常時集中的に管理し，その状態が

不適切な場合には，すみやかに改善措置を講じ，その管

理内容をすべて記録することにより，工程全般を通じて

危害の発生を防止し，製品のほぼ 100%の安全を確保し

ようとするものである。

養鶏場への HACCP方式の応用は，食品の製造加工過

程と比べ

① 生産は機械ではなく鶏を介して行われている

②生産期間が長い

③ 危害因子，特に生物学的危害因子を完全に排除す

る工程がない

④④開放空間である

等微生物制御にきわめて不利な条件である。

しかしながら，食品の製造加工過程において HACCP

方式の導入が推進されるにつれて，その原料を生産する

農場においても，より一層の安全性の確保が求められる

のは必須である。

農林水産省で、は平成 8年度から 6年計画で畜産物生産

衛生指導体制整備事業により HACCP方式のモテ、ル案

を策定する作業が進められており，また採卵養鶏場5，21訂〕
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においてもさまざまな形で取り組みがなされている。

養鶏分野における HACCP方式の導入については，本

誌において遠藤1)がその成り立ち，生産段階での具体

的イメージについて述べているので=参考にされたL、。

この解説では， HACCP方式のプランニングの手法お

よびその実施に当たっての条件設定と要点について解説

する。

HACCP方式の計画の実際

1 目的の明確化

採卵養鶏場の場合，公的機関等による承認制度がない

ことから，食卵の賞味期限の表示義務による品質保証に

よって，大手小売りあるいは量販庖からの安全性や品質

確保の要求等に対応することになるだろう。一方， GP 

センターでは，鶏卵の賞味期限を科学的根拠に基づき保

証する必要があり，採卵養鶏場とともに HACCP方式を

導入することが，安全性と品質確保につながる。さらに，

その取り組み方には，経営者(農場主)の安全性や品質

に関する問題意識の明確化と積極的な推進意欲が必要と

なってくる。また，その実施にあたっては，従業員にわ

かりやすく説明するために，具体的な本方式の取り上げ

方針や改善の数値目標を示す必要がある。

2. HACCP方式導入のための準備

一般的衛生管理事項および衛生標準作業手順書

HACCP方式は， それ単独で機能するものではなく，

総合的な衛生管理方法の一部であり， HACCP方式を効

果的に機能させるためには，その前提となる一般的衛生

管理事項の充実が必要である。一般的衛生管理事項と

は，設備の衛生管理，機械・器具の保守点検，従業員の

衛生教育，不適格製品(汚卵・破卵など)の回収・廃棄

等の衛生管理に関する一般事項である。これらが整備さ

れ，万全に行われていれば，集中的に管理すべき CCPの

設定が必要最小限ですむので，結果として適切な CCP

の管理ができる。一方，一般的衛生管理事項の整備が不

十分であったり，正しく運用されていない場合，管理す

べき CCPの数が多くなる結果，管理が行き届かなくな
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り， HACCP方式が成り立たなくなる。

総合衛生管理製造過程の承認制度で、は，一般衛生管理

事項として 10項目について，作業内容，実施頻度，実施

担当者，実施状況の確認方法，記録方法等を記述するこ

とが求められている。これが衛生標準作業手順書

(SSOP : Sanitation Standard Operation Procedure) 

であり， 1"いつ，どこで，誰が，何を，どのようにすべき

か」をあらかじめ取り決めておかねばならなし、。詳細に

ついては， 成書7川を参照されたい。養鶏場における一

般的衛生管理事項の例を別添 1に示す。

また，鶏，飼料，飲水および環境由来試料等の微生物

検査を数回実施し，農場の微生物汚染の実態も把握し

て，鶏舎消毒の方法や鶏群単位の飼養方法等を整備して

おく必要がある。

3. HACCP方式の手順による計画の作成

HACCP方式計画の作成は， 12手順 7原則に従って行

う。これら一連の手順は，手11頂2から手順 5の実態把握

の部分，手]1頂 6の危害分析，子]1憤 7から手順 12の重要管

理点 (CCP)の決定からその運用についての 3つの部門

にわけで考えると作業がしやすい。以下手順にそって説

明する。

手11慎1 HACCPチームの設置

食品の製造加工業の場合，製造管理・品質管理・エン

ジニア関係の保守管理について責任を有する者を主体に

複数名で構成する。採卵養鶏場の場合，規模にもよるが

構成員として，育雛部門，採卵部門， GP部門，営繕部

門，営業部門の代表者と， リーダーとして経営者をあて

る。構成員は，鶏の飼養管理技術のみならず，一般衛生

知識や HACCP方式について相当程度の知識を持つ者

が含まれていることが必要である。 HACCP方式につい

て相当程度の知識を持つと認められる者とは，食品保健

課長・乳肉衛生課長通知(平成 9年2月3日付 衛食 31

号，衛乳第 36号)で規定されているが，生産現場におい

ては育雛から卵の生産・販売にわたる広い知識と一般衛

生知識が必要である。適切な人材が組織内に見あたらな

い場合は，外部の専門家に依頼するか，構成員が
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図1. HACCP方式の基盤対策
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HACCP方式の 12手順7原則 (7原則はゴシックの部分〕
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実態把握

一般的衛生管理

事項の確認・整備

危害分析

CCPの決定

計画作成

表1.

HACCP専門家チームの編成

製品についての記載

意図する用途/対象消費者の確認

フローダイヤグラム/施設内見取り図の作成

フローダイヤグラム/施設内見取り図の現場確認

原材料から最終製品に至る各段階において

危害分析を実施し，危害リストを作成

フローダイヤグラムに沿って CCPを決定

(4つの質問からなる決定判断図の適用)

各 CCP(重要管理点)における CL(管理基準)の設定

各 CCPにおけるモニタリング方法の設定

逸脱発生時の改善措置の設定

検証方法の設定

記録保管および文書作成規定の設定(記録の維持管理)

1

2

3

4

5

6

 

7 

もなり，以降の手順をより効率的にすすめることができ

る。

手JI慎5 施設の見取り図の現場確認

最後にこれらの情報や資料の内容について，誤りや記

入もれがないかを現場で確認する。これらの現場確認と

併せて，前述の一般的衛生管理事項の施設・設備および

機械・器具の衛生管理とその保守・点検の確認も実施す

る。施設の維持管理および、その運営はマニュアル化し，

衛生標準作業手順書 cssop)を作成する。

手11頂6 原材料から最終製品に至る各段階において危

害分析を実施し，危害リストを作成する

食品衛生法において，食鳥卵に関しては，抗菌性物質

の残留基準が規定され，また，食用不適卵を食品の製造，

加工または調理に使ってはならない旨が規定されてい

る11)。危害分析はこれらを考慮して，ひな，飼料等の原

材料および育雛，採卵，包装等の生産工程に由来する危

害を列挙し，その列挙された危害の起こり易さおよび起

きた場合の重篤性を評価し，発生要因および防止措置を

特定するものである。

生物学的危害については，微生物の汚染，増殖，生存

する可能性について，化学的危害については，化学物質

の混入，濃縮，残存の可能性について，物理学的危害に

ついては，異物の混入，残存の可能性について考察しな

がら列挙する。養鶏場で大きなウェイトを占める生物学

的危害因子の決定手順としては， Notermansら加)の手

順を参考にすることができる。列挙したこれらの危害

は，予防・排除または許容範囲内までに低減・改善でき

る性質のものでなければならない。危害は，養鶏場の飼

育形態や経営形態によって異なるので，各養鶏場自ら
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HACCPに関する講習会や研修会に参加されることを勧

めたい。

HACCPチームの役割としては， HACCP方式の計画

の作成のほかに，衛生標準作業手順書の作成， HACCP 

プラン実施のための担当者に対する教育訓練等が挙げら

れる。また， HACCP方式が適正に機能しているかどう

かを検証し，その機能が不完全な場合には，飼育方法の

再検討，施設の改善，新知見の導入等 HACCP方式の見

直しを随時実施する必要がある。

手JI慎2 製品についての記載

最終生産物である殻付き卵については，賞味期限や生

食用である旨など食品衛生法で定められた表示事項，商

品の差別化に関する自主的な規格等について記述し，特

に微生物学的な規格についてはその根拠となる法令や科

学的な根拠をあわせて記述する。また，卵を生産する鶏

やその飼料についても別紙書類等で規格を記述する。

(別添 2)

手11頂3 意図する用途/対象消費者の確認

製品説明書を作成し，この情報をもって意図される使

用方法の確認を行う。殻付き卵の場合，対象となる消費

者は一般消費者であるが，乳幼児，老人，免疫低下患者

等危害の原因となる物質に対する抵抗力の弱い消費者を

対象とする場合は，より厳しい規格が必要となる。

手11慎4 施設の見取り図の作成

生産工程一覧図(別添 3)と施設の図面(別添 4)を作

成する。施設の図面には，施設内の主要な設備機器類の

配置図や施設の衛生的作業区分図，作業動線図，生産物

や糞・排水処理の経路図などを記入する。作成に際し，

鶏舎や GPセンターの設計図を参考に作成すれば省力に



が，危害分析を行うことが必要である。本解説では，養

鶏場あるいは GPセンターについても危害を列挙し，そ

の重要な危害について，起こりやすさ，重篤度，発生要

因をまとめてみた。

1) 養鶏場における危害要因

(1) 病原微生物汚染(微生物学的危害)

卵類およびその加工品が原因食品である食中毒の発生

は，サルモネラがその件数および患者数とも大部分を占

め24) (1999年 37件 955人，卵類・その加工品の発生件

数の 97.4%，患者数は 97.8%を占める)，発生頻度，重篤

性ともに高い(1999年，死亡者 3名)危害因子である。

また食中毒患者から分離されるサルモネラの血清型は半

数以上がSalmonellaEnteritidis (SE)24)である。サル

モネラ以外の微生物については，食中毒の発生頻度が低

くその危害は少ないと考えられる。こうした状況からサ

ルモネラを微生物学的危害因子としてとりあげた。

① 初生ひなの導入によるサルモネラ汚染

輸入初生ひなについて過去 10 年間(1988 年~1997

年)のサルモネラ感染症摘発件数をみてみると，年間平

均1.2%(24/2，066件)18)で， 1993年以降汚染群は淘汰さ

れている。圏内のコマーシャル鶏においては，石本ら4)

が，輸送箱敷料からのサルモネラの検出率は， 14.9% 

(10/67群)で， SEに限ると1. 5% (1/67群)だったと

報告している。このことから，輸入初生ひなの場合，淘

汰により国内へのサルモネラの侵入は防除されている

が，園内における初生ひなの導入による鶏舎のサルモネ

ラ汚染は重篤な危害要因といえる。

② 飼料によるサルモネラ汚染

原田らのは， 平成 9年度の飼料原料からのサルモネラ

分離率は 5.8%(8/138検体)であったと報告している。

食中毒患者から分離される血清型 24) (1 991 年~1995

年，上位 15種類の血清型)と飼料から分離された血清型

(1 979 年~1997 年，上位 13 種類の血清型)を比較すると

一致するのは 7種類の血清型であるが， この中に SEは

含まれていない。しかし， 白回ら田)は 1995年から 1998

年にかけて調査した採卵鶏用市販飼料から SEを含め少

なくとも 32の血清型のサルモネラを検出している。飼

料については，飼料中のサルモネラ汚染対策のためのガ

イドライン 19)が定められていることから，品質保証書

の提示を求め，その危害を防止することができる。

しかし，自家配合飼料を使用している農場あるいは品

質保証書のない場合では，サルモネラの分離率の高い動

物性飼料原料，油粕，植物性蛋白飼料原料等の使用が重

要な危害要因として考慮すべきである。

③ 飼育環境におけるサルモネラ汚染
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国内における廃鶏からのサルモネラの分離率は 8~

64%22.25)と報告されており， これら保菌鶏が間欠的に排

菌をして環境を汚染していることになる。排菌に影響を

与える要因として強制換羽，一時的断水・断餌，移動，

導入，温熱，産卵開始等のストレス15.23)が報告されてお

り汚染鶏群では大きな危害要因となる。また日齢による

サルモネラに対する感受性の違いも考慮する必要があ

る。

ペンシルベニア SEノfイロットプロジェクトにおける

環境由来試料からの SE検出率は，集卵ベルト 17%，鶏

糞ピット 15%，除糞機 14%，換気扇 12%，通路 18%

等16)と報告されている。また SE汚染卵を産出してい

る鶏群は，汚染卵を産出していない鶏群に比べて環境汚

染の程度が 3倍高かったこと 16)が報告されているので

環境からの感染は，重大な危害要因である。外部からは

汚染された外来者，配送車，廃鶏カ〉ご等が，場内では汚

染を拡散させる従業員，ネズミ，作業車等がサルモネラ

汚染の発生要因となる。

しかしながら，環境はそれぞれの農場の規模，飼養形

態によって様々であり，サルモネラ汚染の頻度，重篤度

等によって評価すべきである。

(2) 鶏卵における薬剤残留(化学的危害)

鶏卵における薬剤残留，特に抗菌性物質等の残留によ

る直接的な健康被害の報告は見あたらないが，食品に基

準値以上残留することは，安全性の面で問題があり，抗

菌性物質の投与は一つの危害因子として評価されなけれ

ばならない。実際は，厚生省の平成 10年度国産畜水産食

品の残留有害物質モニタリング検査ωで，そのモニタリ

ング検査項目となっている合成抗菌剤(サルファ剤 5品

目，オルメトプリム， トリメトプリム， ピリメタミン，

ナイカルパジン，クロピドール)の残留や卵の成分規格

で残留基準の決められている抗生物質(オキシテトラサ

イクリン)，内寄生虫用薬(フルベンダゾール)は検出さ

れていない。すでに，抗菌性物質等の残留検査を実施し，

検出されたことがなければ，一般的衛生管理事項として

管理することもできる。

2) GPセンターにおける危害要因

(1) 病原微生物汚染(微生物学的危害)

① 原卵の搬入によるサルモネラ汚染

卵からのサルモネラの分離率は 0.025~0.029%8. 14.17) 

という報告がある。また，小沼・品)J1
8
)は搬入卵の破卵

から SEが検出 (1個/40個， 2.5%)され，原卵搬入トレ

イについても，サルモネラが検出 (2/16，12.5%)された

ことを報告している。特に，インライン法式(農場直結

の GPセンター)では， 自動集卵装置で，産卵された卵
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が区別されず，破卵および C級汚卵もすべて GPセン

ターに搬入され，それ以降のコンベアベルトや洗浄水な

ども汚染していることを指摘している。このことから，

清浄な原卵を確保するためには，農場のサルモネラ汚染

が大きな危害要因になる。

② 処理施設におけるサルモネラ汚染

小沼・品JI[8)はオートローダー，洗卵装置，乾燥装置，

検卵装置，重量選別装置，包装装置，ラベリング装置等

の卵と接するコンベアベルトの清浄部・汚染部 (2/12，

15.4%・ 2/12，16.7%)およびコロコンベアの汚染部 (2/

18， 11.1 %)で，サルモネラが検出されたことを報告して

いる。また，洗浄部分の洗浄ブラシの細菌汚染が高く

(l 03~109/cm2)，洗浄水からもサルモネラが検出された

(4/35， 11.4%)ことを報告している。特に洗浄方式が循

環式の場合，卵殻表面の汚物は見た目には落ちていても

微生物学的には汚染を拡散することにもなると指摘して

いる。これらのことから，各工程の機械・器具の汚染は

重要な危害要因である。特に洗浄工程は，機械・器具の

清掃・消毒およびその運用上の温度管理，消毒薬の濃

度，循環式の場合はその洗浄水の交換等が重要な衛生管

理事項となる。

③ 処理工程におけるサルモネラ汚染・増殖

栗原ら 13) は産卵直後の卵殻表面の生菌数が約 10'

CFU/卵であったものが GPセンターに輸送直後約 105

CFU/卵，洗浄・消毒後各移送装置を通過する過程では

約 103CFU/卵から 104CFU/卵になり， その菌叢はグラ

ム陰性菌から陽性菌へと変化すると述べている。また，

小沼・品JI[8)はサルモネラの殻付き卵内への侵入性につ

いて，卵を冷水または温水に浸漬または湿潤状態に置く

ことにより卵殻表面から容易に内部に侵入すると述べて

いる O また，各ランク別の卵中身の細菌数の経時的な推

移は正常卵に比べて破卵，洗浄卵で増殖が早いと述べて

いる。このことから， GPセンターでは，破卵・汚卵など

の食用不適卵の混入，洗卵・乾燥の不備，不適正な貯卵

期間・温度等によるサルモネラ汚染，増殖が重大な危害

要因となる。

手順7 重要管理点 (CCP)の設定

手/1慎 6の危害分析において列挙した危害の中で，特に

厳重に管理すべき危害について，その発生を防除できる

工程を CCPと設定する。 CCPは，手/1頂 8以下に述べる

モニタリングや管理基準 (CL: Critical Limit)設定と

いう常時集中的な管理を受けることになる。一方，一般

的衛生管理事項で制御できる危害は，常時集中的な管理

が不要であり， CCPにはならない。もしも危害が一連の

製造工程のどこでも防除不能なら，どこを CCPと設定

したとしても製品の安全性は担保できない。

列記された危害についてその発生頻度や重篤性，適切

なモニタリングができるかどうかなど FAOパ肝m合同

食品規格委員会のコーデックスによる決定判断図 (De

cision Tree)図 2を参考に実施する。たとえば，不適正

な洗浄によるサルモネラの残存の防止措置として，除菌

効果を持った洗浄水を使用し，適正な濃度・流量・温度

Yes 

質問 1 確認された危害に対する防止措置はあるか?

CCPではない

No 

ごの工程は発生するおそれのある危害を除去または許容
レベルまで低下させるために特に設計されたものか?

No 

確認された危害が許容レベルを超えるか，
または限度を超えて増加する可能性があるか?

+。
ー

たま去除を聖
目
?
一
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図 2. コーデックスによる決定判断図 (DecisionTree) 
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で洗浄を実施することにより，卵殻表面のサルモネラを

危害のない程度まで減少させる工程は，図 2の決定判断

図の質問 2でYesと答える工程であり， CCPといえる。

またオールアウト後の鶏舎の洗浄・消毒は唯一病原微生

物を減少または殺j威できる工程として最も重要であり

CCPと設定できるが，食品加工工程では消毒を一般的

衛生管理事項にする専門家が多い。

農場ごとに異なり一概には言えないが，一般的に養鶏

場の CCPとしては①ひなの導入，②オールアウト後の

鶏舎の洗浄・消毒，③抗生剤，薬剤の投与，④GPセン

ターでの洗卵・消毒・乾燥，⑤保管温度，時聞が挙げら

れる。

手11慎8 管理基準 (CL: Critical Limit)の設定

管理基準は，確認された危害が CCPにおいて適切に

制御されているかを判断するために設定されるものであ

り，病原微生物に対しては，死滅，許容範囲までの減少

が確認できる科学的に立証された数値であり，なおかっ

簡便な方法で行えるよう設定することが大事である。た

とえば， 消毒の工程であるなら消毒薬液の濃度， pHお

よび散布量などである O 以降，衛生管理総括表(別添 5)

を作成し漏れのないよう作業を進めていく。

手11慎9 モニタリングの設定

モニタリングは， CCPにおける管理基準が守られて

いるかを確認するため，その工程を測定または観察し記

録することである。モニタリングの方法は，簡単，迅速，

連続が要求されるが，養鶏場の場合，前述したように生

産期間が長く，育雛の工程では空舎期間があるなど、か

ら，その方法は細菌検査も含め確実性を期すべきと考え

る。実際のモニタリンクゃ方法については鶏病研究会のサ

ルモネラ検査法6)を参考に各農場に適した採材の頻度，

規模を設定することが必要である。

手順 10 改善措置の設定

モニタリングにより管理基準を逸脱したとき，言いか

えれば CCPに問題が生じたときの対策である。 HACCP

方式ではあらかじめ想定された危害に対して改善措置が

規定・マニュアル化されていることが必要で，洗卵不適

の場合，再洗卵を実施したり，加工卵に転用する等，マ

ニュアルに従い当該卵を処理する。また，逸脱原因を特

定したうえで，それを修正・排除し，その工程の管理状

態を元に戻す必要がある O 場合によっては，新たな CCP，

CL等を追加設定し HACCPを修正することもある。

手11頂11 検証方法の設定

モニタリングは，個々の製品の許容性を判断するもの

であるのに対し，検証は作成された HACCP方式の許容

性を判断するものである。実際の検証内容は，①記録の

第 37巻 2001 年

点検，②モニタリング作業の適正度の現場確認，③導入

ひな，飼料，飼育環境，最終製品である卵の試験検査に

よる確認，④モニタリングに用いる測定機器の点検・修

理，⑤消費者からの苦情，逸脱の原因解析，⑥HACCP

方式全体の見直し等である。養鶏場では，細菌検査によ

り微生物の殺滅あるいは許容量以下の減少を確認する事

になり，モニタリングと重複する部分も存在する。

手JJ慎12 記録の保管

HACCP方式の実施にあたって，モニタリング，改善

措置，一般的衛生管理事項および検証の結果を記録し保

存しなければならない。養鶏場では施設管理表，飼育管

理表，在庫管理表，検査記録表等が挙げられる。いずれ

も問題発生時の原因究明や，その回収ロットの特定，外

部への対応等に不可欠な資料となるので担当者は必ず決

められたマニュアルに従い適切な記録をしなければなら

ない。記入方法については，モニタリング結果が出た直

後に，現場において改ざんできないようボールベン等で

記入する。記録の保存期間はその鶏群の生産期間に応じ

て決定する。

HACCP方式の実施

HACCP方式の実施にあたっては，パートも含めた従

業員に対して各部所のモニタリング方法，記録方法，管

理基準逸脱時の改善措置等について，事前に教育訓練を

実施し，さらに習熟のための試行期聞を設けるなどの措

置が必要である。

HACCP方式を効果的に運用するには，机上の論理で

進めるのではなく，実際の現場に即した計画を作成する

ことが大切である。そのため，それぞれの養鶏場によっ

てHACCP方式についての取り組み方が異なってくる。

また，飼育形態や経営形態も異なることが一般的である

ので，生産から販売までのすべての段階に HACCP方式

を採用するのではなく，育雛部門，採卵部門， GP部門と

段階的に取り組んでいくのも一案である。

参考までに成鶏 30，000羽規模の農場(表 2，図 3)での

HACCPプランの実施シュミレーションを例示する。

予備調査として，手順4の施設の見取り図(別添 4)を

作成し危害リストにあがった項目について調査を行う。

ここでは，サルモネラの汚染状況の把握を行うことにし

た。

1. サルモネラ検査

1) 養鶏場

サルモネラ検査は環境由来試料を検体とし，鶏病研究

会のサルモネラ検査法6)を準用して実施する。最初の検

査は，鶏舎毎の採材(表 3)とし，以降は各鶏群別(表 4)
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に経時的に以下の検査を実施する。

以上の環境の検査により，サルモネラ陰性の場合は，

侵入防止対策を中心に一般的衛生管理事項を充実してい

表 2 農場の規模，施設，経営の概要

成 鶏 30，000羽

成鶏舎 高床， 3棟

幼雛舎 セミウインドウレス， 1棟，床面給温

中・大雛舎 3棟，開放

導入 初生，年4回， 6，000羽/回

飼料 配合飼料

G P インライン，成鶏舎に併設

成鶏舎，幼雛舎，中大雛舎はそれぞれ別地に建設さ

れている

用途 一般消費者向け，生食用卵の生産

除 糞 機械作業により除糞

日戸肖 旦~注目重量

四
O 

O 

成鶏舎 中・大雛舎 幼雛舎

図 3. 鶏舎構造

場 所 採材時期

幼雛舎 オールアウト後

中・大雛舎 指定なし

成鶏舎 指定なし

く。サルモネラ陽性のうち，鶏群管理ができる場合は，

淘汰あるいは交差汚染の防止対策を実施しつつ清浄化を

すすめる。養鶏場全体が陽性の場合，淘汰あるいは汚染

卵軽減対策，加熱用加工卵への転用等をはかりつつ清浄

化ができる衛生管理体制を構築していく。(図 4)

2) GPセンター

GPセンターについては，以下の部位について検査を

実施し，サルモネラ陰性を維持できる一般衛生管理体制

を構築していく。特に，搬入した卵と洗浄・消毒済み卵

との間で汚染が起こらないよう，清浄区域から準清浄区

域への従業員の往来を制限するとともに洗浄工程と乾燥

工程の聞や包装工程と製品保管工程の聞に隔壁等を設置

し衛生区域の区分を明確にすることが必要である。

本例では， GPセンターは鶏舎併設のインラインであ

るが，複数の養鶏場から卵が搬入される GPセンターの

場合は，原卵庫を独立させ，農場別の卵の処理が必要で

ある。特に，卵の受入に際しては，各農場の検査状況の

確認，汚卵・破卵・軟卵の除去，農場専用の清掃・消毒

済みキャリヤーまたはトレーの使用，農場毎のオート

ローダーの清掃・消毒等は重要である。

2. HACCPのプランニング

以上の予備調査および一般的衛生管理事項の整備を半

年から 1年かけて実施しながら， 7原則 12手順により

HACCPプランニングを行う。現時点での一般衛生管理

の取り組み状況を下表のように明示しながら改善計画を

立てるとともに，衛生管理総括表(別添5)を作成する。

別添としてそれに付随する CCP整理票(別添 6)，作業

手順書 (jjiJ添 7)，記録表(別添 8，9， 10)を添付する。

衛生管理総括表(別添 5)のようにまとめると，システ

ム全体が把握できて，施設の改善や衛生管理がしやすく

なる。本来は，幼雛期，中大雛期，産卵期(強制換羽期)

検体数等

ケージ列毎

150羽分

5g/検体， 10検体

ケージ列毎

300羽分

5g/検体， 10検体

ケージ列毎

300羽分

ケージ列毎

5g/検体， 10検体

表 3. 初回の検査材料

検体の種類

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

または盲腸便

鶏舎内塵挨

ガーゼノfッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

または盲腸便

鶏舎内塵竣

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

または盲腸便

ガーゼノfッド(集卵ベルト，コンベア等)

鶏舎内塵壊
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場 所

幼雛舎

採材の時期

表 4. 以降各鶏群別の検査材料

検体の 種類

洗浄・消毒後 ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

入雛時1) ひな輸送箱の敷料

デピーク後後 l週間目 ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

移動前 1週間前2)

中・大雛 洗浄・消毒後

移動後 1週間目

移動前 1週間前

成鶏舎 洗浄・消毒後

移動後 1週間目

産卵開始 1週間後

産卵ピーク時

廃鶏 l月前

または盲腸便

塵竣

同上

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

または盲腸便

塵挨

向上

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除糞器の刃等)

ガーゼパッド(ケージ下，受糞板，除、糞器の刃等)

または盲腸便

塵竣

上

上

上

同

同

同

第 37巻 2001 年

検体数等

ケージ列毎

5ケ所/箱， 10箱

ケージ列毎

150羽分

5g1検体， 10検体

向上

ケージ列毎

ケージ列毎

300羽分

5g1検体， 10検体

同上

ケージ列毎

ケージ列毎

300羽分

5g1検体， 10検体

同上

向上

同上

1)導入先が， HACCP方式を導入している場合は，証明書の確認で検査に換える。

2)デピーク後の検査と移動 1週間前の検査が重なるときは，どちらかを省略する。

・飼料については， サルモネラ陰性が証明されている場合を除き，飼料搬入時にロット毎に 500gのサンフ。ルを採

取し，良く混合後，その 25gを検査する。

-飲水については， 水道水を使用している場合を除き， 滅菌装置を設け，500mlのサンフ。ルを採取し， 良く混合

後，その 25mlを検体とし，年 2回以上検査する。

・ネスミの糞が認められたときは，糞を採材し，その都度検査する。

サルモネラ
「陰性農場(ー)

環 |
境 4
検 |
査 |

|サルモネラ
L陽性農場(十)，-清浄化対策

ト鶏群単位の汚染一一交差汚染の防止対策

L養鶏場全体の汚染ー汚染卵軽減対策T ストレス軽減

ト消毒
卜競合排除 (CE)剤
」ワクチン

侵入防止対策γ 導入雛

ト飼料

トネズミ

ト外来者
」オールイン・オールアウト

図 4. 農場の環境調査の結果の考え方

それぞれの移動期，空会期などの飼育ステージごとにそ かった時期を中心に実施するよう計画している。

れぞれにおける工程ごとの危害を記載すべきだが，紙面 飼育期間別の留意事項としては，初生ひなは特に感受

の都合上，主な例を掲げた。 性が高いので，入雛時のチェックを CCPとして管理す

また，検査は移動先の鶏舎を汚染させないために移動 るよう計画している。

する前およびサルモネラの排菌が多くなるストレスのか 中大雛期は，サルモネラ陰性を維持するために，一般
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表 5. GPセンターのサンプリング場所

場 所 採材部位

床 ライン下保管庫割卵室冷凍庫，事務室，更衣室

ライン パーコンベアゲ，洗卵ブラシヘ洗卵排水パック詰めテーブ)v*

その他 血玉卵，異物混入卵が多くでた時:卵の培養

*毎月実施*

表 6. 一般的衛生管理事項の取り組み状況(抜粋〕

項

養鶏施設

農場内への入場制限(フェンス，門)

更衣室，休憩室

飼養管理

従業員の健康検査

畜舎毎の清掃・消毒マニュアル

鶏群毎の管理(管理記録)

毎日の集卵体制

目

サルモネラワクチン，競合排除 (CE)剤，有機酸〉生菌製剤の使用

ネズミ・衛生害虫の駆除

ひな

種鶏のサルモネラ検査証明書付きひなの購入

ひな輸送体制輸送車の消毒，輸送担当者の衣眠長靴の交換

飼料

サルモネラ陰性飼料の購入

飼料製造に係るサルモネラ対策ガイドライン適応工場からの

購入

輸送車の消毒，輸送担当者の衣服，履き物の交換

GP関係

施設・機械の管理(管理記録)

作業終了時の清掃・消毒

作業服(エプロン，帽子，靴)の着用

防虫・防鼠構造

卵の保管庫

冷凍庫

的衛生管理事項を充実させ，その確認のため，成鶏舎へ 分離培養する。

現 状

一部有り，検討中

完備

実施

マニュアル有り

ほぼ把握できる

実施

CE剤のみ実施

業者に依頼

業者に依頼，実施中

業者に依頼，実施中

検討中

陰性証明依頼

実施中

検討中

実施中

検討中

実施中

検討中

検討中

建設中

の移動の前後に，環境の検査により陰性を確認する。 検査材料のサンプリングは，農場で実施できるように

産卵期は，産卵開始時，産卵ピーク時および廃鶏 lヶ 研修を行なう。

月前に環境の検査によりチェックする。廃鶏 1ヶ月前の 全期間を通して，各飼育場所にサルモネラを侵入させ

検査は，アウト時の清掃・消毒の指標とする。 ないことおよび，いずれかの場所で陽性の場合他の場所

卵の検査は，現時点では成鶏舎の環境が陽性の時およ に伝搬させないことを目標とする。いずれかの場所で，

び血玉卵，異物混入卵が多い場合に実施する。検体は食 サルモネラが検出されたときは，最初の予備調査の一斉

用不適卵をプールして前培養し，その一部を増菌培養・ 検査を実施し，汚染実態の把握と，清掃消毒，汚染鶏群
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幼雛舎 消毒後 (GP) ←一 一一寸

トー(+)一一再消毒 ー」

入雛時(輸送箱の敷料)ー(+)一一→返送または淘汰

↓ 

デピーク後 1週間目 (GP，H)ー(+)一一→返送または淘汰

↓ 

移動前 1週間前 (GP，日)ー(+)一一→淘汰

↓ 

中・大雛舎 | 消毒後 (GP) ←一一一 寸

| トー(+) 移動中止，再消毒一一一一」

↓↓  

移動後 1週間目 (GP，H)-(十) →淘汰

↓ 

移動前 1週間前(GP，H)ー(+)一一→淘汰

↓ 

成鶏舎 ! 消毒後 (GP) ←一一一一一一一一つ

| トー(+)ー移動中止，再消毒一一一_--1

↓↓  

移動後 1週間目 (GP， H)一一(+)一一→淘汰

産卵開始後 1週間百 (GP，H， B)ー(+)一一→淘汰

産卵ピーク時 (GP， H， B)ー(+)一一→早期淘汰，

加熱用加工卵へ用途変更

廃鶏 1月前 (GP， H， B)--(+) →早期淘汰，

加熱用加工卵へ用途変更

GP:;lJ"-j(ハド H:塵挨， B:集卵ベルト

図 5. サルモネラ陽性時の対応

に対する対策を実施する。陽性鶏群の対応は，マニュア と考えている。

ルに従って，幼・中・大雛は淘汰，成鶏は早期淘汰と卵

の加熱用加工卵への用途変更を行う。(図 5)

実際の運用にあたっては，養鶏場は稼働しているた

め，一般的衛生管理事項の充実とともにサルモネラの陰

性を確認しつつ実施していかなければならない。

お わりに

養鶏現場では，微生物制御が困難なことから，今まで

HACCP方式の導入は難しいと言われてきた。一方，食

品製造業界では，総合衛生製造過程の承認制度の進展に

ともない， HACCP方式は主流となりつつある。このよ

うな中，食品の原材料である鶏卵についても，その安全

を確保するため，従来から行われている一般衛生管理に

加えて HACCP方式を養鶏現場に導入する必要に迫ら

れつつある O

本稿では， HACCPの概説と，参照事例を述べた。し

かし，各養鶏場ごとに規模や，飼育形態等が異なるため，

本稿をそのまま活用することはできない。養鶏現場に即

したプログラミングについては，専門家に譲るとして，

本稿が意欲を持った経営者が自らの農場を正確に分析

し一般的衛生管理事項を整備するための道標になれば
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別添 1-1

採卵養鶏場段階における一般的衛生管理事項

1 施設・設備
(1)施設の周囲を塀や門で囲み，周辺環境と隔離されている。
(2 )育雛舎，育成舎，成鶏舎， G Pセンター，飼料保管庫，堆肥舎はそれぞれ独立し適

切な距離が保たれている。
(3 )検査室を併設する。
(4)施設の周辺は清掃しやすく，施設内の道路等は舗装され，排水の良い構造である。
(5 )施設はトラップ，ストレーナー，ネット等を設置し防虫，防ネズミ，防鳥構造とす

る。
(6 )新鮮で清浄な飼料，飲水が給配できる構造である。
(7)それぞれの施設に適した温度・換気・照度が確保できる構造である。
(8 )施設に不特定多数のヒトが容易に入れない構造とする。
(9 )施設の入口には，車両の消毒ができる設備がある。
(10) 畜舎の出入口，あるいは清浄地区への入り口には手指，履き物の洗浄消毒設備を設

ける。
(ll) 消毒設備には洗浄剤，洗浄用ブラシ，消毒剤，ペーパータオル，温風乾燥器等を常

備する。
(12)施設を洗浄・消毒に適した床，内壁，天井構造とする。
(13) 施設内の器具を必要に応じ洗浄，消毒が容易にできる構造とする。
(14) 施設内にそれぞれの施設専用の作業着を収納した更衣室がある。
(15)施設内にに従業員の休憩室，水洗便所を設置する。

2 素ぴな，飼料等の管理
( 1 )素びなは，到着時に健康状況を検査するとともに，導入先の衛生状況を検査書等で

確認する。
(2 )飼料は変質・変敗・汚染がないか検査または購入先の検査書によって確認する。
(3 )飼料は到着後速やかに飼料庫または飼料タンクに受入れ，適切な方法で保管する。
(4 )薬剤およびワクチンは，適切な方法で保管する。

3 鶏群の管理
(1)鶏群の健康診断，検査を定期的に実施する。
(2 )予防注射を適正に実施する。
(3 )鶏群の栄養管理を適正に実施する。
(4)動物用医薬品・飼料添加物等は正しく秤量し，十分撹持して，適正な方法で投与す

る。
(5 )オールイン・オーノレアウトを実施する。
(6 )強制換羽を実施しない。
(7)異常を発見した場合，獣医師等へ連絡し指示を受ける。
(8 )異常鶏及び同居鶏への対策を適正に行う。
(9 )死亡鶏を速やかに鶏舎から排除し，適正に処理する。
(10) 鶏の健康管理の責任者を置く。
(ll) 鶏群の生産台帳(育雛，産卵，出荷，衛生管理)を毎日記帳する。
(12) 鶏群の飲水や，機械器具の洗浄等に使用する水は飲用適の水を使用する。

4 設備の保守・衛生管理
(1)施設および機械器具の清掃あるいは洗浄・消毒，ネズミ・昆虫の駆除，機械器具の

保守・点検等について衛生標準作業手順書を作成し，それに基づき作業終了後およ
び作業開始前あるいは定期的に実施する。

(2 )施設の出入り口，搬入口等を開放されたままにしないようにする。
(3 )洗浄槽等を清潔な状態に保ち，定期的に消毒・洗濯した履物，衣服を用意する。
(4)施設の立ち入りは関係者に限る。
(5 )飼料，製品等を直接床に接しないようパレットやスノコの上に置く。
(6 )施設には不要なものを放置しない。
(7)機械器具類を定期的に点検し，部品交換する。
(8 )機械器具類を作業開始前に始業点検する。
(9 )消毒設備は一日一回以上点検し，消毒液の交換により正常な機能を保つ
(10)鶏舎およびその他の施設の周囲を定期的に清掃し，環境を清潔に保つ
(11)廃棄物の保管場所を悪臭，衛生害虫等の発生源としない。
(12)鶏舎の除糞は定期的に実施し，衛生害虫等の発生源としない。
(13) 敷地内は，水たまりができないよう整地し排水を良好にする。
(14) 施設内の床，壁，天井を破損されたまま放置しない。
(15)施設内の床，壁，天井を清潔に保つ。
(16)鶏舎の集卵装置，除糞装置，給餌・給水樋，溝，ピットを清潔に保つ。
(17) 施設内の温度，湿度，照明を適正に保つ。
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別添 1-2
4 鶏の移動，集卵

(1)廃鶏かご，鶏卵トレー等外部と出入りする資材については消毒済みのものを受け入れ
る。

(2 )鶏群の移動は，健康な群のみ移動させる。
(3 )移動かごは，消毒済みのものを使用する。
( 3)汚卵，破卵等の食用不適卵は， GPセンターへ搬入しない。

5 従事者の衛生
(1)従事者は健康診断および検使を定期的に受診し健康維持に努める。
(2 )従事者は手指，衣服，履き物等常に清潔を保つ。
(3 )従業者は各工程における SSOPを遵守する。
(4)汚染区域から準清浄区域，準清浄区域から清浄区域に入る際は，作業着・履き物を

交換し，手指を洗浄・消毒し，汚れを持ち込まない。
(5 )従事者は，鳥類のペットを自宅で飼わない。
( 6)訪問者が施設内に入る場合，従事者と同様施設専用の衣服，履き物に交換し手指を

消毒する。

6 従事者の教育

別添 2

(1)それぞれの施設に衛生責任者または，これに類する責任者を専任する。
( 2)家畜衛生および、食品衛生について研修を行う。

書類No.: 02-00-00 
作 成 。 1999/08/01 作成者
改 :iE : 0000/00/00 作成者

製品説明書(参照例)

1製品の名称 00000エッグ

2食品の種類 鶏卵または鶏の殻付き卵 金品衛生法施行規則第 5条

生食用 M白卵

3.原材料に関する事項 原料卵

銘柄 000000 別紙書類恥02-02-01

飼料 000飼料 別紙書類恥02ー02ー02

4添加物の名称及び

その使用量

5容器包装の 内装資材。材質ポリエチレン

形態，材質 形態卵パック(10個入り).加熱接着器により

シーノレ，賞味期限ラベノレ入り

外装資材ー材質段ボール紙
形態段ボールケース (3パック入り)

6性状及び特性

7製品の規格 サイズ

白玉

正常卵 (卵選別包装施設の衛生管理要領)

サノレモヰラ属 陰性(自主規格)

洗浄済みで卵殻表面に汚れのないこと
(洗浄基準、別紙書類N.02-06-0!)

抗生物質 抗菌性物質が基準を越えて残留しないこと

その他。生産者住所，氏名をラベル表示

8消費期限文は 賞味期限 14日(自主規格)ラベノレ表示

品質保持期限 鶏卵の日付表示マニュアルで夏期29-30'Cを設定

及び保存方法 GPセンター保管 1日(25'C以下)

家 庭 10'C以下冷蔵

9喫童又は利用の方法 生食

品質保持期限経過後は飲食に供する際に

加熱殺菌 (70'C.I分)を要する旨記載

10販売等の対象とする 般消費者

消費者

11流通方法 宅配 夏期のみクーノレ宅配便 (40C)

家庭 10'C以下にて冷蔵(ラベノレにて表示)

- 98-



別添 3-1

HACCP12手順の4

第 37巻 2001 年

フローダイヤグラム/施設内見取り図の作成

生産工程一覧図(フローダイヤグラム) その 1
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月山~ 3-2 

生産工程一覧図(フローダイヤグラム) その 2

ー→ l--l・

-100ー



別添 4

鶏舎見取り図
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生産物・糞・排水の動線図
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主友司圭争

管理E分 作業工程 危害要因 防止措置 管理官 管理基準 モニ列ング方法 改善措置 検証方法 記録文書名

オール了ウト後の 鶏舎の 各鶏舎の CCP 羽毛，糞便，慶挨がない 目視検査 再清掃・再洗浄・再消毒 記録確認 施設管理記録

導 鶏舎の サルモネラ汚染 清掃・消毒マニュアノレの 水量，消毒液量 ~'1~水量，消毒液
清掃・消毒 の継続 遵守 (各鶏舎毎マニュアルで規定) 使用量の確認

サルモネラ陰性 細菌検査消毒後 検査記録

入

素びなの搬入 導入鶏の 清浄ひな導入 * サルモネ7陰性 細菌検査成績の 返送文は淘汰 記録確認 導入ひな記録

サルモネラ保菌 (導入先の安全確認) CCCP) 結果確認

細菌検査

勝化場でのCE弗jの投与 投与済み 導入時.敷料

の確認 ヂt'-1時:~'-t'がット

納品書確認

ひなの移動 移動ひなの 保菌鶏群の摘発 サルモネラ陰性 細菌検査 淘汰 記録確認 飼養管理記録

サルモネラ保菌 ~'-t'ハーフド 塵挨

育 移動1週間前

移動後 1週間目

飼料の搬入 飼料の 品質保証付飼料の購入 * サI~モネラ陰性 検査成績書の確認 給与停止，返送 記録確認 飼料管理記録

雛 サルモネラ汚染 CCCP) 細菌検査

ロット毎

その他管理 外部からの 外来者の入場制限， 外部からのサ附朽の 管理記録の確認 一般衛生管理事項の 記録確認 飼養管理記録

サルモネラ持込 立入マニュアル，給餌マニュアル 持込がない 再周知・再教育

作業者の持込 ， 除糞マニュアルの遵守 作業者・飼料・水・糞等を 陽性鶏群の淘汰

汚染鶏群からの交差汚染 介したわ附杉汚染がない

ネズミ・ サルモネラの持込と伝搬 駆除マニュアルの遵守 ネズミ等が確認、されない 目視検査 再駆除 記録確認、 飼養管理記録

害虫の駆除

くち~，ý1f1実烏〉告有企三年寄玉里衆主主ず舌云受

*安全性については，供給側との連携が必要である。
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管理的 作業工程 危害要因 防止措置 管理U点 管理基準 壬ニクリンクさ方法 改善措置 検証方法 記録文書名

薬剤の投与 抗菌性物質の 指示書および CCP 投与方法が正しく投与量が 薬剤投与量の確認、 卵の廃棄 投与記録確認 飼養管理記録
卵への移行 投与マニュアルの遵守 基準を越していない 卵の残留検査

採

飼料の搬入 飼料のサルモネラ 品質保証付飼料の購入 (CCP) サルモネ7陰性 検査成績書の確認 給与停止，返送 記録確認 飼料管理記録
卵 汚染 細菌検査ロット毎

その他管理 外部からの 外来者の入場制限， 外部からのサルモネ7の 管理記録の確認 一般衛生管理事項の 記録確認 飼養管理記録
サノレモネラ持込 立入マニュアル，給餌マニュアル 持込がない 細菌検査(サル市陰性) 再周知・再教育

作業者の持込 ， 除糞マニュ7ル，集卵マニュアル 作業者・飼料・水・糞等を 移動後1週間目 陽性鶏群の淘汰
汚染鶏群からの交差汚染 の遵守 介したすl崎将汚染がない 産卵開始後 1週間目 加熱加工用へ用途変更

産卵ピーク時， サJレモネラ陽性鶏群の特定
廃鶏1ヶ月前 陽性鶏群の早期淘汰
;I(-t'，，'フド，挨，集卵
ベノレト，食用不適卵

ネズミ・害虫の サjレモネ?の持込と伝搬 駆除マニュアルの遵守 ネズミ等が確認されなし 目視検査 再駆除 記録確認 飼養管理記録
駆除

集 卵 コンへや7を介した コンぷ7運転・清掃マニュ了ル コンへやnこ汚れが見られない 目視検査 ラインを停止しコンヘγの 記録確認 GP施設
サルモネラ汚染 の遵守 汚れを除去する 細菌検査 管理記録

J、母一コンへ"7
'・・・・・・・ーーーーーー.-----------------輔副...句...・・司・...胴“・・・・・・・・・・・・・・ ー・-------------.・ーーー..ーー..・・------------ーーー・-----------------ー・・・ーーーーー"ー...胃植同..回『闘曹曹圃 排水
前検卵 鶏卵の交差汚染 汚卵，破卵，軟卵の除去 汚卵，破卵，軟卵の除去もれがない 目視検査 汚卵等の再除去 重量選別器

鶏 検査員の交代，再教育 床
-・・-----_.幽・・ーー曲 ー司 M 句ー・ー・-..明輔--------ー---------------------.---.--.---曹 ー句・.暢----・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーー------------.--・ー輔副・..----・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 包装機
洗卵 不適正な洗浄によ 除菌効果をもった CCP 洗卵水45'C 4回/日点検 適正な洗卵水に復旧

卵 るサノレモネラの残 洗浄水の使用 塩素濃度150ppm (始業時，休憩開け) するまで作業中止 月 1回
存 洗卵水の適正な温度 水量1.000ml/分以上 温度測定 再開後，再洗卵・再乾燥

管理， 塩素濃度測定 保守，長検
出 流量維持 水量調u定 温度計

(自動・連続測定が 水量計
望ましい) 送風機

荷 ー.-時開ー--------値副.ーー・_..ーー』ーー...ーーーーーーー ーーーーー--_.--帽ーー..帽・----------ーーー・ーー -------------._--._-----ー・・・・・・・-・・・・・・・ー.幽・ーーーーーーーーーーー ーーーーーー明--._--・・ー"・...・・・・e 検卵機
乾燥 鶏卵殻のサJレモネラ増殖 十分な送風により卵殻を 水滴が残っていない 目視検査 再乾燥 選別機

乾燥させる 包装機
-----ーーーーーーーーーー ーーーーーー----------.-ー司 '・------曲』ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ----.ー '・・・・・e・..ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...・・------ー・ーーーーーーーー ーーーーー司ーーー...開園・・・』ーー副_..

検卵 鶏卵の交差汚染 ひび割れ卵，血玉卵， 汚卵，破卵，軟卵の除去 目視検査 汚卵，破卵，軟卵の
異物混入卵の除去 漏れがない 再除去

ー・..聞・・・・ M ・----ーーーーーーーーーーーーーーー司曙 F 司曙 ..・・・・・・・・ーー・.ーーー.ーーーーーーーーーー ーーーー司ー ー-----------ーー岨ー・ーーーーー ーーーー司回------------岨値ーー ーーーーーーーーー曹司担ー...・...・・・・ー

重量選別 選別機器を介した 清掃マニュアルの遵守 器具に汚染がみられない 目視検査 ラインを停止し器具の消毒
卵のサルモネラ汚染 卵の再洗卵

むコ
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別添 5-3

包装容器に汚染が見られない

鶏卵生産記録

逆のぼって汚染された
卵の再洗卵

加熱加工用に用途変更|記録確認
空調機の再調整・整備

目視検査

室温測定
4回/1=1点検

記録確認、

lot以下
保管期間3日以内

包装場所を介した|清掃マエ~7f;の遵守
卵のサルモネラ汚染

保管温度の上昇， I保管施設の適正温度維持Iccp
長期間保管によ|先入、先出の励行、定期的
るサルモネラ | 出荷
の憎殖

包装

保管

ネズミ等が確認、されない GP施設
管理記録

記録確認、再駆除目視検査駆除マニュアルの遵守
臨時駆除

(環境検査ですルモ杉陽性)

ネズミ・害虫Itルモネラの持込
の駆除

従事者によるモネラ持込
と交差がない

一般衛生管理事項の
再周知・再教育

記録確認従事者による |作業マニュ7ルの遵守
サルモネラ持込
と交差汚染

従事者の
衛生管理

シール管理記録記録確認手作業:再シール
従業員の再教育

機械:機械の補修 |保守点検
手作業による再シール

l表示漏れがない |目視検査

用途・賞味期限が適主である
不適Eな表示シールlこ|作業マニュアルの遵守
基づく不適正な
取扱いによる
サルモネラの増殖

表示シール

アウトラインG Pセンターの場合

管理E分 作業工程 危害要因 防止措置 普理点 管理基準 モニJ9ング方法 改善措置 検証方法 記録文書名|

卵の受入 サルモネラ汚染卵 清浄農場からの卵の受入 ccp 汚卵，破卵，軟卵がない 目視検査 返送 記録確認 搬入記録
鶏 の搬入 サJレモネ7陰性 農場環境検査記録 細菌検査 検査記録の

の確認 Jj1s 写し
卵 M ~ ~.回骨 M ・a 町伽骨噌聞骨同組制幽歯固・・ a幽 ーーー・ーー・---------------------ー・-----・・・・・・・ーーーーーーーーー・・・・・・・・・ーーーーー.ーー・・・・・ーーーーーー・--------ー----------ーーーー・ーーー・----- キャ97-

鶏卵の交差汚染 農場別の搬入・保管 他農場の卵との交差がない 目視検査 返送 オートトグー

出 農場別に積上 原卵庫床
農場毎にトトロサ~を清掃・消 ラインを停止後，処理した

荷 毒 卵を原卵康に戻し，
オートロイ守ーの清掃・

消毒をする
ー・ーーーーーーー・----------ー・・ーーー・・・・ーーーー・・ーーーーーーーーーー・.-ーー・・.ーー・・・・・ーーーーー・・------------------ーー・・ーーー・・・・・・・・ーーーーーー.ー・・・・・・ーーーー・-------------
搬入器具からの 洗浄・消毒済みの 洗浄・消毒済みのサインが伝票に 目視検査 返送

サルモネラの 農場専用のキャリアー， 記載してある。
持ち込み トレーを使用し、 搬入農場のキャリアー・トレ}で 目視検査 返送

搬入伝票に洗浄・消毒 あること
実施者名をサイン

点h

以下前検卵工程へ
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c C P 1 整理票

型晶の名称 000000ヱツグ
書類No.: 000 CCPI-OQ-Ol 
施設名育雛舎 (000)
作成・作成者平成0年0月O日 0000 
改正・由正者平成O年O月O日 0000 

2/2 (参照例)清掃・消毒マニュアル(幼雛舎)

書 類 No.，000 CCP1-0l-0l 
施 E宣 告育雛舎 (000)
作 成 ・作 成者 平成O年O月O日 0000 
改 正 ・改 正者 平成O年O月O日 0000 

別添 7-2

CCP No. CCPl 

段階/工程 オールアウト桂の鶏舎の清掃・消毒

危 害 サノレモネラ

危害由要因 鶏舎のサノレモネラ汚染の継続

防止措置 各鶏舎の清掃・消毒マニュアノレの遵守

(書類肱000 CCPI-03-ul) 

管理基準 羽毛，糞便，塵挨の付着がない

水圧 各鶏舎の清掃・消毒マニュアルに規定
水量 :各鶏舎の清掃・消毒マエユアルに規定

消毒液量ー各鶏舎の清掃・消毒マニュアノレに規定
サルモネラ陰性導入1週間前に確認終了

をニタリシタ・ 目視，細菌検査 (鶏病研究会の検査方法)

方 法 (検査マエュアル書類No.OOO CCPI-03-02) 

頻 度 オ}ルアウト後露国

担当者 育雛担当ー 00

改善措置 再清掃，再洗持，再消毒

検笹方法 一般細菌数の検査

検査ヶ所糞畳け板 lO'/cm'
年 2回(夏期，冬期)そニ抑ンr時および消毒方法の変更時
消毒薬在庫量の確認， 2回/年，在庫管理者 00

在庫管理表(消毒薬)，書類肱000 CCPI-03-01 
検査技術のチェックョ年度初めまたは担当者変更時，

家畜保健衛生所

記録文書名 施設管理表(幼雛舎)書類Ml.QOO CCPI-06-01 
と 在庫管理表(消毒薬)書類No.OOO CCPI-06-02 

記録肉容 記録項目 実施年月日，天候，気温，使用薬剤，濃度

使用量，実施状況，実施者名，特記事項

2 育雛室および前室の清掃・消毒

ホコリを抑えるために消毒液を動噴で散水。

1，000倍のA消毒液lOOm，f.l' 水量 100~ ， ~k 
ほうき、スコップにて糞を搬出。

除糞後動力噴霧器を使って水洗。

水洗後 1日以上乾燥(鶏舎の窓は開放)。

別添 7-1
清掃・消毒マニュアル(幼雛舎) 1/2 (参照例}

書類No.:000 CCPI-01-01 
施段 名 宥線合(000)
作成作成者平成O年O月0" 0000 
改正目改正者平成O年O月O日 0000 

3 育雛器をセット

給水樋，給餌樋，除糞板，踏み込み消毒槽(A消毒液500倍)

鶏舎窓を閉める。

4 発泡消毒・乾燥 (8消毒液 100倍液)

天井、壁、育雛器(外部)、育雛器(内部)、床の順に消毒を実施する。

消毒量は動力噴霧器で、 O.4~刑/m'とする。
育雛舎全体の消毒量 2009刑

B 消毒液 : 2， OOOm，f.t ( 2 bトル)

乾燥は 1日-2日とする。

以降鶏舎への立入は、専用の作業服・長靴を着用し， 手指の洗浄後，

踏み込み消毒槽を使用する。

(4)発泡消毒・乾燥【ザ日朽汚染時、上飽の繰り返し1

5 仕上げ消毒(消毒液A500倍漉)

動力噴霧器で鶏舎内全体に散布する。

散布量は 5bf'/坪(200M')とする。

500倍B消毒液， 400明州

【ザ肝朽汚染時1c消毒液:500倍にて消毒。

散布量は200'''f>(5 'M，/3. 3町内とする。

C消毒液:400m~f，!l 

6 排水溝の清掃

鶏舎周辺の排水が良くなるように実施白

水たまり対策。

7 周辺土壌の消毒(消石灰)

鶏舎の軒下を中心に 2kg/m'を散布する。

8 付帯項目 鶏舎の点検・修理

簡易なもの(窓ガラスの破損，壁板の破損，給水・給餌樋の交換等)

であれば3 の育雛器のセット時に実施する。

屋根の破損等大規模な修理の場合は、別途計画して実施する。

1 育雛器田清掃・消毒

①実施時期 中雛舎に移動桂

②実施者場長およびOO(氏名)

⑤服 装専用の作業服および長靴を着用，消毒植使用時はマスク着用

④結水樋給餌樋
取り外し桂，水槽に 1時間以上程演し付若物をふやかす.
ブラシでこすり酷い。
500惜のA梢毒槽に30分以上世揖後乾燥。
消毒槽水量ー 200M'"
A消毒摘 400"H~ 

⑤除草桓の清掃
除糞桓に付着した糞をへらおよびブラシ等を用いてていねいに削り落
とす。
水槽に 1時間以上置揖し付着物をふやかす。
ブラシでこすり洗い。
500倍のA消毒槽に30分臥上橿揖後乾埠。
陣糞桓は、結水植・結餌樋と別に行う。

【サルモネラ汚染時】
障茸極Iま韓却し軒たに障糞塩を晴入する
陣糞桓サイズ 50，皿X30c阻 X5皿(厚さ)
陣嵩垣敏融 120枚

⑥ガスコンロ 取り外し桂水器乾操。

⑦背離器本体
汚れの付着している部分に散水後
汚れをへらおよびブラシ等を用いてていねいに削り轄とす.

@へら・ブラシの消毒
使用したへら・ブラシは、 1時間以上500倍A消毒液に担漬桂、乾操。
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施設管理表(幼雛舎)

入雛予定日:平成 年 月 日

項 目 実施日時 天候 気温

育雛器の清掃消毒 / ~ / 

給水・給餌樋の洗浄・消毒

除糞板の洗浄・消毒

除糞板の焼却

~.^コンロ洗浄

育雛器本体の清掃・水洗

育雛室の清掃・水洗

前室の清掃・水洗

育雛器のセット

踏み込み消毒槽の設置

幼雛舎全体の発泡消毒(1回)

幼雛舎全体の乾燥 (1回)

幼雛舎全体の発泡消毒(2回)

幼雛舎全体の乾燥 (2回)

幼雛舎全体の消毒 (1回)

幼雛舎全体の乾燥(1回)

幼雛舎全体の消毒(2回)

幼雛舎全体の乾燥(2回}

排水溝・側溝の清掃

鶏舎周辺土壌の消毒
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施設管理表(幼雛舎)

鶏舎の修理

修理箇所 実施日時 農場現場 委託業者名

責任 者 (現場責任者のfイン)

/ ~ / 

106ー

使用薬剤 薬剤量

文書名:CCP5-06-01 
作成:00/00/00 作成者 :0000
改正:00/00/00 作成者 :0000

水量 消毒機 実施状況 実施者

文書名 CCP5-06-02 
作 成 00/00/00 作成者。 0000
改正:00/00/00 作成者 0000

実施状況(具体的に図示する)
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主鏑 年月E

調書 月/目 日齢

/ 。
/ l 

/ 2 

/ 3 

/ 4 

/ 5 

/ 6 

/ 7 

1週

/ B 

/ 9 

/ 10 

/ 11 

/ 12 
13 
14 

2週

/ 15 
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年 月 日餌付け
聾事琉・淘:"K‘司 1冒
弊死羽数 淘汰羽数

1日計;累計 1日計;累計

品目:

第 37巻 2001 年

書類No.CCP3-06-01
作 成 :00/00/00 作成者 :0000
改 正 :00/00/00 作成者 :0000

飼育管理 表
銘

弊合死・計淘汰

1日計;累計

調. 羽数 ヨ司
管理E

L警掃
糞除

消毒 ワウ 検査
チン

事時鰍m者 時耳障愉間者 事時繍者間 湘時間鍾
GP :挨

. : : : 

書類 No : 000 CCPI-03-01 
作成・作成者平成O年O月O日 0000
改正改正者・平成O年O月080000

在 庫 管理表

他 鼠 そ

の
姿:糞:~跡:械 他l

| 年月 日|入庫数量|出庫数呈|在庫数量 |Lot |賠入先or消毒場所
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