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目的と適用範囲 
 

米国における食中毒は、個人的な苦痛や防ぎ得る死の主要な原因であり、避け
られる経済的負担でもあります。Mead et al.(1999)は、米国において、食中毒
により病気になる人が毎年7600万人、入院数は32万5,000人、死者数は5,000人
に至ると推定しました…。痛みや苦しみ、生産性の減少や医療費といった点に
おいて、食中毒の年間費用は推定100～830億ドルとも言われています。」 

 

2001年 食品規定 
公衆衛生、食品医薬品局 

米国保健福祉省 

 

食中毒の統計を見れば明らかですが、食中毒を予防する、もしくは減らすために、規

制当局と、小売業界及び飲食業界の双方が協働しなければなりません。本マニュアル

は、食品衛生管理をする小売店及び飲食店等の事業者を支援するために、連邦並びに

各州や地域の規制当局、食品業界、関連団体、消費者等と共同で米国食品医薬品局

（FDA）により作成されました。 

 

食の安全を確保するのはだれの責任ですか？ 
 

「安全な食品を食卓に届けることは、人々の

協力により可能な仕事の集大成です。生産
者、運送者、加工者、販売者、取扱者及びそ
の他多くの人々が、私達の食品の安全性に影
響を与え得る作業を日々行っています。私達
の課題は、それぞれの作業を可能な限り最良
化し、食品から物理的危害要因、危険性の高
い病原微生物や有害な化学物質を取り除くこ
とです。 

 
2001年 食品安全戦略計画 

目標２：リスク管理 

食品の安全性に関する大統領の評議会 

http://www.foodsafety.gov/~fsg/cstrpl-4.html#chap2 

第１章 概要 
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農場から食卓に至るまでの食品の流れに関わる従事者は、食品の安全性に対し

てある程度の責任を持ち従事していますが、多くの場合、食品が消費者に届く

最後の防衛線はあなたです。あなたは、安全な食品を管理する責任の重要部分

を担っているのです。食品安全管理システムを自主的に作成することで、あな

たの施設で提供する食品の安全性をより確実にすることが可能となります。 

 
 

衛生検査官としての役割は、自分の店で食中毒を防ぐのにどう

役立ちますか？ 

 

法律で規定された食品検査プログラムは、店舗における食中毒

の発生を防ぐため、特定の状況の管理が充分であるかどうかを

評価します。検査官は、店舗で状況改善できるか指導をします

が、日々の業務の全ての作業を監督できるわけではありませ

ん。こうした監視の制限を考慮すると、あなたの意識が食品の

安全性を左右すると言えます。 

 

 

 

本マニュアルがどのように食中毒防止に役立ちますか？ 

 

「自発的な着手計画は、政府が定める法案に対し強化され、個々の取り組みが
食品の安全性を高める結果となります。その他、情報が力となり、各自の行動
が変わってきます。利害を伴う関係者がパートナーとなり自発的な予防計画に
取組むことが成功要因となります。」 

 

2001年 食品安全戦略計画 

食品の安全性に関する大統領の評議会 

 

本マニュアルは、ハザード分析及び重要管理点（HACCP）原則に基づく食品衛生管理シ

ステムを作成し、自発的に実施できる「工程表」を示します。本マニュアルで提案す

る食品衛生管理システムを自発的に作成し実施することで、店舗で提供または販売す

る食品の安全性が確立します。食中毒は起こってから対応するのではなく、病気や怪

我を引き起こす危害要因を除去・予防し、あるいは、許容レベルまで抑える措置を取

ることにより予防できます。 
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既存の食品衛生管理システムがある場合は、本マニュアルの概念を用いて更新する

ことが可能です。新しい食品衛生管理システムを作成する、または、既存のものを

更新する場合においても、本マニュアルは事業者と規制当局が協働し、食品安全に

最大の影響を与えることを奨励しています。 

 
 

本マニュアルはどのように作成されましたか？ 

 

本マニュアルに記載された手順や情報は、FDA食品安全地方研修会や食品安全推進協議会で得られた

意見を含めて作成されています。さらに、本マニュアルは食品保護協定（CFP）の審査と是認を受け

米国食品医薬品局 (FDA)から２回（2001年12月と2002年11月）意見及び提案を受けマニュアルに取り

入れました。 
 

 
 

誰に規制されますか？ 

 

本マニュアルは、米国食品医薬品局 （FDA）により作成され、各州や地方自治体又は

部族による諸機関が直接業務を規制しています。米国食品医薬品局 （FDA）のモデル規定

で推奨されているものと、規制機関の必要条件とは異なる場合があることをご了承く

ださい。2001年版米国食品医薬品局 （FDA）の食品規定は、この書の基盤として使用され

ていますが、連邦法ではありません。また、各州や地方自治体又は部族政府の必要条

件よりも優先されるものでもありません。しかし、それぞれの管轄内で小売店及び飲

食店を規制するのに、各州で食品規定が導入されています。当該規定は小売業及び食品サ
ービスで提供される食品の安全並びに保護に対処する規定の統一システムへのFDAの最良のアドバ
イスを示しています。このことを考慮しながら、ご自身の州や地方自治体、部族政府の必

要条件と、本マニュアルで示された食品規定の全必要条件とを比較し、それぞれが一

貫しているよう確認することが必要です。 

 
 

HACCP原則に基づき食品衛生管理システムを導入するのは義務

ですか？ 

 

食品規定コードは、小売店舗でのHACCP導入は業界での自発的努力であ

るべきだと明確に定めています。しかし、危険性の高い特殊な工程を

実施する予定の場合は、規制当局に相談し、HACCP計画を作成する必要

があるかどうかご確認ください。食品規定コードの第３章に記載され

ている特殊工程の例は、食中毒菌感染をなくすための工程や、食品安

全管理の基準の導入を含みます。通常、連邦基準は工程の中で除去が

必要となる病源菌の数に関して、おける公共食品安全の期待値を定

 
 
 

2001 
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義しています。例えば、食品規定コードの指示にある通り、鶏肉を華氏１６５度で１

５秒間調理するかわりに、同程度の公共安全が得られる場合に限り、実施基準を用い

ることで別の時間と温度の組み合わせで調理することが可能となります。機能基準を

使うことにより、安全な商品生産において革新的なアプローチを用いることが可能と

なるのです。 

 

実施基準を使用する際や特殊な工程を行う場合、米国食品医薬品局 （FDA）は、食品

規定にある要件からの際または免除を取得することが必要となります。本マニュアル

で概説されているものよりも、包括的なHACCP計画の実施が要求されます。規制当局

はHACCP計画のみを承認するのではありません。計画の裏付けとなる記録を要求され

た際に開示できるように準備しておく必要があります。 

 

食品規定コードを導入せず実施基準やその他特殊工程手法の使用が許されている管轄

区域でも、適用除外を取得しなければならない場合があります。その場合は、規制当

局により、本マニュアルで解説されたHACCP計画よりも包括的な計画の作成が求められ

ることがあります。国内の一部の管轄区域では、処理方法に関わらず、HACCPプログラ

ムの実施が必要条件とされています。必要条件について不明点、条件に反する場合、

又は特殊な工程を行う場合は、各地域の規制当局に相談してください。 

 
 

本マニュアルを利用するのに何が必要ですか？ 

 

本マニュアルは、連邦や各州、地域の規制当局や部族規制機関、その他食品衛生の専

門家との協議のもとご利用ください。規制当局が、食品衛生管理システムを作成する

のに重要なリソースとなります。 

規制食品衛生専門家は、特定の食品安全ハザードを管理する公衆衛生上の理由につい

て、重要な情報を提供できます。 

 

該当する場合、FDAの食品規定の最新版、又は参照用にご自身の地域や州の規制書をお

使いになることをお奨めします。食品規定や地域又は州の規則にみられる必要条件の

多くは、HACCP原則に基づいた食品衛生管理システムの導入の基礎となる前提条件で

す。食品規定の複製がない場合は、複製の入手方法に関して、本マニュアルの付録１

をご参照ください。FDA・食品安全応用栄養食品センターのウェブサイトからもご利用

になれます：http://www.cfsan.fda.gov/~dms/foodcode.html 



5  

背景 
 

小売業界及び飲食業界とは何ですか？ 

 

多くの食品加工事業とは異なり、小売及び飲食業界は、特定の商品や条件で単純に

定義されることはありません。こういった施設では、次のような特徴が共通してみ

られます。 

 

• これらの業界には、熟練の一流シェフから新人の最前線で働く従業員まで多様な

人材が関わっています。従業員の学歴とコミュニケーション能力も多様に異なる

でしょう。従業員が異なる言語を話したり、離職率が高かったりするため、社内

研修を行い研修済みの職員を維持することは困難かもしれません。 

 

• 多くは大規模な企業サポート体制なしで経営されている新規事業社です。利益率

が比較的低い為、飲食業界の他の部門に比べてあまり予算がないかもしれませ

ん。 

 

• 生産技術、商品、メニュー項目、使用材料は数えきれない程存在します。仕入先

や材料、メニュー項目や仕様が頻繁に変わる可能性もあります。 

 

以下は、小売業界及び飲食業界の一部として考えられている事業のほんの一部です。 

 

団体向け田舎のガイド付き旅行 医療施設 

パン屋 州を結ぶ交通手段 

ベッド＆ブレックファースト事業 市場 

食堂 家を出られない者への食事サービス 

キャンプ（娯楽や子供向け等含む） 飲食販売車 

カジノ、バー、居酒屋 刑事施設 

保育所及び成人預介護 レストラン 

教会の台所  チェーン店 

軍の食品販売所 各国の郷土料理 

地域の資金調達運動 ファーストフード店 

コンビニエンスストア フルサービス 

地方のお祭り 個人経営 

フードバンク 屋台 

特定のセクションを持つ食料品店  学校デリ 軽食堂 

店内で調理された惣菜 一時的野外イベント 

野菜・果物 自動販売機 

肉類及び魚介類 
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食品安全ハザード（危害要因）とは何ですか？ 

ハザードは、生物学的、物理学的、科学的に、人間が食べる上において、食品が危険なもの

に変わる状態を指します。食品衛生管理システムの目標は、ハザードを引き起こさない様、

特定要因を管理することです。 

 

多くの食品は農産物特定の環境下で動物及び植物として育てられるため、我々の手元

に届くまでに微生物を含む場合があります。このような有機体の一部は病原菌で、言

い換えると、適切な条件と一定の数が揃うと、病気となります。生の動物性食品、例

えば、肉や鶏肉、魚、貝や卵等は、人間に害を及ぼし得る細菌やウイルス、寄生虫を

含んでいることがあります。 

 

食品は、その施設内又は環境下の有毒化学物質および毒素により汚染されている場合

があります。物理的なものが食品を汚染し、危害を及ぼすこともあります。食品は、

成長した土や収穫、保管又は輸送の作業から自然に汚染されることもあります。さら

なる汚染処理をしても、どんなに最善を尽くしても汚染されることもあります。施設

で研削による金属片が混入することがある場合においても、ハザードは、負傷や病

気、若しくは死を引き起こす場合があります。事業にとって大きな脅威となり、ご自

身の施設にある時限爆弾と考えてみてください。それを管理下に押さえておかない

と、あなたの事業に財政破綻をもたらすことになるかもしれません。 

 

       ハザードには以下が含まれます： 

► 生物的由来物質 

• 細菌及びその毒素 
• 寄生虫 
• ウイルス 

 

 

 
► 物理的なもの 

• 絆創膏 
• アクセサリー 
• 石 
• ガラス 
• 骨や金属片 
• 包装材 
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► 化学汚染 

• 天然植物及び動物性毒素 
• アレルギー源として記載されていないもの(アレルギーを引き起こすタンパク質) 
• 非食用潤滑剤 
• 洗浄用化合物 
• 食品添加物 
• 殺虫剤 

 

 

食中毒のリスク要因とは何ですか？ 

 

疾病予防管理センター（CDC）による1993年から1997年の動向調査報告書「米国におけ

る食中毒発生の動向調査」は、食中毒を引き起こす最大要因を明らかにしています。

大きく分類された要因のうち５つは、小売店及び食品店内の食品安全に係る留意点に

直結しており、FDAはそれらをまとめて「食中毒リスク要因」と呼んでいます。これら

五つの大きな分類は次のようになっています。 

 

• 危険な食材から得た食品 
• 不十分な調理 
• 不適切な保温 
• 汚染された器具 
• 個人の不十分な衛生管理 

FDAが食中毒危険因子に係るFDA食品小売プログラム・データベース報告書を発表した

2000年までは、食中毒発生のリスク要因に関する全国的な基準はありませんでした。

その報告書はよく「FDA基準報告書」と呼ばれていますが、規制当局や業界で、食中毒

リスク要因の管理により一層の関心が注がれ、情報源の増加のために使用されること

を目的として提供されています。複製版は、以下のウェブサイトを通じてFDAから入手

可能です。http://www.cfsan.fda.gov/~dms/retrsk.html 

 

CDCによる1993年から1997年の動向調査報告書で明らかにされた計測可能な動向とFDA基

準報告書に基づいて、FDAは、食品衛生管理システムが、CDCの特定した五つのリスク要

因の積極的な管理統制の確立に焦点を当てることを推奨しています。 
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積極的な管理体制とはどういう意味ですか？ 

 

「積極的な管理体制」という用語は、リスク要因発生を低減する

ための食品衛生管理システムの作成・導入・役割について本書で

幅広く述べています。「積極的な管理体制」という用語は聞きな

れないかもしれませんが、基本的な管理原則は、おそらく日々の

業務で既に適用されているかもしれません。 

 

積極的な管理体制とは、事業経営において、食中毒リスク要因を

意図的に制御し、特定作業や工程の中で取り入れることです。こ

れは、食品衛生への事後対応型ではなく、予防型アプローチとし

て具体化したものです。積極的な管理統制とは、モニタリングと

検証を継続的に行い、特定された食中毒のリスク要因を管理する

手順が備わっていることでもあります。 

 

FDAは、リスク要因の積極的な管理統制を実現するために自発的に実施できる管理シ

ステムが数多く存在することを認識しています。本マニュアルは、食品衛生管理シス

テムにおいてHACCP原則が自発的に導入されることに焦点を当てています。効果的な

食品衛生管理システムとは以下の要素が含まれます。 

 

• 衛生管理認定試験の合格者で、必要事項に関する実力が証明された認定済食

品衛生管理者 

• 食品冷却処理の重要な作業手順を行うための標準運用手順（SOPS） 

• 食品の調理や、モニター及び検証する必要のある最終調理温度といった安全

な食品の危険管理についての具体的な手順が記載されたレシピカード 

• 購入明細書 
• 機器や施設の設計と維持 
• モニタリング手順 
• 記録管理 
• 従業員健康規約として体調不良の従業員を制限管理又は除外する 
• マネージャー及び従業員研修 
• 継続的な品質管理及び品質保証 

• リスク管理計画（RCP）のような、特定の食中毒リスク要因の管理する

ための手順を概説する具体的な目標重視の計画 
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食品衛生管理システムとしてのHACCP利用 
 

1960年代以来、食品衛生専門家達は、食中毒に直接関与するリスク要因を制御する

HACCP原則の重要性を認識してきました。HACCPの原則は、食中毒リスク要因の制御を

確実にするシステムの導入を奨励することで、積極的な管理統制の概念を具現化しま

す。 

 

HACCPは単独のプログラムではなく、土台である前提条件プログラム（第３章に記

載）と呼ばれる運営上の慣行の上に成り立つものです。HACCPプログラム（又は計

画）の成功は、施設と人の両方にかかっています。施設と機器は、安全な食品の仕

込みと従業員による取り扱いを容易にするように設計されるべきです。また、HACCP

プログラムが食中毒発生のリスク要因抑制に成功するためには、マネージャー及び

従業員が適宜意欲的で訓練を受けさせておくことをFDAは推奨しています。HACCP原

則に基づいて食品衛生管理システムを作成する際には、飲食店従業員やマネージャ

ーに遂行する意識（コミットメント）を育み、高い離職率といった課題への対応や

コミュニケーション障壁を考慮するべきです。 

 

HACCP原則に基づき食品衛生管理システムが適切に実施されると、

次のような他の利点が得られます。 

 

• 商品の損失削減 
• 商品品質の向上 
• 商品在庫管理の改善 
• 商品仕込みの一貫性 
• 収益の増加 
• 従業員の自覚及び食品衛生への関与の増大 

 

HACCPの７原則とは何ですか？ 

 

HACCPの７原則は、1997年全米微生物学的食品用評価基準諮問委員会 (NACMCF) 

の提言により更新され、以下の内容を含みます。 

 

1. ハザード分析の実施。第一原則は、オペレーションの理解及び、どんな食品安全の

ハザードが発生しやすいか判断することが大切です。マネージャーは、人々、機

器、手法、そして食品がどのようにして互いに影響しあうか理解しなければなりま

せん。オペレーション全体にかかる、食材の準備、工程、手順、食品の移動行程

（受入れや保管、仕込み、調理など）も明確にしなければなりません。さらに、こ

の段階で食品のハザードを除外し、食品安全性の予防と危険要素を削減するための

管理措置を行います。管理措置は、体調不良の従業員を制限又は除外し、従業員健

康管理法の設定及び適切な手洗いの実施といった取り組みを含みます。 



10  

2. クリティカルコントロールポイント（CCP）の設定。第一原則の管理措置とは、

食品安全の確保に絶対に必要不可欠であるかを判断する必要があります。食品

安全上の危害要因が除去・予防されている状態、もしくは、許容程度まで低減

された状態を確実にするために必要な管理作業工程がCCPとなります。一定の工

程がCCPであるか判断する方法として、ある工程に続く次のステップが危害要因

を除外、予防、又は許容程度まで削減する場合には、その前の工程はCCPではあ

りません。すべての工程がCCPであるとは限らないことを知っておくのは重要で

す。CCPは、食品の安全性を左右する必要不可欠な工程のみを含むため、一般的

に、製造・加工工程にCCPは少数しか存在しません。 

 

3. 管理基準の設定。各CCPには、安全性を定める境界線が必要です。管理基準と

は、食品安全の危害要因を管理するのに実行しなければならない指標のことで

す。例えば、食品規定は、骨付きロース豚肉を調理する際の管理基準を華氏

145度で15秒と設定しています。管理基準が満たされない場合、その食品は安

全ではない可能性があります。管理基準とは、測定と観測が可能なことです。 

 

4. CCPを監視する手順の設定。CCPと管理基準が設定され次第、食材が調理され

る手順中に、誰かがCCPを把握している必要があります。観測は、目視による

観察又は計測によって、定められた管理基準が遵守され、CCPが管理されてい

ることを確認する作業を含みます。 

 

5. 是正措置の設定。CCPをモニタリングしていると、製造方法や工程が管理基準を

満たさないことがあります。管理基準からの逸脱が分かった際にどのような措

置をとるか決める工程です。事業者はどのような対応をとるか決断し、それを

従業員に伝え、適切な判断ができるように訓練をします。この予防型アプロー

チがHACCPの真髄です。問題は起こるものですが、病気や怪我を引き起こす前に

それを検出し、正すことが必要なのです。 

 

6. 検証手順の設定。この原則は、ハザードを効果的に制御できるようにHACCPシス

テムが科学的に妥当であることを検証します。さらに、製造・加工工程やシス

テムがHACCP計画に基づいているか検証します。マネージャーなどの責任者は、

定期的に従業員のモニタリング作業の適性度を現場確認し、機器や温度測定器

の調整、記録作業を確認して、従業員と手順について話し合いを行います。こ

れらの取り組みの目的は、HACCP計画が食品安全の留意点に対応できているか検

証することであり、対応できていない場合には、計画の変更や改善の必要を考

慮します。 
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7. 記録・保管システムの確立。システムが機能していることを確認するためにあ

る種類の書類や文書が必要になります。通常このような記録は、HACCP計画その

ものや、HACCPシステムの作業中に作成されたモニタリング、是正措置、又は調

整に係る一切の記録を含みます。検証記録も含まれる場合があります。HACCPシ

ステムで保管された記録は、継続的で効果的なシステムが導入されていること

を記録する役割をします。従業員が記録をつける余裕が出来るように、記録・

保管は可能な限り簡単であるべきです。 
 

HACCP原則はどのように小売業務や飲食業務に適用されますか？ 

 

小売及び飲食業界内において、生産された商品が異なるように、HACCP原則も多様に導

入されています。自身の経営に当てはまるリスク要因を特定し管理するのに利用可能

なリソースは限られているかもしれません。このような多様性のため、「教科書」ど

おりにHACCPを導入するのはほとんどの小売店及び飲食店内で実用的ではありません。 

 

他の品質保証プログラム同様、HACCPの原則では、リスク要因を特定しコントロールす

るために常識的なアプローチが設けられています。したがって、小売店レベルの多く

の食品衛生管理システムでは、HACCPの全ての原則ではなく、一部の原則を取り入れて

います。完全なHACCPシステムが理想的である一方、リスク要因をコントロールするた

めに、多くの異なる種類の食品衛生管理システムが導入される場合があります。HACCP

の正しい適用法は一つではないと認識することも重要です。 

本マニュアルで示された手順にはバリエーションがありますが、健全な公衆衛生の判

断に基づいている限り、どれも適切です。本マニュアルの本文中に示された資料に加

え、自身の業務に特有な食品衛生管理システムの作成に役立つよう、付録１にもいく

つかの参考資料が用意されています。 

 

まとめ 
 

FDAは、小売店及び飲食店が自発的に食品衛生管理システムを導入することを

推奨しています。基本的な衛生習慣を守り、従業員研修プログラムを確立さ

せ、その他の前提条件プログラムと組み合わせることで、HACCPは、あなたと

従業員に完全な食品衛生管理システムを提供することができます。 

 

HACCP原則を小売及び飲食業務に適用する目的は、事業者であるあなたが、食の安全を

確保するように意識的な行動を取ることです。あなたとその規制当局には、共通の目

的があります。それは、安全で高品質の食品を消費者に提供することです。衛生検査

官はその目的の達成を支援できますが、小売店レベルでの食品衛生における究極の責

任は、あなたと、あなたが効果的な食品衛生管理システムを設定し、維持できるかど

うかにかかっていることを覚えていてください。 
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食品の安全性の管理は、朝に店を開け、収益を確保し、あるいはキャッシュフローを

管理するために取られる行動と同様、事業者内に完全に組み込まれるべきです。望ま

しい結果を実現するための行動が組み込まれた有効で継続可能なシステムを導入する

ことにより、食品の安全性を向上するという目標を達成できるのです。HACCP原則を

適用すると、そのような目標の達成に役立つ一つのシステムができあがります。 

 

HACCP原則を用いて食品衛生管理システムをご自身で作成できるように、本マニュアル

では商品の適切な整理の方法について詳しく説明しています。本マニュアルを使って

作成するHACCP計画は、（第３章に記載の）前提条件プログラムと組み合わせると、完

全な食品衛生管理システムになります。規制当局や他の食品衛生専門家との協働をお

勧めしますが、自身のシステムを設計、導入し、成功するかどうかはあなた自身によ

ります。 
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HACCP原則の小売業及び飲食業への適用 

 
 

プロセス・アプローチとは何ですか？ 

 

1980年代初期以降、小売及び飲食業務と規制当局は、レストランや食料品店、その他

食品小売り施設にHACCPが使えるかどうか調査してきました。その調査のほとんどは、

非常に多様な状態の業界で、どのようにHACCPの定めに従いながら、それを有益にでき

るかという課題に焦点を置いてきました。こうした調査を通じてHACCP原則は小売業に

見られる多様な作業に適用するために多少修正されています。 

 

ハザード分析を行う時には、食品メーカーは大抵、食料品を組織的なツールとして使

い、一商品の流れを追います。生産者や加工者は通常一度に一商品ずつ取り扱うた

め、彼らにとっては非常に有益なアプローチです。一方、小売及び 

飲食業務では、最終的な商品を作るため

に、あらゆる種類の食材が使われます。こ

のためハザード分析には異なるアプローチ

が必要となります。多くの場合、特定の作

業に共通する食材仕込み手順を用いてハザ

ード分析をするのは、小売及び飲食店事業

者にとっても効率的で有益です。これは、

HACCPへの「プロセス・アプローチ」と呼ば

れています。 

 

プロセス・アプローチとは、店舗内で行われ

る一連の食品の流れを、作業や段階で大きく

分割し、各々のグループでのハザード分析を

実施することを指します。

第2章：プロセス・アプローチ 
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食材の流れとは何ですか？ 

 

小売店及び飲食店内の食材の流れとは、受け取りから、消費者への提供や販売まで、

食材がたどる工程のことです。食材の流れはいくつかの作業や段階により構成され、

作業工程とも呼ばれています。作業工程の例には、受け取りや保管、仕込み、調理、

冷却、再加熱、保管、盛り付け、包装、提供及び販売が含まれます。作業工程に使わ

れる専門用語は、飲食業務と小売業務で異なる場合があることにご注意ください。 

 
 

小売店及び飲食店で最もよく使われる三つの仕込み工程とは何ですか？ 

 

小売店及び飲食店内で生産されるほとんどの食品は、その食品が華氏41度から135度

の温度危険領域を何回通過するかによって、三つの仕込み工程の一つに分類すること

ができます。 

 

• 工程１：非加熱の食材仕込み 

流れの例：受入れ、保管、仕込み、保管、提供 

（この工程には他の食材の流れが含まれますが、病原菌を破壊する加熱工程が

ありません。） 

 

• 工程２：当日提供用仕込み 
流れの例：受入れ、保管、仕込み、調理、保管、提供 

（この工程には他の食品の流れが含まれますが、温度危険領域を通過する工程

は一つだけです。） 

 

• 工程３：複雑な仕込み 

流れの例：受入れ、保管、仕込み、調理、冷却、再加熱、高温保管、提供 

（この工程には他の食品の流れが含まれますが、温度危険領域を通過する工程が必ず

二つ以上あります。） 
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三つの仕込み工程の、温度危険領域を通過する回数における説明は、危険領域の図に

示されています。工程１で作られた食品は危険領域に入るかもしれませんが、病原菌

を破壊するような加熱は施されておらず、高温保管もされません。危険領域を一度し

か通らない食材は当日提供用仕込みと分類され、複数回通過する食材は複雑な食材仕

込みと分類されます。 

 

小売店及び飲食店で行われる三つの仕込み工程は、すべての工程を含もうとするもので

はありません。例えば、クイックサービス施設では、特有の「調理して提供」の工程が

ある場合があります。このような工程は、食材の多くが一般的に加熱調理され提供の前

に高温保管されている、フルサービスのレストランでの「当日提供用」の仕込みとは異

なることがあります。さらに、小売店舗では、消費者へ販売する前の全ての食材仕込み

工程に包装や組みあわせといった業務工程が含まれることがあります。 

 

小売店・飲食店では、数種類の食材を使用して複数の仕込み工程を経て製造される商

品（チキンサラダサンドイッチ等）を扱っていることも稀ではありません。食品の仕

込み工程の流れにばらつきがあるのは普通であっても、各工程で導入されるべき管理

手段、即ち食品安全のハザードを予防、除外又は低減するための手順や作業は、温度

危険領域を通過する回数に基づいて大体同じと覚えておくことは大切です。 

危険領域の図 

複雑 当日 非加熱 

危険領域を通過する工程 
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ハザード分析 
 

HACCPにおける「プロセス・アプローチ」では、各食品にハザード分析を行うのは時

間と労力がかかるため、一般的に不要とされています。上記の各食材仕込み工程内

のハザードを特定しコントロールすると、それぞれの商品にHACCP計画を作成するの

と同様にリスク要因の管理ができます。 

例：ある飲食店では、「当日提供用仕込み」のカテゴリーに（鶏肉のオーブン焼きや

ミートローフを含む）多数の食品を抱えています。各食品には特有のハザード（付録

３の表１を参照）が含まれている場合がありますが、各危害要因に関わらず、加熱と

保管を適切に管理すれば、一般的に、このカテゴリーにあるすべての食品の安全性が

確保されます。具体的な例は以下の通りです。 

 

• 特有のハザードがあるにしても、オーブン焼き鶏肉やミートローフなどの商

品は多くの場合「当日提供用」カテゴリー（工程２）にグループ分けされま

す。 

 

• サルモネラ菌やカンピロバクターは、セレウス菌やウェルシュ菌といった胞子

菌のように、鶏肉の重大な生物学的なハザードです。 

 

ミートローフの重大な生物学的なハザードには、サルモネラ菌や大腸O157:H7、 
セレウス菌及びウェルシュ菌が含まれます。 

 
• こうした異なるハザードに関わらず、これら両方の商品で病原菌を殺菌する為

には、適切な温度まで加熱されなければなりません。 

 

• さらに、商品が調理後保管される場合は、加熱によっても破壊されない胞子菌

の増殖を防ぐため、適切な高温保管や時間管理をお勧めします。 

 

商品別に特定のHACCPがあるのと同様に、調理における管理基準も各食品により異なり

ます。上記のような状況における鶏肉の加熱工程では、サルモネラ菌の病源菌量を抑

えるため、最終的な内部温度を華氏165度で15秒間保つことが必要です。一方でミート

ローフはひき肉商品で、サルモネラ菌と大腸菌O157:H7の両方の病原菌量を制御するた

め、最終的な内部温度を華氏155度で15秒間保ことが必要です。冷蔵保管や高温保管な

ど一部の作業工程では、全ての食品に適用する管理基準があることにご注意くださ

い。 
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次の表は、この考え方をさらに詳しく説明しています。独自の管理手段のみが各商

品の調理工程の管理基準に適用する点にご注意ください。他にも食品安全ハザード

及び管理手段があるかもしれません： 

 
工程２：当日提供用仕込み 
商品例 ミートローフ チキン 

生物学的な危害要因例 サルモネラ菌 サルモネラ菌 
大腸菌O157:H7 カンピロバクター 
ウェルシュ菌 ウェルシュ菌 
セレウス菌 セレウス菌 
多様な糞口経路の病原菌 多様な糞口経路の病原菌 

管理手段例（他にも

ある場合がありま

す。） 

華氏155度で15秒間 
調理 

華氏165度で15秒間 
調理 

華氏41度以下で冷蔵 華氏41度以下で冷蔵 

華氏135度以上で高温保管又は4時

間以下の時間管理 

華氏135度以上で高温保管又は4時間

以下の時間管理 

素手ですぐ食べられる食品に接触し

ないこと、適切な手洗い、 
体調不良の従業員の除外・
制限 

素手で調理不要食品に接触しないこ

と、適切な手洗い、体調不良の従業

員の除外・ 
制限 

 

 
工程の流れの中のリスク要因を判断 

 

各食品仕込み工程で最も一般的なリスク要因をいくつか以下で説明します。これらリ

スク要因に関わる食品衛生管理システムを中心に取り組むべきですが、ここに記載さ

れていない作業・工程に特有のリスク要因があるかもしれないことを忘れないでくだ

さい。ご自身で取り入れる作業と食品仕込み工程については自主的に判断してくださ

い。 

 

食品衛生管理システムを作成する際、各工程に共通のリスク要因について積極的な管

理統制は、重要管理点（CCP）として一定の作業工程を指定するか、前提条件プログラ

ムを実行するかのどちらかによって達成することができます。これに関しては第３章

で詳しく説明されています。本マニュアルを使って作成するHACCP計画は、前提条件プ

ログラムと合わせて、完全な食品衛生管理システムになります。 
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施設全体における留意点 

 

個人的な衛生や相互汚染に積極的な管理統制を行うためには、業務の全ての段階で一

定の管理手段を実施しなければなりません。次の全ての管理手段は、使われる食品仕

込み工程に関わらず実施されなければなりません。 

 

• ウイルスやバクテリア、寄生虫などが手から移るのを予防するため、素

手で出来合い品に触らないこと（あるいは承認された別の手順を使用） 

• ウイルスやバクテリア、寄生虫などが手から食品へ移るのを予防するた

めの適切な手洗い 

• ウイルスやバクテリア、寄生虫などが手から食品への移るのを予防する

ための体調不良の従業員の除外・制限 

• 出来合い品又は消毒済の清潔な食品接触面と、汚れたまな板や道具、エプロン

等又は生肉との相互汚染予防 

 
 

食品の仕込み工程１：非加熱食品の仕込み 

 

流れの例：受入れ、保管、仕込み、保管、提供 

 

いくつかの食品の流れはこの特定の工程で示されています。多くの食品の流れは、小

売食品店及び飲食施設の両方に共通しており、その他は小売作業にのみ当てはまりま

す。刺身や生の牡蠣、サラダのような、生の出来合い品は、このカテゴリーに分類さ

れています。これらの食品の材料は、生のまま受け取られ、消費される前に加熱され

ません。 

 

調理工程中に加熱されたが、小売店で追加加熱されない食品もこのカテゴリーで示さ

れます。このような食品にはデリの肉、チーズ、その他低温殺菌された商品が挙げら

れます。また、生の状態で受取られ販売されるが、購入後消費者によって加熱される

食品、例えば、ハンバーガー肉、鶏肉、ステーキなども、このカテゴリーに含まれま

す。 

 

このカテゴリーの食品全てには、小売店又は飲食店での殺菌

（加熱）手順がありません。つまり、殺菌を目的とした危険

領域の通過がされていません。購入時に詳細を求めることに

より、施設で受け取った食品の最大限の安全を確保できま

す。病原菌の殺菌工程がない場合、事業者の最大の責任は、

必ず従業員が適切な衛生習慣を守るようにすることで、さら

なる汚染を防ぐことです。 
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相互汚染は、商品を生の動物食材や、汚れた機器及び器具を避けて適切に保管して防

ぐことが必要です。出来合い品が危険な温度で長時間保管されると、細菌が増殖して

食中毒が起こることがあります。 

 

施設全体での留意点に加え、この食品仕込み工程を伴う食品衛生管理システムで

は、以下の点について有効な管理統制がされているよう確認してください。 

 

• 細菌増殖や毒素の生成を低減するための保冷又は時間管理 

• 食品の供給源（特に、ウイルスや自然毒素、ビブリオ菌が懸念される貝類と、

シガテラ毒素が懸念されるため、生での消費が目的とされる一定の海洋魚類）

（付録2の表１を参照） 

• 受入れ温度（特に、スコンブロ毒素が懸念される一定の海洋魚類）（付録2

の表2を参照） 

• リステリア・モノサイトゲネスの増殖を制御するため、24時間以上保管され

た、出来合い品PHFに日付表示 
• 寄生虫が懸念されるため、生での消費目的の一定魚類の冷凍（付録2の表3を

参照） 

• 胞子や毒素を生成する細菌の増殖を防ぐため、常温から冷却 

 
 

食品の仕込み工程2：当日提供用仕込み 

 

流れの例：受入れ、保管、仕込み、調理、保管、提供 

 

この食品仕込み工程では、小売店及び飲食店で消費者に提供又は販売される前に、食

品は危険領域を一度だけ通過します。例えばフライドチキンなどの食品は通常調理さ

れ、提供まで保温されますが、調理直後に提供されることもあります。施設全体での

留意点に加え、この食品仕込み工程を伴う食品衛生管理システムでは、以下の点につ

いて有効な管理統制がされているよう確認してください。 

 

• 細菌や寄生虫を死滅させるための加熱 

 

• 胞子を生成する細菌の増殖を予防するための高温保管又は時

間管理 

 

一定の海洋魚類を取り扱う場合には、シガテラ毒素やスコンブロ毒素

が懸念されるため、承認された食品の供給源や適切な受入れ温度、及

び調理前の適切な保冷は非常に重要です。魚介類に関する特別な注意

事項については、本マニュアルの付録2をご確認ください。 
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食品の仕込み工程3：複雑な食品の仕込み 

 

流れの例：受入れ、保管、仕込み、調理、冷却、再加熱、高温保管、提供 

 

大量に調理された食品や翌日提供目的で事前に調

理された食品は、通常、工程の流れが拡張されま

す。このような食品は温度の危険領域を一回以上

通過するため、この工程において、胞子を生成す

る細菌或いは毒性の細菌が増殖する可能性はさら

に高くなります。 

食品の温度管理が適切に行われないことが食中毒

につながるリスク要因として最も頻繁に見られま

す。さらに、このカテゴリーの食品には、冷蔵保

管中に増殖する可能性があるリステリア菌で再汚

染される可能性があるのです。 

FDAは、食品を危険温度にさらす時間を最低限にするよう薦めています。 

 

施設全体での留意点に加え、この食品仕込み工程を伴う食品衛生管理システムで

は、以下の点について積極的な管理統制がされているよう確認してください。 

 

• 細菌や寄生虫を死滅させるための加熱 

 

• 胞子や毒素を生成する細菌の増殖を防ぐための冷却 

 

• 細菌増殖や毒素の生成を低減するための高温および冷温保管又は時間管理 

 

• リステリア・モノサイトゲネスの増殖を制御するため、24時間以上保管され

た、出来合い品PHFに日付表示 
 

• 該当する場合は、高温保管のための再加熱 

 

 

一定の海洋魚類を取り扱う場合には、シガテラ毒素やスコンブロ毒素が懸念されるた

め、承認された食品の供給源や適切な受入れ温度、及び調理前の適切な保冷は、非常

に重要です。魚介類に関する特別な注意事項については、本マニュアルの付録2をご

確認ください。 
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はじめに 
 

 
 

 

食品安全チームとは何ですか？ 

 

チームアプローチを取る際には、本マニュアルの使用が最も効果的です。チームは、最

低限実施工程に関与する全分野の代表者を含むべきです。これには、オーナー、マネー

ジャー、料理長、料理人、皿洗い人、ウエイター及びその他食品の調理と提供に活動的

に関わる個人などを含みますが、それに限りません。システムの設計責任は事業者にあ

りますが、実施には全従業員の努力と責任を持って遂行する姿勢が必要です。食品衛生

管理システムが成功するには、マネージャーや従業員らが各々の役割について訓練を受

けることが重要です。食品衛生管理システムが科学に基づき有効で特定されたハザード

を管理できるように外部のコンサルタントや業界の事業者団体、大学の公開サービス及

び規制当局と協力することを考えてもいいかもしれません。 

 
第3章：食品衛生管理システムの作成 
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本マニュアルの使い方 
 

素晴らしいチェスの試合と同様、食品衛生管理システ

ムを構築するには時間、忍耐、決意が必要です。あな

たのビジネスで食品安全に影響する部分のすべてを、

注意深く検討する必要があります。食品衛生管理シス

テムを構築するのをお手伝いし、その過程であなたを

導けるように、一連の手順が作られています。 

 

各手順には短い解説が含まれます。ご参考までに、本

マニュアルの付録４に記載された表を使って自身の食

品衛生管理システムを書面にしてください。各手順の

下にある解説を読んだ後、自身の店舗内で実施されて

いる各食品仕込み工程に関する適切な情報を用いて付

録４の表を完成させることをお勧めします。 

 

例えば、手順１の前提条件プログラムの作成を終えた後、表の題名から前提条件プロ

グラムを参照することができます。手順2（メニュー項目・商品を三工程のうちの一工

程にまとめること）が終ったら、各食品仕込み工程にごとに表のメニュー項目・商品

の列を記入してください。手順3で危害要因が特定できたら、縦の欄を適宜記入してく

ださい。このようにして手順9まで表の記入を続けてください。最終的にあなたの食品

衛生管理システムを導入するのに必要な全ての情報を含む表が最大3つできるでしょ

う。 

 

あなたのシステムを作り上げるために二組の表が用意されていま

す。それら表のうちどちらかを使ってもいいですし、あなたの事業

の必要に応じて修正をして使用しても良いでしょう。表を用いると

次のようなことができるようになります。 

 

• 店舗内のメニュー項目・商品を三つの食品仕込み工程の

うちのひとつに纏めること 

 

• 各工程におけるハザード分析を実施し、管理手段を把握

すること 

 

• 規制措置がどのように管理されるか決めること（HACCP計

画内の重要管理点のように、又は前提条件プログラムを通

じて) 

 

• 確定された重要管理点に関連する管理基準を明確にすること 
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• モニタリングの手順と、あなたの事業に合うようにカスタマイズされた是正措

置の作成 

 

• 必要な検証手順の設計 

 

• 食品安全の重要な危害要因を管理している記録を残すために、

どのような記録管理が必要か判断すること 

 

• システムが食品安全の危害要因を効果的にコントロールでき

ることを確証すること 

 
 

本マニュアルが提示する理想的な食品衛生管理システムの流れは次の通りです。 

 

HACCPチームを結成 

手順１（前提条件プログラムを作成） 

手順2（メニュー項目・商品のまとめ） 

手順3（危害要因分析の実施） 

手順4（管理手段の導入と管理基準の設定） 

手順5（モニタリング手順の設定）手順6（是正措置の作成） 

手順7（継続的な検証の実施）手順8（記録の保管） 

手順9（定期的な妥当性確認） 
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手順１ 

 
 

前提条件前提条件プログラムの作成 

 

頑丈な家を建てるには、丈夫な土台作りから

始めなければなりません。食品衛生管理シス

テムも同じことです。効果的な食品衛生管理

システムを作成するには、まず初めに、事業

内の基本的作業と衛生管理の強力な基盤を築

き、導入する必要があります。これらの手順

は、あわせて「前提条件プログラム前提条件

プログラム」と呼ばれます。 

 

前提条件プログラム前提条件プログラムが設置されていると、食品とその調理に関わるハザ

ードに、さらに重点を置くことができます。食品衛生管理システムを作成する前に前提条件

前提条件プログラムを作成・導入することをお勧めします。前提条件前提条件プログラムに

は次のようなもの含まれます。 

 

• 仕入先認証プログラム 

 

• 研修プログラム 

 

• アレルギー管理 

 

• 購入者への詳細説明 

 

• レシピ・工程指示書 

 

• 先入先出（FIFO）手順 

 

• その他標準作業手順（SOP） 

前提条件プログラムは以下の目的で設置されます。 

• 生物学的、化学的そして物理的な食物安全の危害要因による汚染から商品を

保護するため 

 

• 不適切な温度による細菌増殖を低減するため 

 

• 機器の手入れのため 
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食品汚染のコントロールするための前提条件プログラム 

 

この手順では以下のことを確認します。 

 

• 機器や器具の汚れて不衛生な表面が生又は調理済み（出来合い品）の食品と接触しな

いこと 

 

• 嘔吐や下痢などの一定の症状のある従業員の制限又は除外 

 

• 生の動物食材が調理済み食品（出来合い品）を汚染しないこと 

 

• 効果的な手洗いの実践 

 

• 食品調理場における飲食や喫煙の禁止 

 

• 食品や食品接触面と接触する水、及び氷を作るのに使われる水は飲料水であること 

 

• 有害物質が適切に表示され、保管され、そして安全に使用されること 

 

• 凝縮液や潤滑剤、殺虫剤、洗浄剤、消毒剤及びその他有害物質などの汚染物質が、食

品や食品包装材及び食品接触面に接触しないこと 

 

• 食品や食品包装材及び食品接触面が、物理的危害要因、例えば照明器具からのガラス

の破片、アクセサリー、その他により汚染されないこと 

 

• 効果的な害虫駆除体制の設置 

 

• ヘアネットが使われること 

 

• 清潔な衣服の着衣 

 

• （結婚指輪を除く）アクセサリー禁止 

 

細菌増殖をコントロールするための前提条件プログラム 

 
この手順は、潜在的に危害要因となり得る全ての食品が華氏４１度以下の冷蔵温度で

受入れ及び保管されることを確実にします。食品規定では、特定の食品を例外視し、

それより高い温度での受入れを許していることがあります。 
機器の手入れに関する前提条件プログラム 
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この手順では以下のことを確認します。 

 

• 道具を含む食品接触面が清潔で消毒済で、良好な状態を維持すること 

 

• 検温器（温度計や温度記録装置など）の定期的な調整 

 

• 調理機器や高温保管機器（グリル、オーブン、蒸し器、コンベア調理器な

ど）が商品に適切な温度であることを確実にするため、日常的にチェック

し、調整し使用すること 

 

• 保冷機器や冷却機器（冷蔵庫、急冷装置、冷凍庫、サラダバーなど）商品

に適切な温度であることを確実にするため、日常的に確認、調整し使用す

ること 

 

• 食器洗浄機が製造元の仕様書通りに機能していること 

 

• トイレ施設が従業員にアクセス可能で維持されていること 

 

この手順で取り扱われる項目は、食品衛生管理システムの全体に基づく基盤となりま

す。どんな食品衛生管理システムの成功も、施設内における基本的な衛生課題をあな

たがどれだけ効果的に管理するかにかかっています。 

 

この点を念頭に、前提条件プログラムと関連する取り組みが適切に実施されているこ

とを確認するために、作業をどのようにモニタリング（監視）できるか考慮しましょ

う。前提条件プログラムを通じて食品衛生管理システム内の一定の項目を管理しよう

と決めた場合は、前提条件プログラムの監視が推奨されています。モニタリングによ

ってHACCP計画のハザードを予防、除外及び抑制できるのと同様、前提条件プログラム

の弱点に気づくかもしれません。改善の余地が見られる分野がある場合には直ちに是

正措置が取られるべきです。 
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手順2 

 
メニューの項目・商品をまとめる 

 

メニューの項目・商品をまとめ始める前に、メニュー項

目や商品が作業を通してどのように流れるか確認しま

す。当日提供用に調理されるか、調理工程後に追加の冷

却及び加熱があるかどうか、調理工程を全く伴わないか

なども注記していきます。工程1、2、3毎のメニュー項目

又は商品の整理に関しては第2章を参照ください。 

 

メニューや食品の一覧を見ながら、それぞれを適当な食品

仕込み工程に振り分けてください。この作業をすると複数

の仕込み工程が行われていることに気づくかもしれませ

ん。特別な配慮が必要なメニュー項目や商品を特定するた

めに、本マニュアルの付録をご参照ください。 

 

表１：工程別一覧 
 

三つの各食品仕込み工程に所属するメニュー項目や商品の例が、次の表で確認で

きます。どのように調理されているかによって、一つのメニュー項目が複数のカ

テゴリーに記載されていることがあります。 

 

 
工程１ 

非加熱食品の仕込み 

 
工程２ 

当日提供用仕込み 

 
工程３ 

複雑な食品の仕込み 

（消費者によって加熱される）生肉と魚介類 

サラダ野菜 

生で消費される魚 

新鮮野菜 

生で提供される牡蠣やホタテツナサラダ 

シーザーサラダドレッシング 

コールスロー 

サンドイッチ用スライス肉 

スライスチーズ 

チキンサラダ（缶詰めの鶏肉から作られたもの） 

フライドチキン 

焼き魚 

牡蠣 

フライハンバーガー 

日替わりスープ 

温野菜 

加熱した卵 

スープ 

グレイビーソース 

オーブンで焼かれた食品 

チリ 

タコスの具 

春巻き 

チキンサラダ 

（生の鶏肉から作られたもの） 
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手順3 

 

ハザード分析の実施 

 

食品衛生管理システムを作成する際には、受入れから提供・販売までの業務の流れの

中で存在する食品安全上のハザードを特定する必要があります。システム内のハザー

ドを特定することで、制御不可能なハザードを引き起こす食中毒リスク要因に対する

積極的な管理統制の達成が実現可能な管理手段を決定することができます。管理手段

とは、特定された危害要因を予防、除去又は低減する為にとる行動や活動を指しま

す。 

 

HACCPへのプロセス・アプローチにおけるハザード分析は、従

来のHACCPほど複雑ではありませんが、本章は、商品のハザー

ド分析を行うために必要な全ての情報が示されているわけでは

ありません。自問して確認する課題や食品の一覧、関連するハ

ザードや小売及び飲食業における管理手段を含むハザード分析

の工程に関する詳細な解説は、本マニュアルの付録３をご参照

ください。また、店舗で魚介類が提供又は販売される場合、本

マニュアルの付録2を参照することをお勧めします。さらに、

FDAは、この過程と食品衛生管理システムを作成する全ての段

階において、衛生検査官又はその他の食品安全専門家に相談す

ることを強く勧めています。 

 

第2章で説明されている通り、特定の食品仕込み工程内の各商品の具体的な食品安全

危害要因は異なる可能性がありますが、各工程における各商品の管理手段は一般的

に同じです。ハザードの分析を行うと、具体的な食品安全危害要因に関わらず各食

品仕込み工程内の食材は同じ危害要因カテゴリーを共有していることに気が付くで

しょう。三つの食品仕込み工程における食品に適用する管理手段が一般的に同じで

ある理由はそのためです。各工程で適用する管理手段は、大体同じです。したがっ

て、一般的な分類を用いて、食品安全危害要因の種類を特定することができます。 

 

例えば、工程2では、鶏肉を焼き、魚を揚げ、ハンバーガーをグリルし、ミートローフ

を焼いたとして、これらは全て提供前に温めておくとします。各食品には特有の食品

安全危害要因がありますが、それらは全て一般的な危険性分類を共有しているため、

商品の管理手段は基本的に同じになります。栄養細菌、胞子、又は、毒素を生成する

細菌は適切な加熱や保温により制御されます。赤痢菌やサルモネラ菌などの糞口経路

の病原菌及びウイルスは、適切な手洗いや、出来合い品を素手で触らないこと、また

従業員の健康方針の実施により制御します。さらに、相互汚染による病原菌は、適切

な消毒と保管を実践することで制御できます。この例の中にはその他の危害要因分類
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や管理手段も存在するかもしれません。 

 

以下の分類は全てを含んでいるわけではなく、重複している可能性もあります。本マ

ニュアルで概説されているものとは違った用語を使っても構いません。自身のシステ

ムにどんな危害要因が存在するか認識している限り、どの分類名を使うかは重要では

ありません。表に記入するために使われる一般的な危害要因の分類例は次の通りで

す。 

 

 

• 生物学的 

 

1. 栄養細菌（サルモネラ菌やカンピロバクター、大腸菌及びビブリオ菌など） 

2. 胞子又は毒素を生成する細菌（セレウス菌やウェルシュ菌、ボツリヌス菌及

び黄色ブドウ球菌など） 

3. 糞口経路の病原菌（寄生虫や多様な細菌及びウイルスなど） 

4. ウイルス（A型肝炎やノロウイルスなど） 

5. 細菌や寄生虫、又は相互汚染によるウイルス 

【手や食品接触面、スポンジ、手ぬぐい及び道具から出来合い品に病気を引

き起こす微生物が移る場合も当てはまります。また、病気を引き起こす微生

物が高温調理を伴う生の動物食材（鶏肉など）から低温調理の生の動物食材

（豚肉など）に移る場合も当てはまります。】 

 

• 化学的 

 

6. 一般的な化学汚染（洗浄化合物や消毒済、アレルギーなど） 

7. スコンブロイド毒素（一定の魚でのヒスタミン発生）（付録2を参照） 

8. シガテラ毒素（一定の魚にある自然の毒素）（付録2を参照） 

 

• 物理的 

 

9. 骨片や金属片、絆創膏やアクセサリーなどの一般的な物理的ハザード 

 

 

食品安全に関わるハザードを評価する際の確認事項は以下です。 

 

• 付録2に記載されているような特別な配慮の必要な材料やメニュー

項目がありますか？ 

 

• それは特殊な温度管理の必要な危害要因性食品ですか？ 
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• どのように提供されますか？すぐに提供しますか？ ビュッフェに置かれますか？ 

 

• その食品が病気に関連していたことがありますか？ 

 

• 長時間にわたる仕込み作業、従業員の健康、出来合い品を素手

で扱うなどの特別な配慮が必要ですか？ 

 

• 下痢や嘔吐などの症状のある従業員をどのように扱います

か？ 

 

• 食中毒にかかる可能性が高い集団（医療施設の入居者や保育所または介護施設

にいる人など）に食品が提供されますか？ 

 

施設内の商品に関連するハザードについて実践的な知識が既にある場合、食品仕込み

工程の各作業段階に関連する食品コードの管理手段を特定することによりハザード分

析を実行できます。管理手段や管理基準の背景にある公衆衛生に関する根拠について

より深く理解するには、FDA食品規定の付録3をご参照ください。 
 

次の手順では、ハザード分析で特定した管理手段のうち、どれが（例えば調理）食

品の安全性において不可欠か判断してください。重要管理点又は前提条件プログラ

ムを通じて、HACCP計画の管理手段を選んでください。 
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手順4 

 
前提条件プログラムまたはHACCP計画の重要管理点にある管理手段を実施し、さらに管

理基準を設定 

 

この手順の目的は、あなたの食品衛生管理システムに管理手段を導入し、ハザードを

予防、除去又は許容程度まで低減することです。 手順3のハザード分析で管理手

段を特定したら、どのようにして管理統制を行うか決めてください。HACCP計画の重要

管理点（CCP）又は前提条件プログラムを用いることで適切な管理が可能となります。 
 

定義によると、重要管理点とは食品におけるハザードを予防、除去、又は

許容レベルまで低減するために特に重要な工程を指します。ある工程にお

いて、ハザードを予防、除去又は許容レベルまで低減するために必要な管

理が施される場合は、それを重要管理点として管理します。もしそれより

後の工程が懸念されるハザードを管理するなら、前述した工程ではなく次

の段階が重要管理点である可能性が高いです。 

 

事業によっては、前提条件プログラム内での管理手段の実施が効果的な

場合があります。例えば、保管中の保冷はHACCP計画ではなく前提条件プ

ログラムを通じて管理するのが最善と判断するかもしれません。こうい

った判断をするにあたり食品の流れを考えることが重要です。 

 

 
 
食品規定は、食品のハザードを予防、除去又は低減するよう定められた管理基準とい

われる具体的な測定可能基準を示しています。管理基準は、科学的な根拠に基づき、

業務工程内で用いる管理手段に関連しています。一般的な例は、時間・温度基準や、

出来合い品への素手での接触禁止などです。 

 

特定されたハザードを管理するために必ず適切な管理基準を設定するようにしてくだ

さい。確定された管理手段において適切な管理基準を設けるために、最新版の食品規
定もしくは州、地方自治体又は部族の規定をご参照ください。 
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小売業及び飲食業で共通の業務工程 
 

小売店で実施されている共通の業務工程に関する次の情報は、本資料に書かれている

手順を進める際の意思決定に役立てるように提供されています。小売店での共通の業

務工程は、受け入れや保管、仕込み、調理、冷却、再加熱、保温および保冷、盛り付

け・容器への移し替え・包装、提供、販売などを含みますが、それに限りません。 

 

 

受け入れは、食品の安全性において重要な業務工程です。受け入れ時の最大の注意

点は、病原菌や有害な毒素の生成による汚染です。 

 

この業務工程中にお勧めする二つの重要な管理手

段は以下を含みます。 

 

• 適切な温度での食材の受け取りと生鮮食

品の迅速な冷蔵保管 

 

• 承認された供給元（適切な規制当局から規

制され検査されている供給元）からの食品

や材料、包装材の入手 

 

出来合い品や危害要因性食品は、受け入れ時に特に注意しなければなりません。何故

ならこれらの食材は提供前に調理されないため、冷蔵された出来合い品は、この工程

での病原性細菌の増殖が大きなハザードとして考えられるからです。一般的に、商品

の温度を管理するための前提条件プログラムを導入で、商品を受け入れ時に存在する

ハザードを十分に管理できます。商品の温度を確認する他に、見た目や匂い、色及び

包装の状態も確認してください。 

 

魚介類は、出来合い品であってもなくても、受け入れ時に特別な注意が必要です。連

邦規則では、魚介類の加工者と州をまたぐ魚介類の商品流通には、HACCP計画の作成が

必要です。このような加工者は州をまたぐ商業で魚介類を販売してよい唯一の承認さ

れた供給者ですから、あなたの州をまたぐ魚介類サプライヤーがHACCP計画を導入して

いる証拠を見せてもらったほうがよいでしょう。州内でしか販売もしくは流通してい

ない魚介類または魚介製品の加工者は、州や地方自治体、部族規制によってはHACCP計

画が必要な場合とそうでない場合があります。 
 

受け入れ 
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生で消費される一定種類の魚に含まれる寄生虫を駆除するために、あなた又は魚介類

加工者が一定の時間と温度でその魚を冷凍しなければなりません。寄生虫を取り除く

ために十分に冷凍されたか確かめるため、以下のような種類の魚の明細書を見せても

らいましょう。 

 

生で、貝付き又はむき身の状態で受け入れる貝類（牡蠣、ア

サリ、ムール貝及びホタテ）は、必ずFDAの州間認定貝類運送

会社一覧又は州の貝類管理当局で保持されている一覧に載っ

ている供給者から購入しましょう。貝のままで受け入れた貝

類は、日付と収穫場所、その他特定情報が記載されたタグ

（むき身は札）がついていなければなりません。 

 

一定の領域から収穫された魚類は、シガテラと呼ばれる毒素を自然に含んでいる場合

があります。他の魚類も厳しい温度管理が維持されていないと、収穫後に毒素が発生

する場合があります。この毒素はスコンブロイド毒素（ヒスタミン）と呼ばれます。

魚類については、これらの毒素は加熱により取り除かれないため、受け入れ時に温度

管理や承認された供給者であることが確認することが重要です。魚介類における毒素

や寄生虫に関する詳細は、本マニュアルの付録2をご参照ください。 
 

    

   食品を冷蔵保管する際、食品衛生管理システムは以下の点に注力してください。 

 

• 出来合い品に含まれている可能性のある病原性細菌の増殖を制限するための

温度管理の維持 

 

• 出来合い品が生の動物食材との相互汚染を防ぐための食品保管 

 

保管温度や冷蔵保管商品のモニタリング頻度を決める際は、地域の

規制当局から要求されている設定よりも低い温度で設定しましょ

う。規制で要求されている温度よりも低く設定することで、頻繁な

モニタリングを通して、温度に若干高めの誤差が検出されても細菌

が増殖し始める前に修正できます。 

例えば、潜在的にハザードのある出来合い品を冷蔵保管する場合、

冷蔵機の管理基準を華氏38度で設定しておきます。華氏41度を超え

そうになっても事前に確認することができ、細菌が危険レベルまで

増殖する前に適切な是正措置で予防することができます。 

 

保管 
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出来合い品のモニタリング手順は、商品の内部温度確認も含まれているのが理想的です。た

だし、保管されている食品の量に対して現実的に実用的かどうか判断する必要があります。 

 

また、前提条件プログラムとして、モニタリング手順を冷蔵機器の気温に基づいて設

定するのもいいです。冷蔵期の気温のモニタリング頻度は以下の条件により異なりま

す。 

 

• 冷蔵庫の気温が正確に商品の内部温度を反映しているかどうか（食品安

全のための冷蔵温度は、外気温度ではなく、冷蔵機内で保管されている

食品商品の内部温度に基づく必要があることをお忘れなく。） 

 

• 冷蔵機器の容量や使用 

 

• 冷蔵機内で保管されている食品商品の量と種類 

 

• この手順のモニタリングをサポートする前提条件プログラム 

• シフト変更や取引額及びその他運用上の考慮事項 

ヒスタミンが形成される可能性があるためスコンブロイド毒素を生成する魚の保管 

には、特に注意してください。スコンブロイド毒素を生成する魚のヒスタミン形成を

制御するために、重要管理点としてのHACCP計画又は、前提条件プログラムを通じて、

華氏41度の管理基準で管理してください。また、あなたのHACCP計画や前提条件プログ

ラムにおいて、E型ボツリヌス菌の増殖を予防するため、脱気包装された魚の燻製は華

氏38度で保管されることを確認してください。 

 

業務用冷蔵および保管施設内の生の食品と出来合い品とを分けることで、相互汚染の

可能性を制御できます。保管施設内で食品の配置を決める際には、相互汚染を予防す

るために、食材が使われる流れを考慮してください。例えば、鶏肉と牛肉を棚に横並

びで保管する場合、従業員が作業中に生の鶏肉から出た汁を牛肉に垂らすことがない

かどうかを考えてください。また、出来合い品を保管する際、危害要因性食品はドア

の近くではなく、冷蔵室の中で最も温度が低い場所に保管するようにしましょう。こ

れらの商品はこれ以上の殺菌手順がないため、胞子を生成する細菌の増殖を予防する

ことが特に重要となります。 
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全作業手順の中でも仕込みには制御やモニタリング、場合によっ

ては記録が必要となる様々な作業を含みます。メニューや従業員

の能力、食品の仕込みに影響を与える施設設計などの多様性を含

む概要を本マニュアルに全て収めるのは不可能です。仕込み手順

には、解凍や材料の混ぜ合わせ、切る作業、みじん切り、薄切り

又はパン粉付けといった複数の過程を伴う場合があります。 
 

 

仕込み手順では、一部の危害要因を制御し以下のことを最小限にする食品衛生管理シ

ステムの実施を補助するように前提条件プログラムを作成することが出来ます。 

 

• 細菌の増殖 

 

• 従業員や機器からの汚染 

 

仕込みをする食品を少量に抑えることは、食材が細菌の増殖する温度で保管される置

かれる時間を最小限に抑えることに繋がるため細菌の増殖を管理するのに重要な手法

です。また、食品の量や仕込みに必要な時間を予め計画しておくと、この作業過程で

食材が危険な温度帯で保管される長さを短縮することができます。 

 

冷凍食品を解凍する際、適切な商品温度を維持し、時間管理を徹底することは、細菌

の増殖を管理する主な方法です。解凍中の微生物、科学的、および物理的汚染の可能

性を最小限に抑えるための手順を実施する必要があります。 

 

ツナサラダのような低温商品を準備するために事前に冷やした材料を使用すると、こ

の過程における温度管理に役立ちます。 

 

最前線で働く従業員はおそらく食品を扱う必要性が最も高いといえます。適切に計

画、管理された個人衛生プログラムが全従業員へ伝えられていると、細菌や寄生虫、

ウイルスによる汚染の可能性を最小限に抑えることができます。個人衛生プログラム

には、手洗いのタイミングや洗い方に関する従業員への指示を含めることが推奨され

ています。また、体調不良の従業員、特に下痢や嘔吐、熱又は黄疸の症状がある者を

特定し、食品の取り扱いを制限又は除外することも非常に重要です。 
 

出来合い品の仕込みでは、素手での接触を無くするよう特別な注意が必要です。素手

での出来合い品への接触による危害要因をどのように管理しますか？時間帯や頻度、

仕込み 
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仕込み工程の所要時間は、容易なモニタリングを実現しますか？その作業手順がHACCP

計画の重要管理点として、又は前提条件プログラムとして管理されるか判断するため

に、作業を再度チェックしてみてください。 

 

器具や機器からの相互汚染を防ぐための手順を設定してください。生の食品と出来合

い品の仕込みとの場所や手順をわけて行えば、細菌汚染の可能性を最小限に抑えられ

ます。この作業手順では、食品接触面を適度に洗い、消毒することが奨められていま

す。 

 
 

この作業過程は手順２と手順３に挙げられている食品にのみ適用されます。動物由

来の食品の調理することは、生物学的汚染の低減や除外をするための最も効果的な

作業ステップです。指定された時間、適切な温度で調理すると、ほとんどの有害な

細菌や寄生虫が死滅します。したがって、調理温度を頻繁に監視することを強くお

勧めします。 

 

適切な調理温度と時間に確実に到達するために使用する最適なシステムを決定する必

要があります。商品内部の温度を確認するのは望ましい監視手法です。、ただし、大

量の食品を調理する場合、個々の食品の温度確認は実用的ではありません例えば、ク

イックサービス業では、昼食時に数百個のハンバーガーを調理する場合があります。

ハンバーガーの温度を一つ一つ確認することは合理的でないため、特定の手順と調理

器具が調理器具内または調理器具のすべての場所で最終的な内部商品温度を確認する

ことができることを定期的に確認して下さい。 

 

特定の手順が目的を達成し機能することが確認できれば、記

録管理の頻度（手順７に記載）を減らすことができます。こ

のような場合、記録管理システムは、その手順が機能してい

ると確証するため定期的な商品温度チェックの結果を提示す

る記録管理システムを確立する必要があります。 

 

生の動物の食材を調理する際は、時間と温度に特に注意して

ください。HACCP計画や前提条件プログラムを作成する際に

は調理段階において管理基準は商品固有であることを理解す

ることが重要です。例えば、鶏肉の安全な調理温度・時間は

華氏165度で15秒ですが、牛ひき肉肉の安全な調理温度は華

氏155度で15秒です。 

病原菌が熱で十分に破壊されるように、調理過程はHACCP計画の重要管理点又は前提条

件プログラムとして管理され、食品規定内の管理基準によって設定されている安全性

調理 
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と同じレベルに基づくべきです。詳細な指針に関しては、FDA・CFSANのウェブサイト

（http://www.cfsan.fda.gov/~dms/foodcode.html）に閲覧可能な食品規定の最新版、

又は地域や州の規定をご参照ください。 
 

 

最も手のかかる作業過程の一つは、細菌の増殖を制御する食品の急激冷却です。危害

要因性食品の不適切な冷却は食中毒を引き起こす原因になることが分かっています。

不適切な温度で調理及び保管された食品は、胞子を生成する細菌の成長にとって絶好

の環境となります。従業員の不適切な作業、他の食品や道具、器具からの相互汚染に

よる食品の再汚染もまた、この作業手順における懸念事項です。 

 

食品の冷却が不適切であると、元に戻せない雪だるま

効果を引き起こすことがあります。適切な再加熱を

行っても、 

毒素を生成する細菌が加熱と不適切な冷却の後に放出

されると、 

人が消費するのに充分安全なレベルまで破壊できないことが

あります。ロースト、七面鳥焼き、濃厚スープ、シチュー、

チリや、 

大きな容器に入った米や、リフライドビーンズなどの食品には

特に注意してください。これらの食品は、その質量と体積のた

め、冷ますのに時間がかかります。熱い食品の容器が 

しっかりと覆われていると、冷却速度はさらにに遅くなります。各

容器内の食品の量を減らし、 

蓋を緩めて熱を逃がす開口部を残すことで、冷却速度を劇的に上げるこ

とができます。 

 
 

業務用冷蔵機器は、大量の食品を冷却するのではなく、冷たい食品を適切な温

度に保つように設計されています。食品を冷却するための代替手段は以下の通

りです。。 

 

• 大容量の圧縮機と高速の空気循環によって、食品を許容される温度まですばやく冷却す

るように設計された急速冷却装置の使用 

 

• 提供時間前に小量を調理することにより、大量の食品を冷却する必要性をなくす 

 

• 食品容器を氷水に浸しながら熱い食品をかき混ぜる 

冷却 
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• スープやシチューはレシピを変更し、濃縮されたベースに十分な水

や氷を足すことによって必要な量を作るようにする 

 

• チキンやツナサラダなどを調理する際は、使用する材料を事前に冷却

しておく 

 

どの冷却方法を選ぶにしても場合でも、手順が機能することを確認してください。そ

の手順が正常に機能していることを確かめるために、定期的に温度チェックを実施し

それを管理する定期的に予定記録管理のシステムを設定してください。特定の手順が

機能することが確認できれば、記録管理の頻度は減らすことができます。生物学的危

害要因を制御するためには、冷却手順はHACCP計画の重要管理点又は前提条件プログラ

ムとして管理され、食品規定内の管理基準により設定されている安全性と同じレベル

に基づくべきです。 

 
 

この作業手順は、手順3に挙げられている食品のみ

適用されます。食品が不適切な温度で十分な時間

保管されると、病原体が危険な数まで増殖する可

能性があります。適切に再加熱することで、この

ような病原体の一部を除去する重要な管理方法に

なります。 

懸念される病原体の殆どは適切な再加熱により殺

菌されますが、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、食

物媒介のウイルスなどの毒素は取り除くことがで

きません。 

 

調理済み食品を再加熱する際は、時間と温度には

特に注意してください。生物学的危害要因を制御

するために、再加熱はHACCP計画の重要管理点又は

前提条件プログラムとして管理され、食品規定内

の管理基準により設定されている安全性と同じレ

ベルに基づくべきです。 

再加熱 



39  

 

 
 

三つの手順はすべて、食品の保管保管（例：保温または保冷）、または、保管時間が

公衆衛生管理の手段として挙げられます。細菌を除去するための加熱手順がある場合

には、胞子を生成する細菌以外の全てが殺菌されます。加熱済み食品が適切な温度で

保管されていない、または十分な時間温度管理がされていないと、胞子を生成する細

菌が急速に増殖することが大きな問題です。 

 

飲食店で食品が保管、調理、再加熱される時、従業員、器具、手順又はその他要因に

よる汚染のリスクが高まります。適切な温度で保管されていない商品に接触した有害

な細菌は、短時間に大量増殖する可能性があります。繰り返しになりますが、従業員

の衛生管理と相互汚染の予防が、この作業手順における食品の安全性に影響を与えま

す。 

 

食品を華氏135度以上で保温、華氏41度以下で保冷する

ことは、微生物の増殖予防に効果的です。食品規定で

は、温度管理の代替手法として、時間のみを管理手段と

する時の作業について、食品の安全性を確保するための

包括的モニタリングや食品マーキング制を含む内容を詳

しく説明しています。 

 

高保温中に食品の温度を監視する頻度によって、華氏135

度に達していない場合に実行する是正措置が変わってき

ます。管理基準が満たされていない場合、是正措置とし

て、危害要因の可能性を判断するために、食品がどれく

らいの間設定外の温度で保管されていたか確認して、そ

の結果で食品を再加熱するか廃棄するか見極めます。こ

の作業中のモニタリング頻度によっては、食品を華氏165

度で再加熱するか廃棄するかの差を意味します。 

 

低温食品のモニタリング頻度を決める際は、温度チェックの間隔が危害要因を管理す

るのに十分であり、また、適切な是正措置をとる余裕があるように設定することが推

奨されています。例えば、サラダバーのポテトサラダなど、潜在的に危害要因となる

出来合い品を保冷提供する時には、管理基準を華氏41度以下に設定することが望まし

いです。華氏41度を超えそうになるのに気づいて、適切な是正措置を取り、それを防

ぐことができるような余裕をもてるように目標又は動作限界を華氏41度以下に設定す

ると良いでしょう。 
 

 

保管（保温、保冷、または一定時間） 
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生物学的危害要因を管理するためには、保温や保冷、または時間のみの公衆衛生管理

手段は、HACCP計画の重要管理点又は前提条件プログラムとして管理され、食品規定

内の管理基準により設定されている安全性と同じレベルに基づいていることが勧めら

れています。 

 

準備、盛りつけ、および包装は、ケータリング業者[例えば、レストランケータリ

ング業者、州間運搬ケータリング業者、軍の食品販売所、食料品店（展示ケース

用）、学校、介護施設、病院、食品宅配サービス業者など]を含む一部の食品小売

店で使用される作業手順です。 

 

準備、盛り付け、および包装には、食品を包装したり、トレイに

その食品を並べたり、運送用の容器や展示用のケースに詰めこむ

ことを含みます。一例として、飛行機内のキッチンで食品が包装

されてフードカートに乗せられて、最終的な保冷器で収納されま

す。他の例には、病院内の調理場で患者用トレイが盛り付けられ

た後、看護ステーションへ運ぶために移動用カートに乗せられる

ことなどが挙げられます。食品は提供場所への移動のために、バ

ルクコンテナに入れられる場合もあります。 

 

食品衛生管理システムは、細菌の汚染と増殖の可能性や、出来合い品への素手

での接触及び適切な手洗いに関する内容を含むべきです。 
 

 

食品が消費者へ届く前の最終工程です。従業員が食品や食品接触面に関わる業務で

は、細菌の寄生虫やウイルスを拡散させてしまう可能性があります。個人の衛生管理

はこのような危害要因を管理するのに重要です。従業員の個人衛生に関する以下の管

理プログラムが推奨されています。 

 

• 適切な手洗い 
• 手袋や調理器具の適切な使用 
• 出来合い品の素手での接触の制御 
• 体調不良の従業員の除外及び制限 

 

サラダバーやビュッフェラインなどの消費者セルフサービス陳列には、食品汚染を予

防するため、特別な手順が推奨されています。汚れた器具や機器による相互汚染の予

防や、消費者からの汚染を最小限に抑えるために、特に注意してください。 

準備、盛りつけ、包装 

提供・販売 
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手順5 

 

モニタリング手順の設定 

 

モニタリングとは、食品加工・製造における特定の業務工程で、管理基準が満たされ

ているかどうか確認し測定することです。この作業は重要管理点が達成されているか

確認するために推奨されています。モニタリングは、統制の喪失または統制の喪失の

傾向がある場合を特定し、是正措置（手順ステップ6で開設）を実行できるようにしま

す。是正措置 

 

以下の問題に対する答えは、よく考えて決めてください。 

 

• 何をモニタリングするか。 

 

• どのようにモニタリングするか。 

 

• いつ、どのくらいの頻度でモニタリングするか。 

 

• 誰がモニタリングの責任者になるか。 

 

食品衛生管理システムでは、特性の手順には積極的な管理統制が必要となります。何

をモニタリングするかは自身で設定した管理基準により異なります。最終温度と時間

管理は非常に重要であり、それらの管理基準を効果的にモニタリングする方法を決定

する必要があります。 

 

適切なモニタリング方法を設定することは、食品衛生管理システムを作成する上で重

要な要素です。特定の重要管理点をモニタリングするために機器を選択した場合は、

管理基準が満たされているか確認するために、定期的に機器が調整される必要があり

ます。使用する機器はモニタリングに適切でなければなりません。例えば、細い探針

の付いた熱電体は、薄いハンバーグの温度を計測するのに最も適切な道具です。 

 

モニタリング頻度を決める際は、モニタリングを行う間隔が、必ず危害要因を管理す

ると十分信頼できるものでなければなりません。モニタリング手順は、単純で行いや

すいものでなければなりません。 

 

モニタリング作業の責任者として相応しいのは、事業者やライン監督者、その他信頼

できる従業員が挙げられます。FDAは、モニタリング作業を適切に行うために必要な研

修や機器を従業員に提供することを推奨しています。 
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手順6 

 

是正措置の作成 

 

管理基準が満たされていない場合、以下の質問を自問してどのような是正措置を取

るか決定して下さい：。 

 

• 従業員が問題を修正するためにどのような対策を講じるべきで

しょうか？ 

 

• 従業員は、是正措置を理解していますか？ 

 

• 是正措置は簡単に実施できますか？ 

 

• 適当な是正措置をとるには手順やモニタリング頻度によって

異なる条件が必要ですか？ 

 

• 同じ問題の再発を防ぐため必要に応じてシステムが変更できる

ように、これらの是正措置はどのように記録され、事業者に説

明されますか？ 

 

管理基準が満たされていない場合は常に、是正措置を直ちに実行する必要がありま

す。ある状況化における是正措置は、単純に食品を必要な温度まで加熱し続けること

かもしれません。あるいは、必要なタグが付いていない生牡蠣の出荷を拒否したり、

評価が完了するまで製品を分離して保管したりするなど、状況によって、是正措置は

複雑になる可能性があります。 

 

是正措置が取られた場合は、必要に応じて、食品安全管理システムを確認および変更

する必要があります。最高のシステムであっても、食品保管や仕込み中の手違いは起

こるものです。HACCPの原則に基づく食品安全管理システムは、誤りを検出し、危険が

発生する前にそれらを修正するように設計されています。危険な食品が消費者に提供

又は販売されないことを保証する為に即座に是正措置を実行したと証明できる能力

は、事業者と規制当局の両者にとって有益です。文書又は電子的に全ての是正措置を

事業者に連絡することが重要です。 
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手順7 

 

継続的な検証の実施 

 

HACCPは食品安全の実践について継続的な管理を維持するシステムであるため、そのシ

ステムの実装を検証する必要があります。検証とは食品衛生管理システムに記載され

ている通りに作業が行われているか確かめることです。 

 

日常的なモニタリングと検証を混同しな

いでください。検証とは、食品衛生管理

システムの実施において、全作業が適切

に、必要な頻度で行われているか確認す

ることです。モニタリングは、検証が必

要な多くの作業のうちの一つです。これ

は、特定された危害要因に積極的な管理

統制が設けられていることを確かめる極

めて重要な工程です。 

 

検証は、食品衛生管理システムで指定された作業を行う直接の責任者以外の誰かによ

って行われるべきです。その人は、事業者、監督者、担当者、食品安全専門家又は衛

生検査官でも構いません。検査官が検証を行う場合、食品衛生管理システムをどのよ

うに強化できるか提案してくれるでしょう。 

 

検証作業は、毎日、毎週、または毎月のように頻繁に行われ、以下を含む場合があり

ます。 

 

• 従業員が重要手順を正確に実行しているか観察する 

 

• モニタリングを行っている人を観察し、モニタリングが計画通りに

行われているかを判断する 

 

• モニタリングの記録を確認して、正確かつ一貫して完成されている

か判断する 

 

• 計画に記載されているモニタリングの頻度が守られている

かどうか記録から判断する
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• モニタリング担当者が、管理基準が満たされていないことを検出して記録した是正措

置が取られたかどうか確認する 

 

• モニタリングに使用する機器を含むすべての機器が、適切に機能し、メンテナンス、

調整されているか確認する 

 
 

検証の頻度 

 

検証は、食品安全管理システムが継続的に遵守されていることが確認できる頻度で行う必要

があります。 

 

• 危険な食品が消費者へ届くことを防ぐ 

 

• 商品を失うことなく是正措置を講じる 

 

• 規定の従業員業務が守られていることを確認する 

 

• 従業員に適切な個人衛生及び衛生慣習のための方法が提供されていることを確認する

（手洗い場、消毒器、掃除用具や体温計など） 

 

• 定められた管理手順を遵守する 

 

検証の一例 

 

以下は検証手順の４つの例です。 

 

► 受入記録：次の場合、事業者は、毎週、あるいは毎日のような様々な間隔で冷蔵商品

の温度の記録を確認する。 

 

• 大量の受入れがあった場合 
• 受入れの商品が、生鮮マグロのような、スコンブロイド毒素を生成する魚を含む場合 

 

► 冷却記録：調理場の責任者は、残り物の食品に「冷却記録」が継続的につけられてい

ることを毎週確認する。調理場責任者は、冷却器に食品が入れられた時間と、初期温

度、冷却時間と温度が記録されていることを確かめる。 

 

► 手洗いと素手での接触がないことの記録：毎晩店を閉める責任者が、手洗い用シンク

と仕込み場にある記録に記入があるか確認する。
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► 調理：責任者は、調理時間・温度モニ

タリング記録を確認し、各シフト中に

温度測定が必要な回数行われたか毎晩

確認する。
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手順8 

 

記録の管理 

 

業務の責任者として、食品衛生管理システム内の作業が適切な頻度と方法で実行され

ていることを確かめる他にも、果たすべき義務は複数あります。作業の文書化は、あ

る作業が適切に完了したことを証明するひとつのメカニズムになります。 

 

記録管理はほとんどの小売及び飲食業務で自主的に行われていますが、食品衛生管理

システムの作業を文章化するのは、その成功に不可欠であるといえます。記録管理

は、規制で求められている以上の作業です。管理基準が満たされなかった時に適切な

是正措置が取られたことを、記録が書面で証明してくれます。万が一、施設が食中毒

に巻き込まれた場合に、モニタリングや是正措置に関わる活動の文章化は、施設の運

営上合理的な注意が払われていた証拠になるのです。さらに、記録により、進行中の

検証が食品衛生管理システムで行われたことを示す証拠となります。多くの場合、記

録するで、品質保証と食品の安全性確保の二つの目的を果たすことができます。 

 

業務に最も効果的な記録管理システムを確立するためには、どのような情報を文章化

することが食品安全上の危険要因の管理に役立つか考える必要があります、記録管理

システム 

は簡単で構いませんが、各自の店舗でのニーズを

満たすように設計されている必要があります。シ

ステム内の作業を文書化するために必ずしも新し

い記録を作成するのは必要ではありません。 

 

貝類のタグの有無といったような一部の記録情報

は、既に食品衛生管理システムの一部であるべき

で、追加の記録は必要ないかもしれません。記録

管理システムは、製品の温度を文書化するため

に、納品書などの既存の書類を使用する場合があ

ります。多くの小売店や外食産業は、大量の事務

処理を行うことなく、包括的な記録管理システム

を実装しています。
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簡単で効果的な記録管理の手順を作成するにあたり、従業員の意見は重要なカギとな

ります。従業員が現在どのように重要管理点や前提条件プログラムをモニタリングし

ているのかを尋ね、管理基準が満たされない時にどういった是正措置を取っているの

か話し合う必要があります。事業者にはシステムを設計する責任がありますが、効果

的な日常の実装にはすべての従業員が関与しています。。 

 

既存の業務への統合に役立つ最も単純な記録管理システムが常に最適です。シンプルでありながら

効果的なシステムは、使いやすく、従業員の理解も得られやすいです。 

商品情報ではなく、手順を文書化するように作られている記録管理システムは、特に

メニュー項目や商品を頻繁に変更する場合、小売店及び飲食店でより役立つ可能性が

あります。加熱、冷却、再加熱などの手順を正確に文書化することで、危険要因が必

ず積極的に管理統制されるようなメカニズムが得られます。 

 

食品衛生管理システムをサポートするために保管しておくとよい記録は少なくとも5種

類あります。 

 

• 前提条件プログラムに関する作業を文書化した記録 
• モニタリング記録 
• 是正措置の記録 
• （手順９で述べられている）検証及び妥当性確認の記録 
• 校正記録 

 

ある食品は氷水で冷ますなど、特定の手順が適切であると確認できたら、記録をつ

ける頻度が変わることがあります。この方法は以下ような手間のかかる手順におい

て非常に効果的です。 

 

• 大量の食品を調理するため一つ一つの食材の温度を確認するのは

実用的ではないとき 

 

• 従業員が特定の就業日に手順を終了できるような検証済みのプロセスを

導入するとき 

 

• 営業日の終わりに食品や残りものを冷蔵するとき 

 

• ウォークイン冷蔵室で危険要因性をもつ出来合いの食品を保冷

するとき 
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記録に関する特別な注意事項 

 

システムがどの程度機能しているかについて規制当局から定期的にフィードバックを

入手することをお勧めします。規制当局に、自主的に実施されている食品安全管理シ

ステムを確認または検証するよう依頼することができます。これにより、監視や記録

管理の手順との不一致など、システムの運用で見つかった問題について提案が得られ

る機会が与えられます。 

 

食品規定で記録の管理が必要とされるのは限られた場合のみです。自主的に食品衛生

管理システムを作った場合、規制当局はあなたが招待した場合に限りシステムを確認

することができ、実際に観察した点についてのみ、違反を記録することができます。

規制当局により記録の管理が特に必要とされていない限り、自発的な食品衛生管理シ

ステムに従って作成された記録は、規制遵守の検証には使用できないことがありま

す。 

 

そのような記録が規制遵守の検証に使える例は、貝類のタグ維持についてです。貝

類のタグを時系列で少なくとも90日間維持するという規制の要件がある場合、健康

検査官はあなたの記録を使用してこの要件を確認することがあります。 

 

対照的に、健康検査官は、加熱もしくは保温が不十分な食品が消費者に販売された

という記録を発見しても、その文書に基づいて規制措置を講じることはできませ

ん。規制のほとんどの手順と同様に、保温や加熱の文章化は義務付けられていませ

ん。したがって、これらの手順の記録をつけていること自体は、規制で義務付けら

れている以上のことをしていることになります。もちろん、衛生検査官は不具合を

指摘し、問題が再び起こらないように対策を提案してくれるかもしれません。 

 

システムのチェック中に流通している商品が公衆に深刻な健康上の脅威をもたらすこ

とが判明した場合には、衛生検査官は規制当局の指示に従って適切な規制調査を開始

することがあります。市場に出回っている商品が消費者の健康を脅かすと衛生検査

官、またはあなたが知っていたら、両者が各自の役目を果たし、商品を直ちに取り下

げてください。これは疑いのある商品を自主的に回収することを含みます。 
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手順9 

 

定期的な妥当性確認 

 

食品衛生管理システムが作成されたら、システムが適切に導入された時に食品安全の

ハザードが制御されているかどうか判断するために定期的に確認する必要がありま

す。本マニュアルでは、この確認のことを妥当性確認と呼びます。 

 

サプライヤー、商品、または準備手順の変更により、食品安全管

理システムの再検証が促される場合があります。小さな変化であ

っても、予想していたより劇的に異なる結果につながることがあ

ります。 

 

内部におけるの妥当性確認（品質保証）と、規制当局やそ

の他コンサルタントなどの外部による妥当性確認の両方が

役立ちます。 

 

妥当性確認は、継続的な検証よりも低い頻度（例：一年に一度）

で行われます。以下の点が該当する場合は計画の見直しを考慮し

ましょう 

 

• 新商品・新手順・新メニューが追加された 
• サプライヤー、消費者、機器又は施設が変わった 
• 前提条件プログラムが最新で導入されている 
• ワークシートが最新版のままである 
• 重要管理点が現在も有効、または、新規の重要管理点が必要である場合 
• 管理基準が現実的に設定され、危害要因を管理するのに十分である

（例：食品規定の内部温度条件を満たすために七面鳥を調理するの

に必要な時間） 

• モニタリング機器が計画通りに調整済みである妥当

性確認は以下の点に関して有益です。 

• 欠点の認識による、システムとHACCP計画の改善 
• 不必要又は非効果的な制御の除外 
• HACC計画が修正又は更新される必要があるかの判断 

 

妥当性確認ワークシートを妥当性確認プロセスに役立てて下さい。 
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妥当性確認ワークシート 
 

 

妥当性確認担当者氏名：   
 

肩書：   
 

妥当性確認の頻度：   
 

頻度意外に妥当性確認を行う理由   
 

前回の妥当性確認日：   
 

この記録がファイルに保管される期間（例えば、何か月又は何年）：   

 

 

1.   

a. 前回の妥当性評価以降、新商品、新手順又

は新メニュー品が追加されましたか？ 

 

 

b. 前回の妥当性確認以降、サプライヤー、消

費者、又は機器に変更がありましたか？ 

 

 

2. 現在のワークシートは正確で最新のものですか？ 

 

 

 

3. 特定された危害要因は正確で最新のものですか？ 

 

 

4. 既存の重要管理点は正確に特定されていますか？ 

 

いいえ    

はい   

質問#1bへ 

 

いいえ    

はい   

質問#2へ 

 

いいえ    

はい   

質問#3へ 

 

いいえ    

はい   

質問#4へ 

 

いいえ    

はい   

質問#5へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート情報更新： 

 

 

 

危害要因分析の更新： 

 

 

 

重要管理点の更新： 

 

 

 

 

 

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          
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5. 既存の管理基準は各危害要因を管理するのに適切で

すか？ 

 

 

6. 既存のモニタリング手順は、管理基準が必ず満たさ

れるようになっていますか？ 

 

 

7. 既存の是正措置は、必ず有害な食品が提供や購入さ

れないようになっていますか？ 

 

 

8. 既存の継続する検証手順が、必ず食品安全システム

が危害要因を管理するのに十分で常に守られている

ようになっていますか？ 

 

 

9. 既存の記録管理システムには十分な書類があり管理

基準が満たされ、是正措置が質問#10へ必要時にとら

れていますか？ 

 

10. 既存の前提条件プログラムは 最新ですか？ 

いいえ    

はい   

質問#6へ 

 

いいえ    

はい   

質問#7へ 

 

いいえ    

はい   

質問#8へ 

 

いいえ    

はい   

質問#9へ 

 

いいえ    

はい   

質問#10へ 

 

 

いいえ    

はい   

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

→ 

管理基準の更新： 

 

 

 

モニタリング手順の更新： 

 

 

 

是正措置の更新： 

 

 

 

継続的検証手順の更新： 

 

 

 

記録管理手順の更新： 

 

 

前提条件プログラム 

の更新： 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

日付：      氏名：          

 

 

妥当性確認手順はこれで完了です。次回の妥当性確認の締め切りは です。 

 

食品衛生管理システムの変更点は、次のライン監督者又は第一線の従業員に です。 

 

評価者： 氏名：    
 

肩書：    
 

日付：    
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終わりに 

 
本マニュアルを、新しい食品衛生管理システ

ムの作成の目的で使用した方も、既存のもの

を向上する目的で使用した方も、修了おめで

とうございます！あなたは、施設内で調理・

販売している食品の安全性を向上するために

積極的な措置を講じています。質問や懸念が

ある場合は、規制当局や食品安全の専門家に

相談してください。安全で高品質な食品を消

費者に届けるという共通の目的を達成するた

めに喜んで協力してくれるでしょう。 
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FDA食品規定の最新版の第１章で引用されている定義は、この用語集の補足としてご使用

ください。一部の定義に関しては、この用語集のためだけに要約されています。 

 
 

許容レベルとは、病気や傷害を引き起こさない程度の低いレベルでの食品安全

上の危険の存在を意味します。 

 

承認された入手先とは、公衆衛生を保護する原則、慣行、および一般的に認識された

基準との適合性の判断に基づいて規制当局に認められた供給者を意味します。 

 

積極的な管理統制とは、食中毒リスク要因を管理するために、事業経営において、

業界で管理に用いられている特定の作業や手順を意図的に取り入れることを意味し

ます。 

 

細菌とは、固有の核又は組織的な細胞構造のない単細胞微生物を意味します。 

 

CCPとは、重要管理点（クリティカルコントロールポイント）を意味します。 

 

汚染とは、微生物や薬品、物理的なものなどを含み潜在的に有害な物質が食品

中に意図せずして混入していることを意味します。 

 

管理手段とは、認識された危害要因を予防、除去又は削減するために使われる行動や

作業を意味します。食品の安全性に必要不可欠であると判断される管理手段は、食品

の流れの中の重要管理点に適用されます。 

 

是正措置とは、管理基準が満たされていない場合に講じる措置を意味します。 

 

重要管理点（CCP）とは、管理を行い、危害要因を予防、除去又は許容程度まで低減

するのに必要不可欠な、食品調理手順の中の作業手順を意味します。 

 

管理基準とは、CCPが必ず効果的に危害要因を管理するように満たされなければならな

い、一つ以上の規定のパラメータを意味します。 

 
用語集 
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相互汚染とは、生の食品に触れ、洗浄されていない手、食品接触面、スポンジ、手ぬ

ぐい、及び器具が出来合い品に触れることで、有害物質や病気の原因となる微生物が

食品に移動することを意味します。相互汚染は、生の食品が、調理済み、または出来

合い品に触れた、または滴り落ちた場合にも起こることがあります。 

 

逸脱とは、重要管理点のための管理基準が満たされていないことを意味します。 

 

危険領域とは、病原微生物の増殖に好ましい摂氏５度（華氏４１度）から摂氏５７度

（華氏１３５度）の範囲内の温度を意味します。 

 

除外とは、一般市民に利用可能な場所を除き、飲食従業員として働くことや飲食店

への入店を防ぐことを意味します。 

 

魚介類とは、鳥類または哺乳類以外の淡水または海水に生息するひれのある魚、甲

殻類、およびその他の形態の水生生物（ワニ、カエル、水生カメ、クラゲ、ナマ

コ、ウニおよびそのような動物の卵、を含むがこれらに限定されない）、および人

による飲食が意図されるすべての軟体動物を意味し、いかなる方法で加工された魚

や、完全にまたは部分的に由来した人間食用商品を含みます。 

 

食品とは、生や調理済み、加工済の食用物質や氷、飲み物、チューインガム、人間消費

用に使われる、もしくは使用や販売目的の、全部または一部分の材料を意味します。 

 

飲食店とは、例えば食品を直接消費者に提供する又はサービスする、小売や飲食サービ

スレベルでの業務を意味し、一部の場合では、直接消費者向け業務を提供する生産や保

管、分配業務を含みます。例として、第１章の「食品小売り及び飲食業界の定義」をご

参照ください。 

 

食品調理手順とは、食品を消費可能にするために実施される一連の業務手順を指しま

す。 

 

食中毒とは、病気の原因となる微生物、化学物質、またはその他の有害物質で汚染され

た食品または飲料の消費に起因する病気を意味します。 

 

食品由来の集団発生とは、共通の食品摂取による二件以上の同様の病気の発生を意味

します。 

 

HACCPとは、ハザード（危害要因）分析に基づく重要管理点を意味します。 
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HACCCP計画とは、HACCP原則に基づいて作成された、特定の工程や手順の管理を確か

めるために従うべき手順を説明した文書を指します。 

 

HACCPシステムとは、根本的で包括的な前提条件プログラムが設定された業務におい

てHACCP原則が実施された結果を意味します。HACCPシステムは、HACCP計画やすべて

の前提条件プログラムを含みます。 

 

危害要因とは、食品が人間の消費に対して危険になる可能性のある生物学的、物理

的、または化学的特性を意味します。 

 

危害要因分析と重要管理点（「HACCP」）とは、 

食品の安全性に悪い影響を与えことがある特定の食品安全危害要因を識別し監視す

る、予防型の食品衛生システムを意味します。 

 

内部温度とは、食品の内部の温度を意味します。 

 

肉類とは、魚や鶏肉、野生の狩猟用動物を除く、骨付き牛肉や豚肉、羊肉又はヤギ

肉、その他可食性の動物肉を含む、食用としての動物肉を意味します。 

 

微生物とは、細菌やウイルス、酵母や単細胞生物などを含む、顕微鏡でのみ見える生き

物を意味します。 

 

貝類とは、ホタテ商品が貝柱のみの場合を除く、生鮮又は冷凍牡蠣、アサリ、ムー

ル貝やホタテの全ての可食性種、また、それら貝の可食部分を意味します。 

 

モニタリングとは、管理基準が満たされ保持されているかどうかの判断に役

立つ測定の監視及び作成作業を意味します。 

 

米国貝類衛生プログラム（NSSP）とは、貝類の収穫水や貝類加工及び輸送、貝類産業に

関する規制当局が行う、生や冷凍の貝類が人間消費にとって安全であると確かめるため

の特定の管理に使用される自発的な 

システムを意味します。 

 

NSSPとは、米国貝類衛生プログラムのことを意味します。 

 

業務手順とは、飲食施設における、受入れ、保管、仕込み、調理などの食品の流

れの中の作業や段階を意味します。 

 

寄生虫とは、通常自分より大きな宿主生物の表面や体内に住み、宿主に有害又は利益に

ならない生物を意味します。 
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病原体とは、人間の体内で病気を引き起こす微生物（細菌や寄生虫、ウイルス、菌）

を意味します。 

 

個人衛生とは、各個人の清潔性やその習慣を意味します。 

 

pHとは、商品の酸度の測定値を意味します。 

 

危害要因性食品とは、 

 

自然又は人工で、以下のことを促す可能性があるため温度管理を必要とする食

品を意味します。 

 

• 感染性や毒性微生物の急速な成長進行、 

• ボツリヌス菌の成長と毒素生成、又は 
• 鶏の殻付き生卵内でのサルモネラ・エンテリティディスの増殖、および 

 

生又は加熱処理された動物由来の食品、加熱処理された又は生の種子で構成され

る植物由来の食品、カットメロン、酸性化しない又はその他の加工植物で前述の

ような病原微生物の成長を促進しない組み合わせに変更された油混合物に浸され

たニンニクなどを含みます。 

 

前提条件プログラムとは、標準業務工程（SOP）のような、施設内の基本的な業

務や衛生状態を取り扱う手順を意味します。 

 

手順とは、飲食施設における業務に本マニュアルを適用した個人の作業を意味しま

す。 

 

プロセス・アプローチとは、飲食業務を三つのうち一つのカテゴリに分類する手法

を意味します。 

 

• 手順１：出来合い品を受入れ、保管、仕込み、保管そして提供する

といった加熱工程のない食品の仕込み 

 

• 手順2：食品を受入れ、保管、仕込み、加熱、保管そして提供す

るといった同日提供のための食品仕込み 

 

• 手順3：食品を受入れ、保管、準備、加熱、冷却、再加熱、保温そし

て提供するといった複雑な食品の仕込み 
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出来合い品（RTE）とは、 

 

• 適切に調理された生の動物性食品、 
• 寄生虫を死滅するために冷凍された、生での消費を目的とする魚、 
• 洗浄された生の果物や野菜、 
• 保温のため加熱された果物や野菜、 
• 食品の安全性のために追加の洗浄、加熱、その他の工程が必要なく、

外皮、果物皮、粗皮又は殻が取り除かれた植物性食品、 

• スパイス、調味料、砂糖などの植物由来の物質、パンやケーキ、パイ、

フィリング、アイシングなどの、食品の安全性のために追加の加熱が必

要ないベーカリー品、 

• ドライサラミやペペロ二などの乾燥し発酵したソーセージ、 

• 生ハム、国内産ハム、パルマハムなどの塩漬けされた肉や鶏肉の商品、及

び 

• ジャーキーやビーフスティックなどの乾燥した肉や鶏肉商品、そして、

熱で加工され密閉容器に包装された低酸度の食品を意味します。 

 

記録とは、モニタリング監視や検証作業の文書化を意味します。 

 

規制当局とは、連邦や州の、又は地域や部族の執行機関、あるいは飲食施設に関して

管轄権のある法的代理人を意味します。 

 

制限とは、飲食従業員の作業を制限し、食品を通じた病気の伝染リスクを無くし、

飲食従業員に食品、清潔な機器、器具、リネン、開梱された単一サービス物品又は

使い捨て物品がさらされないようにすることを意味します。 

 

リスク要因とは、小売及び飲食施設における食品由来の安全性の懸念に直接的に関わ

る、疾病予防管理センター（CDC）による１９９３年～１９９７年の動向調査報告書で

特定されているように、食中毒発生を引き起こす大きな分類のうちの一つを意味しま

す。要因として、危険な食材から得た食品、不十分な加熱温度、不適切な保温、汚染

された機器及び個人の不十分な衛生管理が挙げられます。 

 

重大性とは、危害要因の影響の重大性を意味します。 

 

SOPとは、標準作業手順を意味します。 

 

貝とは、二枚貝類を意味します。 

 
胞子とは、栄養細胞にとっては致命的である乾燥、熱、多様な化学処理や放射線処理に

強い耐性のある細菌細胞の非常に丈夫な休眠形態を意味します。 
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胞子生成とは、不利な状況下で胞子を生成する能力のある細菌を意味します。 

 

標準作業手順（SOP）とは、目標とする成果を得るために規定された手順に応じる慣行

を管理する記載された手法を意味します。 

 

温度測定器とは、温度計、熱電体、サーミスタ、その他食品の温度や気温、水

温の計測器とを意味します。 

 

毒性微生物とは、食品内で生じた有害物質の摂取による人間の食中毒を引き起こす

病原菌のことを意味します。 

 

妥当性確認とは、検証の要素が科学的で技術的な情報の収集と評価を中心に、HACCP計

画が適切に実施されている場合に危害要因を効果的に制御するか判断することを意味

します。 

 

栄養細胞とは、活性的に成長可能な細菌細胞を意味します。 
 

検証とは、本文書において、モニタリングや他のHACCP計画の機能が適切に実施されて

いることを確かめることを意味します。 

 

ウイルスとは、タンパク質の膜で覆われ、脂質と糖タンパク質の外膜にも包まれてい

る場合がある核酸（DNAやRNA）で構成される微細な寄生虫を意味します。ウイルス

は、生物の細胞に依存して生存し増殖するため、食品内や食品の表面で増殖出来ませ

ん。 

 

水分活性（Aw）と、は食物の水蒸気圧を同じ温度における純水の蒸気圧で割った値を意

味します。一般的に、細菌の生存と成長を可能にする、商品内にある水分量です。 
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以下は、施設の食品衛生管理システムの発展に役立つかもしれない情報に関する資料

と参考情報の部分的なリストです。特定の食品を取り上げた、他の多くの参考情報

が、FDA食品規定の付録2に挙げられています。このリストは、包括的又は排他的であ

ることを意図するものではなく、連邦政府により発行されていない資料のリストは、

FDAがその資料を認可したことを暗示したり伝えるものではありません。 

 
 

関連機関 

 

米国食品医薬品局 

 

• 食品安全・応用栄養センター、小売食品保護チーム 
 

米国食品医薬品局FDA, HFS-627 

5100 Paint Branch Parkway College 

Park, MD 20740-3835 

 

• 食品安全・応用栄養センター、コンプライアンス事務所 
 

Dr.John E. Kvenberg, 副事務所長, OC 

米国食品医薬品局 HFS-600 

5100 Paint Branch Parkway College 

Park, MD 20740-3835 

 

• 地域の現地事務所（地域の小売食品専門家） 
 

北東部（メイン州、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、バーモント州、ロード

アイランド州、コネチカット州、およびニューヨーク州） 

 

158-15 Liberty Avenue, HFR-NE4 

Jamaica, NY 11433-1034 

(718) 662-5621 

FAX (718) 662-5434 

 
付録１：資料と参考情報 
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One Montvale Avenue, HFR-NE250 

Stoneham, MA 02180-3542 

(781) 596-7700 

FAX (781) 596-7896 

 

中部、大西洋中央（ニュージャージー州、デラウェア州、コロンビア特別区、メリー

ランド州、ペンシルベニア州、バージニア州、ウェスト・バージニア州、ケンタッキ

ー州、およびオハイオ州）： 

 

101 West Broad Street 

Suite 400 

Falls Church, VA 22046 

(703) 235-8440 内線：502 

 

中部、西中央（イリノイ州、インディアナ州、ミシガン州、ミネソタ州、ノースダコ

タ州、サウスダコタ州、およびウィスコンシン州）： 

 

20 North Michigan Ave., Suite 50 

HFR-MW15 

Chicago, IL 60602-4811 

(312) 353-9400 

FAX (312) 886-1682 

 

240 Hennepin Avenue 

Minneapolis, MN 55401 

(612) 334-4100 内線：115 

FAX (612) 334-4134 

 

南東（アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ノース

カロライナ州、サウスカロライナ州、プエルトリコ、テネシー州、およに米領バージン

諸島）： 

 

60 – 8th Street, 

N.E. 

HFR-SE13 

Atlanta, GA 30309-3959 

(404) 253-1200 内線：1265, 1267, 1268, 1273 

FAX (404) 253-1207 

 

南西（アーカンソー州、オクラホマ州、テキサス州、コロラド州、ニューメキシコ州、

ワイオミング州、ユタ州、ミズーリ州、カンザス州、アイオワ州、およびネブラスカ

州）： 

 

4040 N. Central Expressway, Suite 900 

HFR-SW16 

Dallas, TX 75204 

(214) 253-4948, 4947, 4945 FAX (214) 253-4960 

11510 W.8th Street, HFR-SW36 
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Lenexa, KS 66285-5905 

(913) 752-2401 FAX (913) 752-2487 

 

第20ビル、デンバー連邦センター 

P.O.Box 25087 

Denver, CO 80225-0087 

(303) 236-3026 

FAX (303) 236-3551 

 

太平洋（アラスカ州、アリゾナ州、米領サモア、カリフォル

ニア州、ハワイ州、グアム、ネバダ州、アイダホ州、オレゴ

ン州、ワシントン州、およびモンタナ州）： 

 

地域事務局長局長室、太平洋地域Oakland Federal 

Bldg., HFR-PA16 

1301 Clay Street, Suite 1180N 

Oakland, CA 94612-5217 

(510) 637-3960 内線：27 

FAX (510) 637-3976 

 

51 West Third 

Street Tempe, AZ 

85281 

(480) 829-7396 ext.35 

FAX (480) 829-7677 

 

9780 SW Nimbus Avenue 

Beaverton, OR 97008-7163 
(503) 671-9711 内線：.16 

(503) 671-9445 

 

• 人材育成課、州立研修チーム 
 

15000 Crabbs Branch Rd.HFC-60 

Rockville, MD 20855 

(301) 594-0959 

FAX (301) 594-1966 
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米国農務省 

 

• 食品安全検査局 
 

局長室USDA FSIS 

PPID/HACCP 

Room 6912, Suite 6900E 

1099 - 14th Street, N.W. 

Washington, DC 20250-3700 

(202) 501-7319 FAX (202) 501-7639 

 
 

論文 
 

Bryan, Frank.「ストリートフードの危害要因分析及び食

品安全への考慮」 乳製品、食品及び 環境衛生、1995年2

月、p. 64-69 

 

Bryan, Frank.「HACCP：現状と将来における食品安

全性への貢献」 乳製品、食品及び 環境衛生、1994

年11月、p. 650- 

655 

 

Bryan, Frank.「地域衛生機関用による飲食業務にお

ける食品安全確保のための危害要因分析の重要管理

点プログラムの制定手順」 環境衛生ジャーナル、

1985年3・4月、p. 241-245 

 

Bryan, Frank.「飲食業務の危害要因分析」 フー

ド・テクノロジー、1981年2月、p. 78-87 

 

Bryan, Frank.「危害要因分析の重要管理点アプローチ：

疫学的根拠と飲食業務への適用」 環境衛生 ジャーナ

ル、1981年8月、p. 7-14 

 

Bryan, Frank.「食中毒発生に関連する要因」 食品

保護ジャーナル、1978年10月、p. 816-827 

 

Bryan, F.L. and Lyon, J.B.「病院内飲食業務の重

要管理点食品保護 ジャーナル、1984年 
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Briley and Klaus.「検査頻度の判断方法としての

リスク評価の使用」 乳製品、 食品及び環境衛生、

1985年12月、p. 468-474 

 

アメリカ疾病予防管理センター米国における食中毒

発生の 

調査、米国、1993-1997罹患率や死亡率に関する週間報告書

49巻(SS01), USPHS, 2000年3月17日, pp. 1-51. 

 

Mead, P.S., Slutsker, L., Dietz, V., McCraig, L.F., 

Bresee, J.S., Shapiro, C., Griffin, P.M., 

Tauxe, R.V.「米国における食品関連の病気と死」 

Emerg.Infect.Dis. 第5巻、第5号、1999年

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol5no5/mead.htm

掲載 

 

米国食品微生物基準委員会(NACMCF)1997年度危害要

因分析 及び重要管理点システム、USDA - FSIS 案

内所, 1997年 

 

米国食品微生物基準委員会(NACMCF)1992年度危害

要因分析 及び重要管理点システム、食品微生物学

国際ジャーナル、 16:1-23. 

 

米国食品加工協会「HACCP実施：チルドフード用汎用モデ

ル」 食品保護ジャーナル、1993年12月、p. 
1077-1084. 

 

食品の安全性に関する大統領の評議会2001年 食品

安全戦略計画第2章：理念、目標及び実施項目参照：

http://www.foodsafety.gov/~fsg/cstrpl-

4.html#chap2 
 

Silliker, John, Ph.D.「微生物学的試験及びHACCP

プログラム」 乳製品、食品及び 環境衛生、1995年

10月、p. 606-610 

 

Stier, R.F., and Blumenthal, M.M., Ph.D.

「HACCPは人参か棒か」 乳製品、食品及び 環境

衛生、1995年10月、p. 616-620 
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Tisler, J.M.「食品医薬品局のHACCPの見解」 フ

ード・テクノロジー、1991年6月、p. 125-127 

 

Tompkin, R.B.「肉や鶏肉商品の生産におけるHACCP

の使用」 食品保護 ジャーナル、1990年9月、p. 

795-803. 

 

Weingold, S.E. その他「HACCPリスク評価用の食中

毒データの使用」 食品保護 ジャーナル、1994年9

月、p. 820-830. 
 

 

書籍 
 

人間感染症管理、第16版、米国公衆衛生協会、1995

年 

 

Corlett, D.A. and Pierson, M.D.HACCPの原則及び 

適用、Chapman and Hall編、ニューヨーク、1992年 

 

食品感染病、第2版、疫病対策センター、 USPHS、 

1982年 

 

Fellows, P.J.食品加工技術、 原則と実践、

Ellis Horwood、ニューヨーク、1990年 

 

Fennema, O.R.食品化学、第2版、Marcel 

Dekker、 Inc.、ニューヨーク、1985年 

 

食中毒、D.O.Cliver編、アカデミック・プレ

ス、サンディエゴ、カリフォルニア州、1990年 

 

HACCP参考書、全米レストラン協会、教育基金、シカ

ゴ、1994年 

 

Jay, J.M.現代食品微生物学、第4版、Nostrand 

Reinhold、ニューヨーク、1992年 

 

Potter, N. 現代食品微生物学、第4版、Nostrand 

Reinhold、ニューヨーク、1986年 

 

危害要因分析の重要管理点システムの実施手順、国際牛乳、 
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食品及び環境衛生管理者協会 

 

 

FDA出版物及び連邦規則 
 

FDA食品規定の最新版は、米国商務省の米国技術情

報サービスより次の方法で購入可能です。電話： 

(703) 487-4650 又は、FDAのウェブサイトより電子

的に： 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/foodcode.html 
 

魚介及び水産物、連邦規則、21章123部、魚介及び水産物 

 

魚介及び水産物の危害要因と管理ガイド、第三版、

2001年6月食品医薬品局、ワシントンD.C.こちらから

お買い求めいただけます。 
米国技術情報サービス 

米国商務省 703-487-4650 

 

魚介及び水産物の危害要因と管理ガイドの電子版もこちらからご利用

になれます。http://www.cfsan.fda.gov/~comm/haccpsea.html 
 

FDAの地区事務所に在庫がある限り、１冊に限りこ

ちらからお求め頂けます。 

 

米国食品医薬品局魚介類事務所 

5100 Paint Branch Parkway 

College Park, MD 20740-3835 

 

米国貝類衛生プログラムの貝類に関する規則見本、

FDA/CFSANのウェブサイトからご利用可能です。

http://www.cfsan.fda.gov/~ear/nsspotoc.html ま

たは以下からご購入頂けます。 

 

米国技術情報サービス 

米国商務省703-487-4650 

 

食中毒リスク要因のFDA小売食品プログラムデータベース報告

書、FDA/ 
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CFSANのウェブサイトからご利用可能で

す。

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/retrsk.

html 
 

 

指定飲食サービス施設、レストラン及び小売食品店施設別食中毒発生

のリスク要因FDA報告書（2004）、FDA/CFSANのウェブサイトからご利

用可能です。http://www.cfsan.fda.gov/~dms/retrsk2.html 
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本付録は、魚介類を扱う小売及び飲食業界部門を支援するために提供されています。

以下の表は、危害要因の分析工程での使用が推奨されています。 

 

表1. 魚介類の自然毒素1 

 

自然毒素 魚の種類（種族） 管理 

麻痺性貝中毒（PSP） 軟体動物の貝類 
北米地域北東及び 

北西沿岸 

NSSP承認水（タグ）2 

（FDA ICSSL リスト） 

神経毒性貝中毒（NSP） メキシコ湾沿岸で収穫された軟体動物の

貝類 

NSSP承認水（タグ）2 

（FDA ICSSL リスト） 

 
下痢性貝中毒（DSP） 

軟体動物の貝類 NSSP承認水（タグ）2 

（FDA ICSSL リスト） 

記憶喪失性貝中毒（ASP） 軟体動物の貝類 

北米北東及び北西沿岸 

NSSP承認水（タグ）2 

（FDA ICSSL リスト） 

シガテラ毒魚（CFP） 米国極東南、ハワイ、亜熱帯及び熱帯

域産の魚類：バラクーダ 

カンパチホー

スアイ・ジャ

ックカッポレ 

その他大型アジキング鯖 

イタヤラレッ

ド・スナッパ

ー 

承認された供給源から購入： 
• 有害勧告の対象地域以外産の魚

類を収穫 

• 有害性が監査され、有害勧告の

ないサンゴ礁域産の魚類を収穫 

油性毒素、強力な下剤油（酷い下痢

を引き起こし得る） 

アブラソコムツ FDA推奨：アブラソコムツは州間通商の

市場に出すべきでない 

テトロドトキシン 
通常インド太平洋産のふぐ（フグ）、た

だし、大西洋産やメキシコ湾及びカリフ

ォルニア湾産もあり 

輸入及び受入れは違法（適用除外：一

ニューヨーク輸入業者との合意有り） 

1魚介及び水産物の危害要因と管理ガイド、第三版、2001年6月 
2このタグには、特別に州から各公認販売業者に発行された個別の「認証番号」が含まれていなければなりませ

ん。会社が州間通商に関わる場合、この番号はFDA州間通商認定貝類運送会社一覧に表示されています。 

付録2：魚介類に関する参考資料 
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表２.スコンブロ毒素生成種と見なされている魚類1 

 

生成毒素 種族、市場名 管理 

時間・温度の不正使用によるス

コンブロ生成 

ほとんどのスコンブロ毒は、マ

グロやマヒマヒ、青魚による。 

その他種族：カンパチ

又はブリアンチョビ 

青魚鰹 

アブラソコムツ又はクロタ

チカマスジェムフィッシュ 

マブタシマアジ（エール

ワイフではない）アジ 

アオチ

ビキマ

ルスズ

キ 

鯖（アトカではな

い）マヒマヒ 

カジキ 

イワシ又はサーデ

ィンサーディン 

サンマアメ

リカシャッ

ドとその卵 

アメリカシャッド、マッドシャッ

ド 

フエダイ（プリスティポモイ

デス ssp）スプラット又は

イガイガ 

ロウニ

ンアジ

マグロ

カマス

サワラ 

連邦政府により視察され承認さ

れた仕入先よりご購入くださ

い。HACCPシステムを使用して受

入れ、保管、加工することが義

務付けられています。 

 

適量の氷量やその他冷却媒体をご

確認ください。 

 

そうでなければ、連邦政府によ

り視察された仕入先や漁船から

直接、受入れ時には次の点につ

いてご確認ください。 

 

- 適量の氷量やその他冷却媒体 

 

- 魚が収穫された時間（船又

は仕入先から） 

 

- 以下の※情報をご参照ください。 

1魚介及び水産物の危害要因と管理ガイド、第三版、2001年6月 
 

※FDA推奨のHACCPのヒスタミン管理、早見表 
 

二次加工業者（受入れ時管理） 
記録の伝送 または 適切な氷・冷却媒体が 
（輸送中華氏40度未満） 配送時商品を囲んでいる 

 

加工・保管 

 
生鮮（冷凍されていない） 冷凍済 

華氏40度を超えて4時間
以下、露出がある場合
は華氏70度を超えて 

華氏40度を超えて8時
間以下、露出がない場
合は華氏70度を超えて 

華氏40度を超えて12時
間以下、露出がある場
合は華氏70度を超えて 

華氏40度を超えて24時
間以下、露出がない場
合は華氏70度を超えて 



69  

表３.魚介類に共通の寄生虫1 

 

寄生虫2 加熱されないメニュー品に

使用される可能性のある魚

の種類・種族 

管理 

線虫又は回虫 

条虫またはサナダムシ

吸虫またはかんてつ 

スズキシシャ

モとその卵タ

ラ 

ヒラメ科 

- カレイ 

- ヒラメ

ハタオヒ

ョウマブ

タシマア

ジアジア

オチビキ

マルスズ

キ鯖キア

ンコウア

ンコウア

ジ 

マジェランアラス

カメヌケプレイス 

スケトウダラ

メバルギンダ

ラ鮭とイクラ

（養殖及び自

然）トラウト 

ウシノシタスプ

ラット・トゲウ

オトラウト・ス

チールヘッド・ 

ニジマス

マグロ、小

イシビラメ

ウルフフィ

ッシュ 

加工業者からの購入は、生

魚が以下の条件を満たす必

要があります。 

• 華氏-4 度（摂氏-20

度）以下で７日間冷凍

保管された、または、 

 

• 華氏-31度 
（摂氏-35度）以下で冷

凍され、華氏-31度（摂

氏-35度）で15時間保管

された、または、 

 

• 華氏-31度 
（摂氏-35度）以下で硬

化まで冷凍され、華氏-

4度（摂氏-20度）で24

時間保管されたこと。 

   

食品規定第３章に記載の通り行

われるのであれば冷凍作業を行

うことができます。 

1魚介及び水産物の危害要因と管理ガイド、第三版、2001年6月 

2人間の寄生虫感染に関連する食品の一部が以下に挙げられています。 
セビチェ イクラ グリーン・マブタ

シマアジ 
加熱が不十分の焼き魚 

ロミロミ 刺身 酒漬け蟹  

ポワソンクリュ 寿司 冷やした燻製魚  
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この付録は、食品の安全危害要因や小売店舗での食品調理工程の判断の指針を示しま

す。食品衛生管理システムを作成するため、危害要因分析は汎用的に書かれています

が、この手順を行う際は、各規制当局やその他食品衛生専門家に相談することをお勧め

します。 

 

危害要因分析はどのように実施しますか？ 

 
危害要因分析の目的は、効果的に管理されないと合理的に病気や傷害を引き起こす可能

性がある食品安全危害要因の一覧を作成することです。危害要因分析を行う作業は次の

二つのステップを含みます。 

1. 危害要因の特定 

2. 危害要因の評価 

危害要因の特定は、ブレインストーミング・セッションのようなものであるとお考え

ください。この段階では、使用される食品仕込み作業、食品の取り扱い、施設、およ

び食品の一般的な特性などを考慮し、食品内に存在する可能性がある食品安全危害要

因の識別を中心に行います。この段階では、商品に使用されている材料や各段階で行

われる作業、使用機器、最終商品とその保管方法、流通方法に加え、商品の使用目的

と消費者も評価されます。この評価に基づいて、潜在的な生物学的、化学的又は物理

的な危害要因の一覧を、食品仕込み過程ごとに作成します。 

ステップ2の危害要因の評価では、潜在的危害要因の重大性と発生の可能性に基づいて

各潜在的危害要因が評価されます。この段階の目的は、危害要因分析のステップ１に

おいて、どの潜在的危害要因がHACCP計画で管理される必要があるか判断することで

す。重大性とは、危害要因へさらされた結果の深刻さのことです。危害要因の重大性

判断をする際に考慮することは、病気により生じた医療状態の影響の他に、病気や傷

害の規模や期間を理解することも含まれます。発生の可能性に関する考慮点は、通

常、経験、疫学データおよび技術的論文の情報を組み合わせたものに基づいていま

す。合理的に発生する可能性のない危害要因はHACCP計画では考慮されません。各潜在

的危害要因を評価する際は、各要因がどのように発生可能性および管理する危害要因

の重大性に影響し得るかを判断するために、食品、その調理方法、運搬方法、保管方

法およびその商品を消費する可能性のある人を考慮しなければなりません。 

危害要因分析が終了したら、HACCP計画で要注意の重要危害要因一覧と危害要因の管理に

使えるあらゆる措置 

 
付録3：危害要因分析 
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が完成します。管理手段と呼ばれるこれらの措置は、危害要因を予防、除去又は低減す

るために使うことができる行動や作業です。一部の管理手段は必要不可欠である一方、

食品の安全性に必要不可欠でないものもあります。 

食品の安全性に不可欠な適切な加熱、冷却、出来合い品や危害要因性食品の冷蔵保管

などの管理手段は、HACCP計画の重要管理点（CCP）に適用されます。管理手段という

用語が使われているのは、全ての危害要因が予防できるわけではありませんが、ほと

んど全ては管理することが可能だからです。特定の危害要因には複数の管理手段が必

要な場合があります。同様に、特定の管理手段（適切な加熱など）により複数の危害

要因が対処される場合があります。 

危害要因のリスクを判断するときは調理中および調理後の食品の物理的特徴やできあ

がったものを考慮してください。これは、細菌の生存や増殖を促進する状態を許して

しまうような食品の本質的及び外部的要素の理解を意味します。本質的要素とは、水

分活性、栄養成分、強い微生物など食品に本来あるもので、飲食施設の人間が容易に

管理することができないものです。外部の要素とは、温度、酸度、空気の利用性な

ど、人が容易に管理できるものです。 

 
食品の重要な生物学的危害要因を特定した後、細菌の増殖や生存を促進する以下のよう

な状態があるかどうかを判断する際に、考慮すべきいくつかの課題があります。 

 

• 食品の性質（粉砕されているかそのままか、植物性か動物性か） 

 

• 食品が調理後不適切に冷却又は高温保管されているかどうか（胞子が加熱

や発芽過程で生き延びるため、ウェルシュ菌やセレウス菌が増殖すること

があります）、 

 

• 食品が不適切に保冷されているかどうか（リステリア・モノサイトゲネスやエル
シニア 
は冷蔵温度で増殖するので要注意です） 

 

• 食品の塩分が高いかどうか（ビブリオ菌や黄色ブドウ球菌は耐塩性があるた

め増殖する可能性があります） 

 

• 加熱された食品の内部又は封印された変性空気パッケージ内など、空気をな

くしてあるかどうか（ボツリヌス菌やウェルシュ菌は、空気がなくても増殖

します） 

 

• 水分活性が高いかどうか（黄色ブドウ球菌が成長するには、すぐに使える栄養

素が必要ですが、他の生命体が必要とするよりも低い水分活性の食品内で強力

な毒を生成可能です） 
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食品の食品安全危害要因を評価する時に問われるべき質問は次のものを含みま

す。 

 

• 食品が、調理の前や間に、食品内での病原菌および/または毒素の増殖

や形成を可能にしますか？ 

 

• 食品が、その後の手順の間に、食品内での病原菌および/または毒素の増殖や

形成を可能にしますか？ 

 

• 市場での商品の安全記録はどうですか？その食品に疫学的な歴史があります

か？ 

 

• その食品は影響を受けやすい人々に提供されますか？ 

 

• 食品の時間/温度リスクについて何が知られていますか？ 

 

• その食品の水分活性とpHは何ですか？ 

 

• その食品は素手で触られた、又は相互汚染していますか？ 

 

• その食品は安全な供給源から得られましたか？ 

 

• 食品従事者は、頻繁で効果的な手洗いを含む適切な個人衛生を行っています

か？ 

 

• その食品は汚染された又は無消毒の機器にさらされましたか？ 

 

• その仕込み手順や過程は、病原体や毒素を破壊する工程を含みます

か？（栄養細胞と胞子の両方を考えましょう） 

 

• その商品は加熱後再汚染の可能性がありますか？ 

 

リスクや重大性の推測に加えて、危害要因を特定すると、重要危害要因を判断する合

理的な根拠が示されます。専門家の間でも、危害要因のリスクに関して様々な意見が

持たれる場合があるため、精査された論文やその分野で有名な専門家による信頼性の

高い情報を参照する必要があるかもしれません。危害要因は、少なくとも特定の商品

に共通して関連するものを含む必要があります。 

 

以下に、商品に共通して見られる特定の食品安全危害要因の一覧が示されています。

手順３で指摘されたように、これら食品安全危害要因のそれぞれは、食品衛生管理シ

ステムを作成する際に使用する危害要因のより一般的な分類に入っています。 
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• 生の鶏肉内のサルモネラ菌やカンピロバクター 
• 不十分に加熱された卵のサルモネラ陽炎 
• 生ひき肉の大腸菌O157:H7 
• ホットドッグやデリ肉など出来合い品のリステリア・モノサイトゲネス 
• 低温殺菌されていないジュースやミルクに関連する病原菌 

• 調理ハムのような、汚染された後不適切な温度で保持された出来合い

品の黄色ブドウ球菌毒素生成 
• 炊いた米のセレウス菌胞子生存と毒素生成 

• 加熱済みの肉・肉商品のウェルシュ菌とB型セレウス菌胞子の生存とその後の

成長 
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表1.小売店で見られる特定生物学的及び化学的危害要因、関連食品、および管理手段 

 
危害要因 関連食品 管理手段 

細菌 セレウス菌（耐熱による

中毒、細胞や下痢性毒素

による催吐性毒素又は生

体内毒素中毒） 

肉、鶏肉、でんぷん質食材

（米、じゃがいも）、プディン

グ、スープ、加熱した野菜 

調理、冷却、保冷、保温 

カンピロバクター・ジェ
ジュ二 

鶏肉、原乳 調理、手洗い、相互汚染の防止 

ボツリヌス菌（予備

生成された細胞毒素

による中毒） 

真空パックされた食品、脱気包装さ

れた食品、不十分に加工された缶詰

食品、ニンニクオイル漬けのミック

ス、不適切な時間・温度で保管され

たベークドポテト/炒めた玉ねぎ 

熱処理（時間＋圧力）、冷却、保

冷、高温保管、酸性化や乾燥など 

ウェルシュ菌 加熱された肉や鶏肉、キャセロー

ルやグレイビーを含む加熱された

肉や鶏肉商品 

調理、保冷、再加熱、保温 

大腸菌O157:H7（その

他シガ毒素を生成す

る大腸菌） 

生ひき肉、生種子、原乳、低温殺菌

されていないジュース、糞口経路で

感染した食品従事者によって汚染さ

れた食品 

調理、出来合い品への素手での

接触禁止、従業員健康方針、手

洗い、相互汚染の予防、ジュー

スの処理又は低温殺菌 

リステリア・モノサイト
ゲネス 

生肉や鶏肉、フレッシュ・ソフトチ

ーズ、パテ、スモーク・シーフー

ド、デリ肉、デリ 

サラダ 

調理、日付表示、保冷、手洗い、

相互 

汚染の予防 

サルモネラ菌 肉や鶏肉、魚介類、卵、生種子、

生野菜、原乳、低温殺菌されてい

ないジュース 

調理、低温殺菌された卵の使用、

従業員健康方針、出来合い品への

素手での接触禁止、手洗い、相互

汚染の予防、ジュースの処理又は

低温殺菌 

赤痢菌 生野菜やハーブ、糞口経路で 

感染した従事者により汚染され

たその他食品 

調理、出来合い品への素手での接触

禁止、従業員健康方針、手洗い 

黄色ブドウ球菌（予

備生成された耐熱毒

素による中毒） 

調理後の出来合い品への素手での

接触、さらなる不適切な時間・温

度での保持 

調理、保冷、保温、出来合い品へ

の素手での接触禁止、手洗い 

ビブリオ菌 魚介類、貝類 調理、認定された入手先、相互汚

染の防止 

寄生虫 アニサキス・シンプレッ
クス 

様々な魚（タラ、ハドック、カレ

イ、太平洋鮭、ニシン、ヒラメ、

キアンコウ） 

調理、冷凍 

無鉤条虫 牛肉及び豚肉 調理 

旋毛虫 豚肉、熊およびアザラシ肉 調理 

ウイルス A型及びE型肝炎 貝類、糞口経路で感染した従事

者により汚染された全ての食品 

認定された入手先、出来合い

品への素手での接触禁止、出

来合い品以外の食品への素手

での接触最小限化、従業員健

康方針、手洗い 

その他ウイルス（ロタ

ウイルス、ノロウイル

ス、レオウイルス） 

糞口経路で汚染した従事者に

より汚染された全ての食品 

出来合い品以外の食品への素手で

の接触禁止、出来合い品以外の食

品への素手での接触最小限化、従

業員健康方針、手洗い 
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表2生や生揚げの状態で提供されることがある食品 

 

（魚類の寄生虫配慮に関して、付録2の最終ページもご参照ください。） 
 

生の動物性

食品 

メニュー項

目 

危害要因 

牛肉 タルタルステ

ーキカルパッ

チョ 

サルモネラ菌大腸菌
O157:H7 

鶏肉 アヒル肉 サルモネラ菌カンピ
ロバクター・ジェジ
ュ二 

卵 キッシュ、オランデーズソース、エッグベネデ

ィクト、自家製マヨネーズ、メレンゲパイ、一

部のプディングとカスタード、モンテ・クリス

ト・サンドイッチ、ムース、ティラミス、チキ

ンコロッケ、おにぎり、つめもの、ラザニア、

フレンチトースト、クラブケーキ、エッグノッ

グ、魚のつめもの、シーザーサラダ、アイスク

リーム 

サルモネラ・エンテリティディス 

生魚・ひれ魚 軽く調理された魚、寿司、生のマリネ、冷た

いスモーク魚、セビチェ、マグロのカルパッ

チョ 

アニサキス・シンプレック
ス 裂頭条虫 シュードテ
ラノバ・モズク 陽炎ビブ
リオ 

サンゴ礁魚類： 

（バラクーダ、カンパチ、ホースアイ・ジ

ャック、カッポレ、その他大型アジ、キン

グ鯖、イタヤラ、レッド・スナッパー） 

シガテラ毒素 

貝類 牡蠣 

アサリ 

ビブリオブルニ
フィカス ビブ
リオ菌 

A型肝炎ノ

ロウイル

ス 

生の乳製品 生や低温殺菌されていない牛乳やカマンベー

ルやブリ―などの一部のソフトチーズ 

リステリア・モノサイ
トゲネス サルモネラ
菌 
カンピロバクター・ジェジュ二 
大腸菌O157:H7 
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表１a.手順１：非加熱の食材仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

 

 

危害要因 

重要管理点 

（重要管理点である作

業過程のみ表示） 

 

 

管理基準 

 

 

モニタリング 

 

 

是正措置 

 

 

検証 

 

 

記録 

       

      

      

      

 

前提条件プログ

ラム 

 

付録4 HACCP表サンプル 
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表１b.手順１：非加熱の食材仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

手順 
危害要因 

CCP 

(Y/N) 
管理基準 モニタリング 

是正措置 
検証 記録 

 

受入れ 

       

 

保管 

      

 

仕込み 

      

 

保管 

      

 

提供 

      

 

前提条件プ

ログラム 
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表2a手順2：当日提供用仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

 

 
 

危害要因 

 

重要管理点 

（重要管理点であ

る作業過程のみ表

示） 

 

 
管理基準 

 

 
モニタリング 

 
 

 是正措置 

 

 
検証 

 

 
記録 

       

      

      

      

 

前提条件プログラム 
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表2b手順2：当日提供用仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

 
手順 危害要因 

CCP 
(Y/N) 管理基準 モニタリング 

  是正措置 
  検証  記録 

 
受入れ 

       

 
保管 

      

 
仕込み 

      

 
調理 

      

 
保管 

      

 
提供 

      

 
前提条件プ

ログラム 
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表3a手順3：複雑な仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

 

 
危害要因 

重要管理点 

（重要管理点で

ある作業過程の

み表示） 

 
  

 管理基準 

 
 

モニタリング 

 
是正措置 

 
 

  検証 

 
 

 記録 

       

      

      

      

前提条件プログラム 
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表３b.手順3：複雑な仕込み 

 

メニューの項目・商品： 

手順 
危害要因 

CCP 
(Y/N) 管理基準 モニタリング 

是正措置 
検証 記録 

 

受入れ 

       

 

保管 

      

 
仕込み 

      

 

調理 

      

 
冷却 

      

 
再加熱 

      

 
保管 

      

 
提供 

      

 

前提条件プ

ログラム 
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本マニュアルは、1995年文書業務削減法（44 U.S.C.3501-3520）に基づき、管理予算局

（OMB）の見直し対象となっている情報収集規定を含みます。 

 

この情報収集を終えるために必要な時間は、危害要因分析には平均20時間、食品衛生管理シス

テムの作成には、手順の確認や既存のデータソースの検索、必要なデータの収集及び情報収集

の完了と確認を含め、60時間であると推定されています。この負担の推定や提案に関して、負

担を減らすためのご意見をお聞かせください。 

 
コンプライアンス局 

食品小売と共同事業コーディネーター・食品小売保護チーム

（HFS-320）食品安全及び応用栄養食品と医薬品研究所 

5100 Paint Branch Parkway College 

Park, MD 20740 
 

 

 

 

 

 

 

現在有効なOMB管理番号が表示されない限り、法人で情報収集またはスポンサ

ー提供を行ってはならず、個人はそれに対応する必要がありません。この情報

収集に関するOMB管理番号は0910-0578です（2013年1月31日失効）。 

   付録5：1995年文書業務削減法 


