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食肉の食品衛生上のリスク 

2017年6月25日（日） 
＠東京大学農学部フードサイエンス棟  

中島董一郎記念ホール 
 

日本ピュアフード株式会社   
品質保証室 相馬 成光 

食のリスクコミュニケーション・フォーラム2017 第2回 
リスクの定義 
 （ ： ）

事態の確からしさとその結果の組み合わせ、

又は事態の発生確率とその結果の組み合わせ

 （ 、 ： ）

目標に対する不確かさの影響

◆ （ ）

● ）

食品中のハザードによって引き起こされる、健康悪影響の確度とその重篤
度との関数

プロローグ 
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縄文人の食事は？ 
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焼鳥は・・ 
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なぜ美味しい？ 
Heterocyclic amine 

Benzo[a]pyrene 

日本人は何を食べてきたのか？ 
• どんぐり、クリ、クルミ、トチの実、アサリ・ハマグリ、きのこ、木の

実、ヤマイモ、ノウサギ、ムササビ、キジ、鮭、川魚、・・。 
• アワ、ヒエ、コメ、・・・ 
• いわゆる山菜、木の芽、・・ 
• 川魚、海魚（海岸漁業）、・・・ 
• 照葉樹林帯より落葉樹林帯の方が木の実収量多い 
• 年間降水量×日照量×温度≒植物生産量 
• 長い年月に渡り、同じような場所に居住をし、採取農耕生活を

行ってきた→複数の年代の住居跡が重なっている 
• 山の中にクリを植えてきた 
• トチの実（サポニン除去：灰汁使用） 
• 縄文人は堅果類と根茎類を中心として，補完的に魚肉や獣肉

を摂取していた ※ （ ※佐々木高明（1991）：日本史誕生．集英社 ） 

 
6 



2017/6/23 

2 

7 

赤地：暖温帯落葉広葉樹林、 
黒地：照葉樹林  
赤斜線：冷温帯落葉広葉樹林。 

「環境考古学事始め」安田 喜憲著 より抜粋 

縄文時代晩期（3000年前頃）の日本列島の植生図 
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バイオマス、土壌有機物の比較 

kgC m-2 kgC m-2 kgC m-2 yr-1

生態系 バイオマス量 土壌有機物量 純一次生産量

熱帯林 11 10.4 0.72
温帯林 8 11.8 0.65
北方林 9.5 14.9 0.43
温帯草原 3 19.2 0.32
ツンドラ 0.8 21.6 0.13

森林総合研究所HPより

バイオマス，ＮＰＰ：Haughton,R.A. and Skole,D.L.(1990)
土壌有機物：Schlesinger,W.H.(1977)

ともにSchlesinger,W.H.(1997)から引用(一部編集)

陸域生態系のバイオマス，土壌有機物蓄積と純一次生産量

• 東南アジア地域には気候の地の利。ただし過度の豪雨は土壌流出へ繋がる。 
• 我が国は潤沢な降雨と日照がある温帯が中心。（落葉広葉樹林、常緑広葉

樹林） 
• 適度な地温・湿度（降雨と乾燥）・日照・降雨に恵まれた日本。 
• 洪水撹乱後、60年で森林化、200年で極相林化。 
• 循環型農法・・・里山型農法 
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江戸時代の居住地近郊は里山～草原状態 
江戸100万都市への薪炭供給、軍馬維持、食糧供給エリア。 
バイオマスの薪炭化、堆肥化。 「おじいさんは山に芝刈りに・・」 
京都・大阪近郊、東海道沿い周辺は綺麗な里山が存在。 
浮世絵には禿山にも見える草原風山林が多く描かれている。 

「森と海に任せる」意識のベース。（※） 

内陸部では植物資源、沿岸部ではプラス海洋資源の食糧利用。（※） 

縄文時代までは漁労、採集、狩猟を基礎とした社会が一万年近く
持続（最大推定人口約26万）。 （※） 

弥生時代から江戸時代まで動物食の利用はせいぜい2～3割。 そ

のほとんどが魚介類からの供給であった。 （※2014．「日本人の食性」南川雅男） 

日本人の食性 
• 日本人固有の思想：自然放任型の生産。（１） 

• 北海道では「海の民」、本州以南では「森の民」。（１） 

• 「山に返す、海にもどす」という思いの存在が推察。（１） 

• 内陸部と沿岸部とでは食性に違い。内陸部は植物中心。（１） 

• 弥生時代～江戸時代は魚介類の利用が増加。（１） 

• 「魏志倭人伝」では日本には牛馬はいないことに。（２） 

• 「近親者の死後10日ほどは肉を食べない」との記述。 （3） 

• 明治時代～昭和前期は、米の利用が増加。（リジン不足）（１） 

• 1950年代は魚介類、乳製品、1960年代は肉類の消費が増大。（１） 

• 高度成長時代、「ビフテキ」はご馳走の代名詞。 
• 1991年、牛肉の輸入自由化（輸入枠から関税制に）。 
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１．南川雅男「日本人の食性」、2014年、敬文社 
２．中山太郎「歴史と民族、生活と民族、信仰と民族」、平成11年(初出は1941年から1943年)、パルトス社 
３．平林章仁「神々と肉食の古代史」、2007年、吉川弘文館 
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飼料コスト指数 と 肉/飼料コスト比率の推移  
（2003-2005＝1 として） 
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日本における食鶏生産工程の例 
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日本における豚生産工程の例 
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日本における和牛生産工程の例 
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なぜ、食肉は無菌ではないのか？ 
• 生物であること。すなわち、細菌との共生関係にあること。 
• 腸内細菌数が多いこと。 
• 動物種間において、常在細菌叢が異なること。 
• 個体間常在細菌叢が異なること。 
• 同一個体であっても時系列で細菌叢が変化していくこと。 
• 畜産では、食事と排便が同じ施設で行われること。 
• すなわち、家畜（動物）表皮（毛・皮膚）には相当の細菌が付着あ

るいは常在していること。 
• 食肉処理において、剥皮工程においては些少なりとも枝肉への

コンタミが発生しうること。 
• 鶏肉においては脱羽工程前後で、表皮細菌が広く均一にコンタ

ミされること。 
• 鶏卵においては総排泄腔にて排便と排卵が行われること。 

16 

ジビエ （gibier）のリスク 

17 

wild animals that are hunted for food.（ Oxford Reference） 

ジビエ（仏: gibier）とは、狩猟によって、食材として捕獲
された野生の鳥獣である。狩猟肉。 （ウィキペディアより抜粋） 
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 第２１回農林水産業・地域の活力創造本部  議事要旨 
日 時：平成２９年５月２３日（火）８：５２～９：０５  
場 所：官邸４階大会議室           （未定稿 文責：内閣官房副長官補付 ） 
 

 ○ 冒頭、菅内閣官房長官から、議事について説明があり、これを受けて、山本農林水産大
臣から次のような説明があった。 
・・（略）・・ 

農山村において野生鳥獣の被害が深刻化しているが、捕獲鳥獣のジビエ利用を拡大するこ
とで、被害を軽減するだけでなく、地域の所得の向上にも貢献することができる。 
安全で良質なジビエの提供を実現するため、捕獲から搬送・処理加工がしっかりとつながっ
た安定供給体制を整備する必要がある。  
こうした観点から、  
  ① ジビエ利用のモデルとなる地区を30年度に12地区程度整備し、  
  ② ジビエ利用量を31年度に倍増させる  
という目標の達成に向けて取り組んでいく考え。 
・・（略）・・ 

 ○ これを受け、菅内閣官房長官から、 
・・（略）・・ 

 ・「ジビエの利用拡大」については、山本農水大臣から御説明のあった「対応方針」に沿って、

関係省庁が一体となって、鳥獣被害の軽減と農山村の所得向上に向けて思い切って取り組
んでいただきたい。 
・・（略）・・ 

 ○ 最後に、安倍内閣総理大臣から、次のような発言があった。 
・・（略）・・ジビエの利用拡大などの新しい課題にも、積極的に取り組んでいく。 ・・（略）・・重要なこと

は、課題に正面から取り組み、結果を出していくこと。農林水産業を、若者が夢や未来を託
すことができる分野にしていくため、関係各位の一層の努力をお願いする。 
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食品衛生法 （抜粋） 
（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号） 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

第一条  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、もつて国民の

健康の保護を図ることを目的とする。 

第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売

以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、

加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。  

一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそ

れがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。  

二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。た

だし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、

この限りでない。  

三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。  

四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。  
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食品衛生法 （抜粋 つづき） 
（昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号） 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

第九条  第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若

しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、骨、乳、臓器及び血液又

は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しく

は第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きんの肉、骨及び臓器は、厚生労働

省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するた

めに、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へ

い死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であって、当該職員が、人の健康を損なうお

それがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。  

一  と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病又は異常  

二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病

又は異常  

三  前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であって厚生労働省令で定めるも

の  
20 
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伝染性疾病の種類 家畜の種類

一　牛疫 牛、めん羊、山羊、豚

二　牛肺疫 牛

三　口蹄疫 牛、めん羊、山羊、豚

四　流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚

五　狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚

六　水胞性口炎 牛、馬、豚

七　リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊

八　炭疽 牛、馬、めん羊、山羊、豚

九　出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚

十　ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚

十一　結核病 牛、山羊

十二　ヨーネ病 牛、めん羊、山羊

十三　ピロプラズマ病（※） 牛、馬

十四　アナプラズマ病（※） 牛

十五　伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊

十六　鼻疽 馬

十七　馬伝染性貧血 馬

十八　アフリカ馬疫 馬

十九　小反芻獣疫 めん羊、山羊

二十　豚コレラ 豚

二十一　アフリカ豚コレラ 豚

二十二　豚水胞病 豚

二十三　家きんコレラ 鶏、あひる、うずら

二十四　高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら

二十五　低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら

二十六　ニユーカツスル病（※2） 鶏、あひる、うずら

二十七　家きんサルモネラ感染症
（※）

鶏、あひる、うずら

二十八　腐蛆病 蜜蜂

と畜場法第十四条第六項各号 家畜伝染病予防法（昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号） 「第二条第一項」  
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伝染性疾病の種類 家畜の種類 マエディ・ビスナ めん羊

ブルータング 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 伝染性無乳症 めん羊、山羊

アカバネ病 牛、水牛、めん羊、山羊 流行性羊流産 めん羊
悪性カタル熱 牛、水牛、鹿、めん羊 トキソプラズマ病 めん羊、山羊、豚、いのしし
チュウザン病 牛、水牛、山羊 疥癬 めん羊
ランピースキン病 牛、水牛 山羊痘 山羊
牛ウイルス性下痢・粘膜病 牛、水牛 山羊関節炎・脳脊髄炎 山羊
牛伝染性鼻気管炎 牛、水牛 山羊伝染性胸膜肺炎 山羊
牛白血病 牛、水牛 オーエスキー病 豚、いのしし
アイノウイルス感染症 牛、水牛 伝染性胃腸炎 豚、いのしし
イバラキ病 牛、水牛 豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 豚、いのしし
牛丘疹性口炎 牛、水牛 豚繁殖・呼吸障害症候群 豚、いのしし
牛流行熱 牛、水牛 豚水疱疹 豚、いのしし
類鼻疽 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山

羊、豚、いのしし
豚流行性下痢 豚、いのしし

破傷風 牛、水牛、鹿、馬 萎縮性鼻炎 豚、いのしし
気腫疽 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、

豚、いのしし
豚丹毒 豚、いのしし

レプトスピラ症 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬 豚赤痢 豚、いのしし
サルモネラ症 牛、水牛、鹿、豚、いのしし、

鶏、あひる、うずら、七面鳥
鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら、七面鳥

牛カンピロバクター症 牛、水牛 低病原性ニューカッスル病 鶏、あひる、うずら、七面鳥
トリパノソーマ病 牛、水牛、馬 鶏痘 鶏、うずら
トリコモナス病 牛、水牛 マレック病 鶏、うずら
ネオスポラ症 牛、水牛 伝染性気管支炎 鶏
牛バエ幼虫症 牛、水牛 伝染性喉頭気管炎 鶏
ニパウイルス感染症 馬、豚、いのしし 伝染性ファブリキウス嚢病 鶏
馬インフルエンザ 馬 鶏白血病 鶏
馬ウイルス性動脈炎 馬 鶏結核病 鶏、あひる、うずら、七面鳥
馬鼻肺炎 馬 鶏マイコプラズマ病 鶏、七面鳥
馬モルビリウイルス肺炎 馬 ロイコチトゾーン病 鶏
馬痘 馬 あひる肝炎 あひる
野兎病 馬、めん羊、豚、いのしし、うさ

ぎ
あひるウイルス性腸炎 あひる

馬伝染性子宮炎 馬 兎ウイルス性出血病 うさぎ
馬パラチフス 馬 兎粘液腫 うさぎ
仮性皮疽 馬 バロア病 蜜蜂
伝染性膿疱性皮膚炎 鹿、めん羊、山羊 チョーク病 蜜蜂
ナイロビ羊病 めん羊、山羊 アカリンダニ症 蜜蜂
羊痘 めん羊 ノゼマ病 蜜蜂

家畜伝染病予防法 第四条第一項 の農林水産省令で定める伝染性疾病 

家畜伝染病予防法施行規則（昭和二十六年五月三十一日農林省令第三十五号） 最終改正：平成二九年二月二八日農林水産省令第一一号 
第二条   法第四条第一項 の農林水産省令で定める伝染性疾病 

と畜場法 （抜粋） 
（昭和二十八年八月一日法律第百十四号） 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

（この法律の目的）  
第一条  この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の

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じ、もつて国民の健
康の保護を図ることを目的とする。  

（定義）  
第三条  この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。  
（獣畜のとさつ又は解体）  
第十三条  何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしては

ならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  
・・・ 
（獣畜のとさつ又は解体の検査）  
第十四条  と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつ

してはならない。  
２  と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体

してはならない。  
３ と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検

査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいず
れかに該当するときは、この限りでない。  

・・・ 

 23 24 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（抜粋） 
（平成二年六月二十九日法律第七十号）最終改正：平成二八年五月二〇日法律第四七号 

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

一 食鳥  鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定める

ものをいう。 

・・（略）・・ 

第十五条  食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況

について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。  

２  食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体

表の状況について都道府県知事が行う検査（脱羽後検査）を受けなければならない。  

３  食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とた

いの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査（内臓摘出後検査）を受け

なければならない。 

・・（略）・・ 
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人畜共通感染症 

第１類 エボラ出血熱、マールブルグ病 サル 

 クリミアコンゴ出血熱 反芻動物、鳥類 

 ペスト、ラッサ熱 齧歯類 

第２類 細菌性赤痢 サル 

第３類 腸管出血性大腸菌感染症 ウシ 

第４類 狂犬病 イヌ、キツネ等 

 アメーバ赤痢、ジアルジア症 サル 

 エヒノコックス症 キタキツネ 

 黄熱、デング熱、Bウイルス病 サル 

 オウム病 鳥類 

 Ｑ熱 反芻動物、鳥類 

 クリプトスポロジウム症、ライム病 各種動物 

 ハンタウイルス肺症候群、ツツガムシ病 齧歯類 

 腎症候性出血熱 

 炭疽、ブルセラ症 家畜等 

 日本脳炎 ブタ  

25 

人畜共通感染症 

• 齧歯類に由来する感染症 
– ペスト 

– ラッサ熱 

– 腎症候性出血熱 

– ハンタウイルス症候群 

– ツツガムシ病 

– 日本紅斑熱 

 

• サルに由来する感染症 
– エボラ出血熱 

– マールブルグ病 

– 細菌性赤痢 

– アメーバ赤痢 

– ジアルジア症 

– 黄熱 

– デング熱 

– Ｂウイルス病 

– ウイスル性肝炎 

• ウシ、ブタ、ヒツジに由来
する感染症 

– クリミアコンゴ出血熱 

– Ｑ熱 

– 腸管出血性大腸菌症 

– ブルセラ症 

– 炭疽 

– クリプトスポロジウム症 

– 日本脳炎 

– サルモネラ症 

– ロタウイルス感染症 

– 結核、非定型抗酸菌症 

– 類丹毒 

– 類鼻疽 

– トキソプラズマ 

• ペットに由来する感染症 
– オウム病 

– マイコプラズマ性肺炎 

– サルモネラ症 

– 狂犬病 

– 野兎病 

 

• その他の動物に由来する
感染症 

– ヘンドラウイルス感染症 

– 鼻疽 

– 破傷風 

 

26 

シカ、イノシシ解剖図譜（アトラス）（厚労省）より抜粋 

27 

出典：カラーアトラス 平成２６年１１月１４日 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 

廃棄の判断 
 
①野生鳥獣肉について、食用として疑わしいものは廃棄とする。 
②肉眼的に異常が認められない場合も、可能な限り、内臓につい
ては廃棄することが望ましい。 
③内臓摘出時に肉眼的異常が認められた場合、その内臓は全 
部廃棄。 
④リンパ節腫脹、腹水や胸水の貯留、腫瘍、臭気の異常等が認
められた場合は、枝肉、内臓を全部廃棄。 
⑤筋肉内の腫瘤について、筋肉を含め全部廃棄とすること。 

28 

肝臓辺縁に白色の病巣 
肝膿瘍 
表面に盛り上がった白色の結節（膿瘍） 

枝肉、内臓 全部廃棄（シカ） 

腎臓の変形 肺：白色の結節が多数見られる 
出典：カラーアトラス （平成２６年１１月１４日 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課）より抜粋改編 

29 

肝膿瘍 
表面に盛り上がった白色の結節 

枝肉、内臓 全部廃棄（イノシシ） 

腎臓：白色の病巣がある 
出典：カラーアトラス （平成２６年１１月１４日 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課）より抜粋改編 

（参考）豚の疣贅性心内膜炎弁に疣状の病変 

（参考）豚の肺膿瘍表面にやや盛り上がる膿瘍 

馬肉における寄生虫 

30 



2017/6/23 

6 

31 
平成23年4月25日 厚生労働省資料より抜粋 

年次別食中毒推移 
 （厚生労働省統計資料より） 

32 

33 

1981 1,108 30,027 13 27.1
1982 923 35,536 12 38.5
1983 1,095 37,023 13 33.8
1984 1,047 33,084 21 31.6
1985 1,177 44,102 12 37.5
1986 899 35,556 7 39.6
1987 840 25,368 5 30.2
1988 724 41,439 8 57.2
1989 927 36,479 10 39.4
1990 926 37,561 5 40.6
1991 782 39,745 6 50.8
1992 557 29,790 6 53.5
1993 550 25,702 10 46.7
1994 830 35,735 2 43.1
1995 699 26,325 5 37.7
1996 1,217 46,327 15 38.1
1997 1,960 39,989 8 20.4
1998 3,010 46,179 9 15.3
1999 2,697 35,214 7 13.1
2000 2,247 43,307 4 19.3
2001 1,928 25,862 4 13.4
2002 1,850 27,629 18 14.8
2003 1,585 29,355 6 18.5
2004 1,666 28,175 5 16.9
2005 1,545 27,019 7 17.5
2006 1,491 39,026 6 26.2
2007 1,289 33,477 7 26.0
2008 1,369 24,303 4 17.8
2009 1,048 20,249 0 19.3
2010 1,254 25,972 0 20.7
2011 1,062 21,616 11 20.4
2012 1,100 26,699 11 24.3
2013 931 20,802 1 22.3
2014 976 19,355 2 19.8
2015 1,202 22,718 6 18.9
2016 1,139 20,252 14 17.8

年次 事件数 患者数 死者数
１事件当
たりの
患者数

1996 1,217 46,327 15 38.1
1997 1,960 39,989 8 20.4
1998 3,010 46,179 9 15.3
1999 2,697 35,214 7 13.1
2000 2,247 43,307 4 19.3
2001 1,928 25,862 4 13.4
2002 1,850 27,629 18 14.8
2003 1,585 29,355 6 18.5
2004 1,666 28,175 5 16.9
2005 1,545 27,019 7 17.5
2006 1,491 39,026 6 26.2
2007 1,289 33,477 7 26.0
2008 1,369 24,303 4 17.8
2009 1,048 20,249 0 19.3
2010 1,254 25,972 0 20.7
2011 1,062 21,616 11 20.4
2012 1,100 26,699 11 24.3
2013 931 20,802 1 22.3
2014 976 19,355 2 19.8
2015 1,202 22,718 6 18.9
2016 1,139 20,252 14 17.8

年次 事件数 患者数 死者数
１事件当
たりの

米国における食品媒介感染症事情 

34 
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米国における未加熱牛挽肉製品(RGB) の  E. coli O157:H7検査陽性件数の推移 

西暦年 

データ参照先）United States Department of Agriculture   Food Safety and Inspection ServiceのHPより。 (2017.May.28) 
Topics / Data Collection and Reports / Microbiology / E. coli / Individual Positive Results by CY / Current Year Positive Results 

データを元に作図。 

検
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回収または出荷止め 
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米国における未加熱牛挽肉製品(RGB) の  E. coli O157:H7検査陽性率の推移 

陽
性
率
（％
） 

西暦年 

データ参照先）United States Department of Agriculture   Food Safety and Inspection ServiceのHPより。(2017.May.28) 
Topics / Data Collection and Reports / Microbiology / E. coli / Individual Positive Results by CY / Current Year Positive Results 

データを元に作図。 

2001年～2004年は年間総検体数の最小値で算出 

回収または出荷止め 
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37 

米国における食品媒介感染症Outbreak件数・患者数・入院者数・死亡者数の推移 

 （Jun2017）Centers for Disease Control and Prevention（CDC）のFoodborne Outbreak Online Database (FOOD Tool)  よりデータ抽出。 

年
Outｂreak

件数
患者数 入院 死亡

2001 1,248 25,192 665 11

2002 1,320 24,939 734 14
2003 1,089 23,079 687 24
2004 1,328 29,034 779 22
2005 959 19,761 592 8
2006 1,255 28,656 1,170 10
2007 1,088 20,970 877 18
2008 1,029 23,089 1,250 22
2009 669 13,813 546 7
2010 853 15,893 662 20
2011 796 14,278 952 45
2012 833 14,995 859 20
2013 824 13,431 1,051 14
2014 872 13,295 722 23
2015 897 15,018 923 14

米国CDCのFOOD TOOLより 

38 

患
者
数 

件
数
・
入
院
数
・死
亡
数 

米国における食品媒介感染症Outbreak件数・患者数・入院者数・死亡者数の推移 

 （Jun2017）Centers for Disease Control and Prevention（CDC）のFoodborne Outbreak Online Database (FOOD Tool)  よりデータ抽出し作図。 

西暦年 

39 

Mean estimates，2013

患者数 うち入院者数 うち死亡者数

腸管出血性大腸菌O157 63,153 2,138 20
O157以外のSTEC 112,752 271 0
カンピロバクター(all species) 845,024 8,463 76
リステリア・モノサイドゲネス 1,591 1,173 247
赤痢 (all species) 131,254 1,456 10
サルモネラ（腸チフスを除く） 1,027,561 19,336 378
ウェルシュ 965,958 438 26

2013年米国USDA・FSIS・ERSコスト試算による主要食品媒介感染症患者数推計値

出典：Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. より抜粋・集計．

米国における患者数等推計値 2013年 

40 

2001年 2013年 2001年 2013年 2001年 2013年
カンピロ
バクター 1,963,141 845,024 10,539 8,463 99 76

サルモネラ 1,341,873 1,027,561 15,608 19,336 553 378

腸管出血性
大腸菌O157 62,458 63,153 1,843 2,138 52 20

O157以外の
STEC 31,229 112,752 921 271 26 0

リステリア 2,493 1,591 2,298 1,173 499 247

患者数 入院者数 死亡者数

データ参照：Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. （2001，2013）より抜粋・作図 

米国における主な食品媒介感染症患者数の推計値比較（2001年－2013年） 

USDA・FSIS・ERSデータ 

41 
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データ参照：Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. （2001，2013）より抜粋・作図 

米国における主な食品媒介感染症患者数の比較推計値（2001年－2013年） 

我が国における食品媒介感染症事情 

42 
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2011年 食品媒介でのEHEC感染事例の振り返り 

44 

発生年月

発生施設

原因食品

富山県 175人 （死亡4人）

福井県 4人 （死亡1人）

石川県 1人

神奈川県 1人

腸管出血性大腸菌 O11:H8 VT2

腸管出血性大腸菌 O157:H8 VT1,2

腸管出血性大腸菌 O157:H8 VT1

腸管出血性大腸菌 O157:H8 VT2

　　　　　　　　　　　　出典：平成23年度 厚生労働科研費特別研究事業報告,研究代表者：佐多徹太郎（2012）

食中毒の概要

患者数 181人

2011年4月

焼肉酒屋えびす

ユッケ（生食牛肉）

患者分離株

45 46 

細菌学的特徴 

• 2011年10月1日 生食用食肉の規格基準化。 
• 2012年7月 牛レバーの生食禁止 
• 2015年6月12日 豚の肉・内臓の生食禁止 

47 

その後の行政的な施策対応 

① 血清群O157ではなく、O111による食中毒。 
② 原因菌が分離できない患者が半数以上。（その中に14人の重

症患者も含まれる） 
③ VT陰性O111が多数の患者から分離。 
④ O157からはVT1,2、VT2、VT1の保有菌が分離。 
⑤ 菌が分離できない有症者、食中毒発生直後に観察された。 
⑥ VT陰性のO111しか検出されない有症者の存在。 
 2013年、「生食のおいしさとリスク」（一色賢司編）、319-327P「2011年ユッケ集団食中毒事例の概要」，綿引正則 

48 
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何が失敗だったか？ 
• 店舗スタッフが失敗？ ⇒○外食産業の中では良質？ 
• 店舗オペレーションが失敗？ ⇒○マニュアル、○設備新しい 
• 生食の衛生管理が失敗？ ⇒△良いが素人的？ 
• 生食の管理体制が失敗？ ⇒×リスク評価＆対策 
• 生食のメニュー自体が失敗？ ⇒△事故予見性はやや困難 
• 購買先管理が失敗？ ⇒×承認供給者プログラム不備 
• 会社の管理体制が失敗？ ⇒×食品安全のプロ不在 
• 業界の管理体制が失敗？ ⇒△安さ至上主義・拡大至上主義 
• 行政の監理体制が失敗？ ⇒△巡回監視人員の不足 

 

49 

 食品安全のプロを早い段階で参画させるべきだった 
 食品安全マネジメントを早期に構築すべきだった 

食肉の生食のリスクをどのように認知すべきか？ 
 微生物学的ハザード分析（ハザードの特定/特性把握）。 

 屠殺から解体～保管～流通～調理～飲食に至るまでのハザード分
析（ハザードの特定/特性把握） 。 

 リスク評価（ハザードの特定/特性把握、暴露/重篤度評価、リスク
特性把握）。 

 寄生虫・腸管系細菌・畜産環境系細菌・人畜共通感染症（細菌/ウィ
ルス）の暴露評価。 

 食品媒介の確度、人⇒人感染の確度。 

50 

食肉の調理上のリスクをどのように認知すべきか？ 
 加熱が不十分である可能性。・・レア、ミディアムレア等。タタキ風。カル

パッチョ仕立。 

 未加熱食肉との交差汚染の可能性。・・調理器具、まな板、作業者。 

 保存方法が不適切な可能性。・・中途半端なホットデリ。バイキング式。 

 

 

タルタルステーキを含む前菜 
2016．12．6 イタリア・アルバ市内レストラン 

51 

「経産牛のカルパッチョ」の紹介 
記事日経新聞 2017年6月18日（日）14面 

クラテッロ （クラテッロ ディ ジベッロ D.O.P）  

クラテッロ工場の貯蔵庫  

ポー川に霧がかかり気温が0度前後になる頃
（11月~2月） 

53 

（参考）腸管出血性大腸菌感染症発生届 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 
第１２条第１項 

第12条  医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除

き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働
省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別
その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に
届け出なければならない  
一  一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症

状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感
染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者  

事業者にとって本当に大事な食品安全情報 

54 
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営業許可⇒施設の基準 （食品衛生法） 

第51条   

  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業（食
鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を

除く。）であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆
衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。  

営業許可は自治体（条例）で付与 

保健所設置自治体 144 (都道府県47、保健所設置市74、特別区23)  
（保健所総数 481） 
 

営業許可だけでは製造時の安全管理不十分 

55 

食品衛生法施行令 
第三十五条   
法第五十一条 の規定により都道府県が施設についての基準を定

めるべき営業は、次のとおりとする。 
 一  飲食店営業（一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出

し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食
品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号
に該当する営業を除く。）  

二  喫茶店営業（喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の
飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。）  

三  菓子製造業（パン製造業を含む。）  
四  あん類製造業  
五  アイスクリーム類製造業（アイスクリーム、アイスシヤーベツト、

アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和し
たものを凍結させた食品を製造する営業をいう。）  

 56 

六  乳処理業（牛乳（脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する

乳飲料を含む。）又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をい
う。）  

七  特別牛乳搾取処理業（牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温

殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を
有する牛乳に処理する営業をいう。）  

八  乳製品製造業（粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ

その他乳を主要原料とする食品（牛乳に類似する外観を有する
乳飲料を除く。）を製造する営業をいう。）  

九  集乳業（生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業を
いう。）  

十  乳類販売業（直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料

（保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上
加熱殺菌したものを除く。）又は乳を主要原料とするクリームを販
売する営業をいう。）  

57 

十一  食肉処理業（食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制
及び食鳥検査に関する法律 （平成二年法律第七十号）第二条
第一号 に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法 （昭和二十
八年法律第百十四号）第三条第一項 に規定する獣畜以外の獣

畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓
等を分割し、若しくは細切する営業をいう。）  

十二  食肉販売業  
十三  食肉製品製造業（ハム、ソーセージ、ベーコンその他これら

に類するものを製造する営業をいう。）  
十四  魚介類販売業（店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をい

い、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する
営業を除く。）  

十五  魚介類せり売営業（鮮魚介類を魚介類市場においてせりの
方法で販売する営業をいう。）  

58 

十六  魚肉ねり製品製造業（魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベー
コンその他これらに類するものを製造する営業を含む。）  

十七  食品の冷凍又は冷蔵業  
十八  食品の放射線照射業  
十九  清涼飲料水製造業  
二十  乳酸菌飲料製造業  
二十一  氷雪製造業  
二十二  氷雪販売業  
二十三  食用油脂製造業  
二十四  マーガリン又はシヨートニング製造業  
二十五  みそ製造業  
二十六  醤油製造業  

59 

二十七  ソース類製造業（ウスターソース、果実ソース、果実ピ
ユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。）  

二十八  酒類製造業  
二十九  豆腐製造業  
三十  納豆製造業  
三十一  めん類製造業  
三十二  そうざい製造業（通常副食物として供される煮物（つくだ煮

を含む。）、焼物（いため物を含む。）、揚物、蒸し物、酢の物又は
あえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十
九号に該当する営業を除く。）  

三十三  缶詰又は瓶詰食品製造業（前各号に該当する営業を除
く。）  

三十四  添加物製造業（法第十一条第一項 の規定により規格が
定められた添加物を製造する営業をいう。）  

60 
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（参考）自治体独自で定める営業許可の例 

• 【東京都】 つけ物製造業、 製菓材料等製造業、 粉末食品製造
業、 そう菜半製品等製造業、 調味料等製造業、 魚介類加工
業、 液卵製造業、 食料品等販売業 

• 【神戸市】 食品製造業（届出） 
• 【大阪府】【大阪市】  「ふぐ販売」営業許可：「ふぐ販売営業等の

規制に関する条例」による（府下共通）  
 ※「ふぐ調理師免許」は自治体により付与。付与方式も講習方式・試験方式と異なる場合あり、難易度も異な る

とされる。東京都の場合は、他自治体免許があってもあらためて試験合格する必要あり。 

 
• 別途、営業許可以外の届出が必要な場合がある。 
  露店営業、車販売、臨時営業・・・等 

61 

食品衛生管理者の設置義務の食品/添加物 

  乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又

は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物で
あって政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工
を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置か
なければならない。 

① 全粉乳（その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る） 、加糖粉乳、調整粉乳 
② 食肉製品 
③ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ 
④ 放射線照射食品 
⑤ 食用油脂 （脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る）、マーガリン、ショートニング 
⑥ 添加物 （ 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る）  

◆ 食品衛生法施行令 第13条 

◆ 食品衛生法 第48条 

62 

食品衛生管理者の要件 
一  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師  
二  学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学、

旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧
専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校
において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸
化学の課程を修めて卒業した者  

三  都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設に
おいて所定の課程を修了した者  

四  学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは
旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）に基づく中等学校
を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者
と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定によ
り食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業
において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に
三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の
課程を修了した者 
 63 

食肉の「食品の分類」上の取り扱い 

64 

｢食品、添加物等の規格基準｣（1959年厚生省告示第370号） 

第1   食品  

 A 食品一般の成分規格  

 B 食品一般の製造、加工及び調理
基準  

 C 食品一般の保存基準  

 D 各条  
第2   添加物  

 A 通則  
 B 一般試験法  
 C 試薬・試液等  
 D 成分規格・保存基準各条  
 E 製造基準  
 F 使用基準  
  

第3   器具及び容器包装  

 A 器具若しくは容器包装又はこれ
らの原材料一般の規格  

 B 器具又は容器包装の一般試験
法  

 C試薬・試液等  
 D器具若しくは容器包装又はこれ

らの原材料材質別規格  
 E器具若しくは容器包装の用途別

規格  
 F器具若しくは容器包装の製造基

準  
第4   おもちゃ  

第5   洗浄剤   

食品の分類 

65 

A．食品一般の成分規格（抜粋）   
１．食品は、抗生物質又は合成抗菌剤を含有してはならない。・・・（略） 
２．遺伝子組換え食品等は、厚生労働大臣の定める安全性審査を経たものであ

ること。  
３．食品が、遺伝子組換え微生物を利用して製造する場合は、厚生労働大臣が

定める安全性審査を経たものであること。 
４．（削除）  
５．（１）の表に掲げる農薬等（農薬、飼料添加物又は動物用医薬品）の成分物

質は、食品に含有されないこと。  ⇒残留物質に関するポジティブリスト 

1) 2,4,5-Ｔ  
2) アゾシクロチン及びシヘキサチン  
3) アミトロール  
4) カプタホール  
5) カルバドックス  
6) クマホス  
7) クロラムフェニコール  
8) クロルブロマジン  
9) ジエチルスチルベストール  
10) ジメトリダゾール  

11) ダミノジット  
12) ニトロフラゾン  
13) ニトロフラントイン  
14) フラゾリドン  
15) フラルタドン  
16) プロファム  
17) マラカイトグリーン  
18) メトロニダゾール  
19) ロニダゾール  

（１）食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質  

66 
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B．食品一般の製造、加工及び調理基準 （抜粋）  
１．食品に放射線を照射してはならない。・・・ 
２．生乳又は生山羊乳を使用して食品を製造する場合は、・・・生

乳又は生山羊乳を保持式により63℃で30分間加熱殺菌する

か、同等以上の加熱殺菌しなければならない。食品に添加し
又は食品の調理に使用する乳は、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊
乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳又は加工乳でな
ければならない。  

３．血液、血球、又は血漿（獣畜のものに限る）を使用して食品を
製造、加工又は調理する場合は・・・血液、血球、又は血漿を
63℃で30分間加熱殺菌するか同等以上で加熱殺菌しなけれ
ばならない。  

       ・・・（以下略）・・・  

 
67 

各条 共通のもの 

A. 原料（生鮮果実、野菜、畜産品、水産品）は新鮮で良好なものを
使用すること  

B. 製造又は加工用に使用する水は、原則的に飲用適の水を使用
すること  

C. 製造又は加工用の器具・容器包装は洗浄し易く清潔で衛生的な
ものを使用すること  

D. 原料が生鮮の水産品や畜産品の場合、加工・洗浄を終了したも

のは清潔な場所に移し、清潔で衛生的な金属、合成樹脂及び
加工紙等の容器に収めて、保管、運搬、保存（二次汚染防止）
すること 

68 

（参考） 食品衛生法の‘飲用適’ 
昭和34年 厚生省告示第370号  平成5年 厚労省告示第245号改正 

食品衛生法 規格基準＞食品＞各条＞清涼飲料水の製造基準 

69 

（参考）水道法 水道水質基準との差異点 

飲用適（26項目） 基準値
水道法水質基準（51項目）

相同箇所
比率

大腸菌群　 検出せず （項目なし） -

（項目なし） 大腸菌　（検出せず） -
カドミウム ０．０１ｍｇ/Ｌ以下 ０．００３ｍｇ/Ｌ以下 3.33

鉛 ０．１ｍｇ/Ｌ以下 ０．０１ｍｇ/Ｌ以下 10
ヒ素 ０．０５ｍｇ/Ｌ以下 ０．０１ｍｇ/Ｌ以下 5

有機リン ０．１ｍｇ/Ｌ以下 （項目なし） -
マンガン ０．３ｍｇ/Ｌ以下 ０．０５ｍｇ/Ｌ以下 6

陰イオン界面活性剤 ０．５ｍｇ/Ｌ以下 ０．２ｍｇ/Ｌ以下 2.5
有機物等（過マンガン酸

カリウム消費量）
１０ｍｇ/Ｌ以下 （項目なし）

有機物（全有機炭素の量） （項目なし） ３ｍｇ/Ｌ以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参考値
水道法施行規則　第17条　第1項の三
給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一ｍｇ／ｌ（結合残留塩素の場合は、〇・四ｍｇ／ｌ）
以上保持するように塩素消毒をすること。

3.33（※）

70 

食肉及び鯨肉（生食用冷凍鯨肉を除く）  

• 保存の基準 
1. 10℃以下で保存。但し、細切りした食肉及び鯨肉を凍結したもの

で容器包装入りのものについては、－15℃以下で保存すること。 
2. 清潔で衛生的な有蓋容器に収めるか、合成樹脂フィルム･加工

紙、硫酸紙、パラフィン紙又は布で包装して運搬すること。 
 
⇒ 食肉を常温では流通・保管・陳列等できない。 
⇒一旦冷凍保管（凍結）され、その後、－15℃より温度が上昇し

10℃までの上限温度で保管（冷蔵・チルド・パーシャル等）状態

のものは、解凍品・フローズン品・凍結品のように、凍結履歴が
判別できるように表示する。（小売販売に適用される食肉公正競
争規約） 

⇒凍結履歴品（＝解凍品）は、細胞が壊れている場合が多く、日持
ちが短くなる。また増菌しやすい。 

71 

（参考） 食肉製品の成分規格 

（１）一般規格    亜硝酸根：0.07g/kg以下 
（２）個別規格 

E.coli 大腸菌群
黄色ブドウ

球菌
サルモネラ

属菌

クロスト
リジウム

属菌

リステリア・
モノサイト

ゲネス
水分活性

乾燥
食肉製品

陰性 0.87以下

非加熱
食肉製品

100/g以下 1,000/g以下 陰性 100/g以下

特定加熱
食肉製品

100/g以下 1,000/g以下 陰性 1,000/g以下

加熱食肉製品
（包装後加熱）

陰性 1,000/g以下

加熱食肉製品
（加熱後包装）

陰性 1,000/g以下 陰性

72 
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食肉の取り扱いで認識すべきこと 

• 営業するには、一定のハードルがある。 
• 食品安全の力量が必要。 
• 食肉には、動物（腸管・表皮）由来の菌が多かれ少なかれ付着し

ている事実を認識する。 
• 付着菌の中には、病原性を有するものが、不均一に存在してい

るということを認識する。 
• 流通・保管条件によって、菌の状態は変化するということを認識

する。 
• 処理場～流通での取り扱いの違いや保管期間によって菌の状

態は異なっている。 
• 特に鶏肉の場合は、熟成が早く進み増菌しやすい。 
• 逆に鮮度が良いことでリスクが高まる菌がいることを認識する。 

 

73 

成型肉 

74 

成型肉の呼称の由来 

75 

成型肉等ガイドライン作成のための指針 

• 食肉の表面付着細菌が内部に封入されるような加工処理。 
• 例えば、テンダライズ、インジェクション、タンブリング、結着成型、

ミンチ成型、その他の加工処理を説明する。 
• ①あらかじめ処理してある旨、②飲食に際しては中心部まで十分

な加熱を要する旨、の表示が要件。（食品表示法） 
• 生ぎょうざ、ピーマン肉詰め、生ハンバーグ等も同様リスクあり。 
• 具体的な加熱調理の火加減と時間を明示する。 
• 火通りの程度を判別できる方法を明示する。 
• 体調によって、あるいは高齢者や幼少者には、リスクが高まる調

理方法があることを理解する。⇒焼き加減ミディアムレア等。 
• 「成型肉」の意味することを、商品毎に具体的に説明することが望

ましい。（優良誤認を防止する観点からも重要。） 

 
76 

成型肉の区分概念図 

77 

成型
成型

＆ 結着

表示必要なもの

例）マトンロール 例）ハンバーグ

表示不要なもの

例）つみれの具、

ぎょうざの具

例）あい鴨リテナー

例）結着ケーシングステーキ

あい鴨リテナー（結着剤あり）

例）ステーキレディ

（自然積層したもの）
表示は成型＆結着が無難

結着成型ポーション 
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熟成肉のリスク 

79 

「熟成」の定義 

① 十分に熟してできあがること。 
② [化]（ripening）物質を適当な温度に長時間放置して化学変化を

行わせること。発酵の調節、コロイド粒子や沈殿の粒径の調節な
どにいう。時効。 

③ 蛋白質、脂肪、炭水化物などが、酵素や微生物の作用により、腐
敗することなく適度に分解され、特殊な香味を発すること。なれ。 

広辞苑（第六版・岩波書店） 

Dry method ドライエージング 
3℃でエアー循環しながら熟成。 
温度高いと腐敗。 

Wet method ガスハイバリアー包材による真空包装熟成 
枝肉～サブプライマルカットまで衛生管理よく、真空度  
よく包装した場合、70～100日の日持ちが持続。食感も柔らか 
くなる。 

熟成（エージング）2法 

未加熱調理に近いビーフカツのリスク 

81 82 

消費者にとって判りにくい食品の分類 

83 84 
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85 86 

87 

「そうざい」 VS 「そうざい半製品」 

• 「そうざい」＝おかず 
• 「そうざい」＝通常、副食物として供される煮物（つくだ煮を含

む）、焼物（いため物を含む）、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ
物（食品衛生法） 

 
• 「そうざい半製品」・・・通常そのままでは、「そうざい」として飲食

されない 
• 何らかの加熱調理や、ひと手間が必要なもの 
• Cook to eat商品 

 
 

88 

「そうざい半製品」の取り扱い 

• 食品衛生法上の営業許可は不要 
• 条例で許可業種としている自治体もある 
• 未加熱の食肉には、E.coliが存在し得る 
• E.coliが成分規格とされている食品は少ない 
   （非加熱/特定加熱食肉製品、生食用かき、食肉） 
• 未加熱の食肉を使用した「そうざい半製品」は、要加熱品のみの

衛生エリアで取り扱う 
• 食肉比率が50％以上は「食肉」として取り扱う 
• 加熱済の「そうざい半製品」は、「そうざい製造業」等の衛生区分

で取り扱う 
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（参考） 「そうざい半製品」の食品表示の方法 

• 「そうざい半製品」と認知できるよう工夫する。 
• 冷凍販売する場合は、「冷凍食品」と、「そうざい半製品」とに別

れる。 
• 「冷凍食品」とするには規格基準に適合する必要がある。 
• 「そうざい」を冷凍小売販売する場合は、「冷凍食品」と解釈され

る自治体が多い。 
• 「冷凍食品」に未加熱の食肉を含むことは事実上不可。⇒成分

規格違反となる。 
• 食肉比率50％以上の未加熱加工食品の場合、旧法では食肉扱

いとして事項名「加工者」だが、新法では「製造者」となっていた 
⇒新法ではすべて製造者。 
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（参考） 「冷凍食品」の表示方法 

• 3点セットの表示が必須。 
①冷凍食品である旨 
②凍結前加熱の有無 ⇒凍結の直前の意味 
③加熱調理の必要性 

• E.coli、サルモネラ属菌は存在不可（法令違反）。 
• 小売パックの解凍販売不可。 
• 焼鳥（串刺し品）は、食肉比率にかかわらず、「そうざい」扱いの

自治体が多い。  
⇒「そうざい」の業務用冷凍流通品として取り扱うか、食肉製品
（加熱後包装）とする。冷凍食品にはしない。 

• ただし、冷凍小売パック「焼鳥」は、「冷凍食品」。 
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（参考） 冷凍食品 VS 調理冷凍食品 

• 「冷凍食品」は食品衛生法上の分類。 
• 「調理冷凍食品」は食品表示法（旧JAS法）上の分類。 
• 食品表示法（旧JAS法部分）は、小売販売時の消費者の選択に

資するもの。 
• 必ずしも 調理冷凍食品＝冷凍食品 ではない。 
• 冷凍食品は、食品衛生法上の規格基準に縛られる。⇒ 外れる

と法令違反。 
• 「冷凍食品」ではないことを、保存方法にて「－5℃以下保存」の

ように識別表示する向きも世に見られるが、消費者にとって分か
りづらく不適切。 

• ー5℃保管では品質劣化が進みやすく、家庭内冷蔵庫の保管温
度帯にはない。 
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「豚の角煮」は、「そうざい」か？「加熱食肉製品」か？ 

• 「食肉製品」には発色剤（亜硝酸Naなど）が使用できる。 「そう
ざい」には使用不可。 

• 発色剤を使用したら、必ず「加熱食肉製品」とする。 
• 「豚の角煮」は、社会通念上は「おかず」。 
• 海外品は、関税上の便宜的な分類/表示も存在しうる。国内検

疫～販売で混乱する場合もあり。 
• 食品表示法（旧JAS）法上、食肉製品における「塩漬（えんせ

き）」工程がないと、ハム・ベーコンとは標榜できない。塩漬とは
発色剤を使用すること。（食品表示法・旧JAS法） 

• 発色剤（亜硝酸Na等）には、ボツリヌス菌の抑制効果がある。 
• 発色剤等を使用しない「無塩漬ベーコン」等は、日持ち効果が

弱くなるので、保存に留意する。 
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「ローストチキンレッグ」は、 
「そうざい」か？ 「加熱食肉製品」か？ 

• 鶏肉（チキン）を、あぶり、むし、いぶし等したものは「食肉製品」と
して取り扱うこと。（厚労省解釈・疑義回答） 

• よって、ローストチキン、ローストチキンレッグ等の類は、通例「加
熱食肉製品」として取り扱う。（発色剤の使用の有無は問わず。） 

• 食肉製品は、流通基準にて「冷凍食肉製品」の区分があり、冷蔵
/冷凍に関係なく食品の分類は同じ。 
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まとめ 
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食肉の食品衛生上のリスク対策 
食肉には、生体由来の細菌が不均一に付着・存在して
いることを知る。 
生体の生育環境（ジビエ等）によって、寄生虫・人畜感
染症・病原性細菌等のリスクが異なることを知る。 
3原則（付けない、増やさない、やっつける）の管理を徹
底する。 
食肉由来の動物性タンパクの摂取は、健康増進にとっ
て欠かせないことから、バランス良い食生活の中に取り
入れる。 
食肉の衛生上のリスクを知り、必要十分な加熱調理や
その他の加工を施す。 
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