
生食用食肉の安全性確保対策について

(生食用食肉に係る新たな規格基準及び表示基準)

北海道保健福祉部健康安全局

食品安全グループ　主査(食品衛生)鹿野健治

生食用食肉の規格基準等設定の経緯 

○これまで｢生食用食肉等の安全性確保について｣(平成10年9 ��

月11日厚生省通知)による衛生管理の実施(この通知には 
法的強制力がない) 

○本年4月に焼肉チェーン店での腸管出血性大腸菌の食中毒 

事案発生(5名死亡､重症者多数) 

○生食用食肉を取扱う営業施設に対する緊急監視の結果､生 

食用食肉の衛生基準が十分に遵守されていないことが判明 

く＼ノ7平成23年10月1日施行 

食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準を設定 
〟の表示基準を設定 



富山県等における腸管出血性大腸菌による食中毒

2011年4月26日(火)

医療機関から高岡保健所へ腸管出血性大腸菌感染を疑う

患者のベロ毒素の検査依頼

2011年4月27日(水)

医療機関から砺波保健所は腸管出血性大腸菌感染の疑い
を受理
ー上記のいずれも砺波店を利用｡富山県で調査開始｡

ー砺波店営業停止｡同系列店のユッケ提供を自粛｡

2011年4月28日く木)

福井測店(福井県)利用者死亡(10歳未満男児)

2011年4月29日(金)

砺波店利用患者死亡(10歳未満男児)

同系列店全店舗の営業自粛

富山県等における腸管出血性大腸菌による食中毒

2011年4月30日(土)

高岡駅南店(富山県) :感染者確認

2011年5月1日(日)

富山山室店(富山市) :感染者確認

2011年5月2日(月)
上白根店(横浜市) :感染者確認

2011年5月4日(水)

砺波店利用患者死亡(40歳代女性)

2011年5月5日(木)

砺波店利用患者死亡(70歳代女性)



富山県等における腸管出血性大腸菌による食中毒

2011年5月6日(金)

高砺波店､高岡駅南店､福井測店営業禁止､富山山室

店営業停止

2011年5月16日(月)

富砺波店､横浜上白根室店利用者の腸管出血性大腸
菌0157の菌株の遺伝子パターンが一致､横浜白根店

営業禁止

2011年5月24日(火)
上未開封肉から検出された01 11と砺波店利用者から検

出した菌株の遺伝子パターン一致

2011年5月27日(金)

小松店(石川県)利用者と砺波店利用患者から検出した

菌株の遺伝子パターンが一致､小松店営業停止

2011年10月22日(土)

砺波店利用患者死亡(10歳代男性)

患者の発生状況

｡数字は患者数､( )内の数字は患者数のうち死者数

当該焼肉
チェーン店の

扱墓

F社が経営する郊

外型の飲食店

金沢市に本部

石川県内7

富山県内6

福井県内3

横浜市内2

藤沢市内1

相模原市内1

の計20店舗を有

する｡



富山県等における 

腸管出血性大腸菌による食中毒 

有症者(うち死亡者) 途�

富山県 ��S�ィ��

富山市 �#B�

石川県 ���

福井県 釘����

横浜市 ���

合計 ����コ��

平成23年10月23日現 

生食用食肉を取り扱う施設に対する

緊急監視の結果(全国)

合計 乖Hﾘr�３��飲食店営業 乖Hﾘr�３��食肉処理業 乖Hﾘr�３��食肉販売業 乖Hﾘr�３�� 

適合してい る施設 ���紊�X郢�ﾒ�52.4 途��ド郢�ﾒ�48,2 鼎3育ｹ�ﾒ�65.0 �"ﾃャ�郢�ﾒ�64.4 

適合してい ない施設 湯ﾃCS�郢�ﾒ�47,6 途緜#(郢�ﾒ�51_8 �#3h郢�ﾒ�35.0 ��ﾃS�8郢�ﾒ�35.6 

合計 ��津ゴh郢�ﾒ� ��Bﾃs�育ｹ�ﾒ� 田sH郢�ﾒ� 釘紊sH郢�ﾒ� 



生食用食肉を取り扱う施設に対する 

緊急監視の結果(全道) 

9 

合計 乖Hﾘr�３��飲食店営業 乖Hﾘr�３��食肉処理 莱 乖Hﾘr�３��食肉販売 莱 乖Hﾘr�３�� 

適合してい る施設 ��塗郢�ﾒ�40.4 ��C�郢�ﾒ�26.2 �3X郢�ﾒ�63.6 �#�郢�ﾒ�50.0 

適合してい ない施設 �#�郢�ﾒ�59.6 �#C倡ｹ�ﾒ�63.8 �#�郢�ﾒ�36.4 �#�郢�ﾒ�50.0 

合計 鼎ス郢�ﾒ� �3��郢�ﾒ� 鉄X郢�ﾒ� 鼎�郢�ﾒ� 

※割合は構成比 

生食用食肉の規格基準の構成 

1成分規格 

2加工基準 

(1)一般規定(設備.器具の衛生､食品取扱者､衛生取扱い､温度管 

理､汚染の内部拡大防止) 

(2)加工基準(原料肉の取扱い､加熱又は同等の措置､加熱の記録) 

3保存基準 

4調理基準 



1成分規格

管理の対象を腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌とし､
成分規格の指標として､これらを含む腸内細菌科菌程とし
た｡

2　加工基準

(1 )専用の設備を備えた衛生的な場所で､専用の器具を

用いて行わなければならないとされた｡

(2)腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する

畳が行わなければならないとされた｡

(3)加工に使用する肉塊は､枝肉から切り出した後､速豊
かに加熱殺菌を行うこととした｡また､加熱殺菌に係る記

皐を1年間保存するとされた.

3保存基準 

生食用食肉は冷蔵のものは4℃以下､凍結させたものに ��

あつては､-15℃以下で保存することとされた0 4調理基準 

(1)の加工基準の加熱殺菌及び記録の保存以外は､迦 
工基準を準することとされたo 

(2)調理を行った生食用食肉は､､やかに提することと 

されたo 



規格基準の対象 

･生食用食肉として販売される牛の食肉 

(内臓を除くo)o 

･ユッケ､タルタルステーキ､牛刺し､ 

牛タタキを含む○ 

･ステーキについては､今回の規制の対象 

ではない○ 

規格基準の対象となる施設 

■枝肉から切り出した肉塊の加熱殺菌等を行う施設 

∫_加熱殺菌済みの肉塊を細切又は調味する行為のみ 

を行う施設 

'両方を行う施設 



生食用食肉の成分規格

腸内細菌科菌群とは

腸内細菌科(Enterobacten'aceae)に属する細菌で､ブドウ

糖を分解して酸とガスを産生する通性嫌気性のグラム陰
性無芽胞梓菌をいう｡

この菌群に属する大部分の細菌は非病原性であるが､一

部に腸管出血性大腸菌､サルモネラ菌などの病原性菌が
含まれる｡





生食用食肉の表示基準 

容器包装された生食用食肉の場合 

食肉の表示に必要な名称､消費期限手たは賞味期限､製造所または加工 

所の所在地および製造者または加工者の氏名(法人にあつてはその名称)( ��

輸入品は輸入業者の営業所所在地および輸入業者名)､保存の方法､鳥獣 

の種類のほかに､以下のことを表示しなければならないこととされたo 

(1)生食用である旨 

(2)と畜場名+その都道府県名(輸入品は原産国名) 

(3)加工施設名+その都道府県名(輸入品は原産国名) 

(4)一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 

(5)子ども､高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の 

生食を控えるべき旨 

生食用食肉の表示基準 

焼肉屋､レストラン､肉屋などの店舗において生食用 

食肉を販売する場合 

(1)一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 

(2)子供､高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食 

肉の生食を控えるべき旨 【表示する場所】 

店舗の見やすい箇所等に表示 



【事業者向け】 

子ども､高齢者などの抵抗力の弱い方には本規 

格基準に適合する生食用食肉であつても提供しな 
いようにしましようo 

･腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌は､家畜の 

腸内に存在することから､食肉の加工､調理に 

おいて完全に除去することは困難ですo 

･子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方が感染する 

と死に至る場合がありますo 

･生食用食肉の加工.調理には十分な注意を払うと 

ともに､子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方に 
は提供しないようにしましようo 

生食用食肉(牛肉)の規格基準に関するQ&A(抜粋)

Q29　生食用の馬肉についても､規格基準は設けないのですか｡

(A)

生食用馬肉については､厚生労働省の薬事･食品衛生審議会におけ

る審議において､腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌の危害は大きく
ないと考えられること等から､引き続き衛生基準通知により管理すること
が適当であるとされました｡

Q30　食中毒の多い生食用の牛レバーや鶏肉等についても規格基準を設

けるべきではないのですか｡

(A)

1今後､生食用牛レバーについて､腸管出血性大腸菌に関する知見を収

集した上で､速やかに食品衛生法に基づく規制も含めた検討を行うことと
しています｡

2　また､生食用鶏肉等についても順次検討に着手することとしています｡



(社)日本食品衛生協会　生食用食肉衛生管理テキスト(抜粋)

生食用食肉に係る規格基準

○生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く｡以下この目において同じ｡)であって,生食

用として販売するものに限る｡以下この目において同じ｡)

工程等 亢ｸｦ舒顏��

1生食用食肉の成分規格 茶���i�駅���?x,ﾒﾉ+�>�ﾝxｽｸ怦ｽｸﾅ�*ｨ���ｸ,X,�*�.ｨ,�,�.x,�*&��

(2)(1)に係る記録は,1年間保存しなければならないo 

2生食用食肉の加工基準 ��i�駅���?x,ﾒﾈ鵁,ﾈｮ顏�,�4ｸﾘx+x.兩ｹd�,X��ﾔ�+X,�*�.ｨ,�,�.x,�*&��

一般規定(設備の衛生) 茶���ﾔ�,ﾒﾉ�ﾈ,ﾉ�ﾙOX,hｾiZｨ+8.｢ﾈｮﾘｾ��-�訷輾,ﾉ�H�(ｷ�-���<X,儺ｹwh,��ｩw�,ﾉ�ﾒ�

億を備えた衛生的な場所で行わなければならないoまた,肉塊(食肉の単一の 

塊をいうo以下この目において同じ○)が接触する設備は専用のものを用い,- 

つの肉塊の加工ごとに洗浄及び消毒を行わなければならないo 
一般規定(器具の衛生)- 茶"���,俶yw�+x.舒ﾘｾ�,ﾒﾉ�Hﾈ�,X���i4�*�,)�H�(ｷ�-���<X,ﾉvX更,姥9�ｩ:y�ｸ,ﾈﾝ��

質であって,専用のものを用いなければならないoまた,その使用に当たって 

は,一つの肉塊の加Iごとに(病原微生物により汚染された場合は,その都度o). 

83○以上の温湯で洗浄及び消毒をしなければならないo 

一般規定(食品取扱者) 茶2��ﾔ�,ﾒﾉd��cC����chﾘ��c�ﾘh*�.y�c8ﾘh-ﾈ,X,ﾈ*(+�.ｨ*�,丼�9h+x.倆"ﾉ:��

項第4号に該当する者のうち食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号) 

第35条第13項に規定する食肉製品製造業(法第48条第7項に規定する製 

造業に限るo)に従事する者又は都道府県知事若しくは地域保健法(昭和22年 

法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市及び特別区の長 

が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者が行わなければならない○た 

だし,その者の監督の下に行われる場合は,この限りでないo 

一般規定 茶B��ﾔ�,ﾒﾉ?x�(*ｩV�ﾋIOy�iZ�,�.h.���X+8.ｨ,�*(.h*H���i4�,俎8.ﾘ,�*�.ｨ,�,�.r�

(衛生的取扱い､温度管理) �,�*&�-ﾈ+ﾒ陷�ﾔ�,ﾒﾈ��Dﾘ膵ｽｸ/�+x.��ｨﾘx/��*ｲﾉ?x�(,ﾉUﾉlｨ,ﾈ孳7�*｣��ｸ�ｸ/��

超えることのないようにして行わなければならないo 

一般規定 茶R��ﾔ�,�9h+ﾘ,(,H,ﾒﾉ��/�w�*(,H+ｸ,ﾈﾋHﾆ�/�]ｸ,�+ﾘ-ﾈ-ﾈｽ姐�-���査/�%ｨ*ﾙ��&h+r�

(汚染の内部拡大防止) 坪.傀謁ﾒﾉ+)j�{�,��ｨ��+8+�.傀謁ﾒﾉ�ﾈ,ﾉ��?x,ﾉ&i]�/�ﾈｹ(X+8+��ﾈﾆ�+x.傀謁ﾘ+ｲ�

の他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理をしてはならな 

い○ 

加工基準 茶b���,俶yw�+x.�?x�(,ﾒﾉ8�ﾈｸ+8+�,H*(,�*(.�,ﾈ,X*�,�,Bﾈ���i4�,倡ﾙ?x*�.y���

(原料肉の取扱い) 苓.因�+8.ｨ+ﾘ.�,ﾈ,X,�*�.ｨ,�,�.x,�*&��
-力口工基準 茶r茶b�,ﾈ�yﾘ/�ﾗ8,�+ﾙ?x�(,ﾒﾈ�yﾘﾎ9�ﾈ.(*�,鎚ｴ9jy�ｸ,ﾈ*�.��Hﾈ�,X���i4�,益Xｮﾒ�

(加熱又は同等の措置) 竸��X,�?ﾈ.｢駛yYX+Rﾉ?x�(,ﾉUﾉlｨ*�.y�ｸ+3�6ﾘ決�8,ﾉYIZｨ-ﾈ,X/�h�ｸ�ｸ,S)ZｨｭB�

以上加熱する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌を行 

つた後,速やかに4○以下に冷却しなければならない○ 

加工基準(加熱の記録) 茶ｒビ�,ﾈ��Dﾘ膵ｽｸ,佛x.�y7姐�-�鳧ｭH,ﾈｴﾉ�,ﾒﾃ�D隴I]ｹ�h+X,�*�.ｨ,�,�.x,�*&��

3生食用食肉の保存基準 茶���i�駅���?x,ﾒﾃH�ｸ決岑,Y]ｹ�h+X,�*�.ｨ,�,�.x,�*&�+ﾘ+�+Rﾉ�i�駅���?x/�8��

結させたものにあつては,これを-150以下で保存しなければならないo 

(2)生食用食肉は,清潔で衛生的な容器包装に入れ,保存しなければならないo 

4生食用食肉の調理基準 茶��(,ﾂ���*�.rコ�-ﾈ,X,ﾈｮ顏�,ﾒﾉ�i�駅���?x,ﾉ+)yﾘ,�,(*(,H��w�+x.薬�

(2)調理に使用する肉塊は,2の(6)及び(7)の処理を経たものでなければならないo 

(3)調理を行った生食用食肉は,速やかに提供しなければならないo 


