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食の安全安心公開フォーラム
大阪

“乳”の生産農場から：良質・
安全に向けた取り組み

酪農学園大学公開講座

酪農学園大学

永幡 肇

食には
• 栄養 （生命：維持・増進）

• 機能 （調和：生理・バランス・おぎない）

• あじわい (感覚・心情・おちつき）

• おいしさ (感覚・嗜好・よろこび）

• 安全 （裏づけ：科学的根拠：基準）

• 安心 （心理：信頼）

• 保障 （量・質・価格・生産・入手・遵守）

食品安全基本法の制定

• 基本理念 ： 国民の健康の保護が最も重要

• 施策策定 ： リスク評価とリスク管理、リスク
コミュニケーション

• リスク評価機関 ： 食品安全委員会の設置

• 関係者の責務 ：広範囲な関係者を食品関連
事業者と位置づけ、安全確保のための責務
を明確化

ここでは
＊乳の流れ：

乳の生産～乳業工場まで

＊乳の品質管理：安全安心への
対応

北海道における生乳生産の推移
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４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

生産乳量(千ﾄﾝ）

農家数（戸）

1戸当たりの生産乳量（ﾄﾝ）

北海道（ホクレン） 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

生産乳量(千ﾄﾝ） 3,333 3,317 3,273 3,329 3,403 3,448 3,508 3,534 3,492 3,552 3,680 3,746 3,703 3,763 3,658

農家数（戸） 11,770 11,322 10,903 10,389 10,104 9,811 9,487 8,978 8,702 8,508 8,334 8,141 7,890 7,692 7,498

1戸当たりの生産乳量（ﾄﾝ） 283 293 300 320 337 351 370 394 401 417 442 460 469 489 488

道外移出生乳（千ﾄﾝ） 278 272 409 458 487 457 447 460 476 453 523 511 470 381 349

乳成分（２００６年北海道１４支庁）
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乳体細胞数（２００６年北海道）

•乳質の国際比較 (2004-5年)

• 体細胞数を指標に

北海道 19.4 
Australia            20.8
Netherland 21.6 
Canada (B.C)     15.9
USA 29.5  （万/ml）

課題①
感染微生物をいかにコン

トロールするか？
• 乳は栄養に富むため
微生物の栄養源にもなる

• 感染により生体は防御反応を起こ
す

体細胞と乳成分

増加

減少

課題②
農場では乳の感染にどう対処

しているか？

• 原因を明らかにする

• 有効な防除対策をたてる

• 成績をモニターして改善にむける

• チームで支援

感染を制御する制御するために
獣医学

伝染性乳房炎

環境性乳房炎

考え方 予防 ＞ 治療
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乳腺への感染を防ぐために乳腺への感染を防ぐために

伝染性乳房炎
黄色ブドウ球菌、無乳性連鎖球菌、マイコプラズマ

衛生管理
適切な搾乳方法の実施、感染牛の特定、
搾乳手順、慢性感染牛の淘汰、乾乳期治療

環境性乳房炎
大腸菌、連鎖球菌群、 表皮ブドウ球菌

衛生管理
牛床、周辺環境の清掃・乾燥、乳房の毛刈り、搾乳衛
生、プレディッピング、ミルキングシステム点検・機能維
持

食品衛生法の一部改正

• 目的の改正→食品の安全性確保と国民

の健康保護を明記

• 原料生産者を食品等事業者に位置付け

• ポジティブリスト制の導入
• 輸入食品の監視体制の強化

• HACCPの更新制の導入

• 罰則の強化（表示基準違反で法人３０万

円→１億円以下）

課題③
危害を防止する

想定される危害には？

生乳生産
集送乳段階

生乳生産
集送乳段階

有害細菌

抗菌性物質

異常乳

における想定
される危害と
重要管理

におけるにおける想定想定
されるされる危害危害とと
重要管理重要管理

課題④
乳の品質管理は？

• 生産農場と食品工場の違い

• HACCP方式を生産農場へ活用

• ねらいは： 危害要因(HA)を
いれない・ふやさない・ひろげない

①病原微生物を制御

②薬物残留阻止：適正使用と管理

③乳温管理：微生物増殖を抑制

①生産農場でのHAとCCP
病原性細菌

入れない：適正管理

‐搾乳機器・処理施設の洗浄・殺菌

‐乳頭の清拭・正しい搾乳手順

-体細胞数３０万/ml未満を基準；感染乳の廃棄

ふやさない：温度管理

• ‐バルク乳温： 時間と温度時間と温度（～（～36hr36hr、、
•• 44℃℃））、記録、記録
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②生産農場でのHAとCCP
抗菌性物質

入れない：適正処理
‐治療記録・連絡・識別など

抗生剤に代わるもの：開発・利用
‐乳房炎防除対策

◆◆ 検査検査：：被害を最小に抑える被害を最小に抑える

・迅速検査法・迅速検査法の利用の利用

ポジティブリスト制度への対応

• ポジティブリスト制の施行(平成18年5月)
– 農薬等（抗菌性物質・飼料添加物含む）の使用記
録とその検証

• 支援組織の構築（北海道乳質改善協議会）

– タンクローリ乳を対象とした工場搬入前抗菌性物
質検査

– 定期的な残留確認検査

• 生乳のトレーサビリティ
– バルク乳の乳温記録

– 乳質データ、受託乳量等の管理

北海道における
ポジティブリスト制度への対応

抗菌性物質使用記録
(地区独自様式)

農薬(除草剤等)使用記録

給与飼料記録(自給･購

入)

農場内消毒記録

生乳生産記録

微生物の増殖を抑える
ためには

• よごれ（有機物）をおとす：洗浄

• 付着した微生物を死滅させる：

殺菌（熱・殺菌剤｛認可製剤｝）

動物医薬品の使用
生産者の対応

• 残留基準制度（ポジテイブリスト制度）

• 適切な使用

使用基準：使用禁止期間・用法・用量、

休薬期間の確認と遵守

管理： 投与薬剤の投与群への表示、
薬剤使用記録の作成と保管

残留基準値の超過：食品衛生法違反

抗生物質の管理

適正使用適正使用：獣医師、使用牛の標識：獣医師、使用牛の標識

使用記録使用記録：日時、使用牛分房、使：日時、使用牛分房、使

用薬剤用薬剤、、使用量、方法、使用量、方法、
使用期間、乳の処理法使用期間、乳の処理法

残留阻止残留阻止：出荷前：出荷前のの確認検査確認検査
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まとめ：生乳の衛生管理まとめ：生乳の衛生管理

1. 健康な乳牛から適正に搾乳する

（感染牛の取り扱い、適正な搾乳法）

2. 乳房炎乳を出荷乳としない

（生乳の簡易検査、体細胞数の評価）

3. 薬物投与牛の適正な取り扱いと生乳の適

正な処理

（投与牛の標識と休薬、廃棄処理、出荷前確

認検査）

4. 4. 搾乳システムの適正な扱いと洗浄殺搾乳システムの適正な扱いと洗浄殺
菌菌

（機能点検、機能維持）（機能点検、機能維持）
5. 5. 生乳の取り扱いとバルク乳の乳温管生乳の取り扱いとバルク乳の乳温管

理理

（機器の洗浄殺菌、乳温管理）（機器の洗浄殺菌、乳温管理）
6. 6. 記録記録

（病牛、治療牛、抗生物質使用牛、薬物（病牛、治療牛、抗生物質使用牛、薬物
使用記録、休薬期間、確認検査の実施、使用記録、休薬期間、確認検査の実施、
機器の洗浄殺菌、バルク乳温など）機器の洗浄殺菌、バルク乳温など）

まとめ：生乳の衛生管理

わが国の乳業界のHACCP対応

（ガイドライン）

わが国の乳業界のHACCP対応

（ガイドライン）

1. 生乳中の総菌数30万/ml以下（生菌数10万/mlに相当）

標的微生物

Salmonella spp., S.aureus, Listeria
monocytogenes,
pathogenic E.coli, Campylobacter jejuni/coli,
Yersinia enterocolitica

2. 抗菌性物質や異物を混入しない

3. 乳成分‐脂肪3%、比重1.028-1.034、酸度0.18以下、

アルコール検査‐陰性

1. 生乳中の総菌数30万/ml以下（生菌数10万/mlに相当）

標的微生物

Salmonella spp., S.aureus, Listeria
monocytogenes,
pathogenic E.coli, Campylobacter jejuni/coli,
Yersinia enterocolitica

2. 抗菌性物質や異物を混入しない

3. 乳成分‐脂肪3%、比重1.028-1.034、酸度0.18以下、

アルコール検査‐陰性

エクステンションエクステンション

知識・技術の普及、啓蒙が重要

生産者、支援技術者、獣医師

関係機関、研究機関、行政
‐有機的連携‐

消費者の視点から生産を見つめる

信頼


