
●栄養成分表示（栄養表示）
食品表示法の施行に基づき、原則として、加工食品及び添加物には栄養成分表示が義務付けられま
した。栄養成分表示は、健康で栄養バランスがとれた食生活を営むことの重要性を消費者自らが意識
し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる効果が期待されます。

●エコファーマー
たい肥等による土作りを基本とした化学肥料、化学農薬の使用量を低減する生産方式（持続性の高
い農業生産方式）の導入計画を県知事に認定された農業者の愛称です。

●外部精度管理プログラム
検査施設での検査値（測定結果）が正しいものとなるように管理することを精度管理といい、普段は検
査施設自身で管理しています（内部精度管理）。しかし、自身での管理や評価には限界がありますの
で、これを他の検査施設の値や基準となる値と比較して、自身の検査施設の位置づけや傾向を確認す
るために外部の専門機関が行っている精度管理計画のことを外部精度管理プログラムといい、熊本
市の検査施設もそれに参加しています。

　　　
●管理栄養士・栄養士
栄養士とは、栄養士法に基づき養成施設を卒業後、都道府県知事の免許を受けて栄養士の名称を用
いて栄養指導に従事する人のことです。
管理栄養士とは、栄養士の中で国家試験により厚生労働大臣の免許を受けて管理栄養士の名称を用
いて個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進
のための栄養の指導などを行う人のことです。

●QOL（キュー・オー・エル）
Quality of life（生活の質）のことです。日常生活や社会生活のあり方を自らの意思で決定し、生活の目
標や生活様式を選択できる状態で、本人が身体的、精神的、社会的、文化的に満足できる豊かな生活
のことです。

●熊本県食品の衛生に関する指導基準
国が定めている「食品、添加物等の規格基準」に規定のない食品の中で、食品の品質の向上や食中毒
を防止するために、熊本県が独自に一部の食品に、「熊本県食品の衛生に関する指導基準」として一
般細菌数や大腸菌群などの基準を定めているものです。現在、「そうざい」、「調理米飯（おにぎり）・調
理パン類（サンドウィッチ等）」、「豆腐」、「生菓子」に基準が定められています。

●熊本市市場食品衛生監視所
熊本地方卸売市場（通称「田崎市場」）内にある市場会館の３階にある施設です。熊本市保健所の職
員が、そこで田崎市場を流通する農産物の残留農薬の簡易検査や水産物の細菌検査などの検査を
行っています。

用語の解説（50音順）
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●熊本市食品衛生協会
食品業界の衛生水準の向上を図り、公衆衛生の増進に寄与することを目的とした団体で、食品衛生指
導員による巡回指導、食品衛生責任者養成講習会、食品衛生月間（８月）による衛生普及活動、各種
表彰事業等を実施しています。
　　　

●欠食・欠食率
１日３回の食事を基本として、１回でも食事をしないことや、菓子、果物、乳製品、し好飲料などの食品の
みや錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル・栄養ドリンク剤のみを食べた場合のことです。
検証指標での欠食率は「あなたはふだん朝食を食べますか？」という問に対して、「ほとんど食べない」
と回答した市民の割合を示しています。

●健康危機管理
健康危機（食中毒、感染症、毒物劇物などにより市民の生命や健康の安全を脅かす事態のこと）に対
して行う発生予防、拡大防止、医療の確保などの業務のことをいいます。

●健康寿命
人の寿命において、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」です。

●県民健康・栄養調査
県民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、身体状況、栄養摂取状況及び生活習
慣の状況を明らかにする調査のことです。

●国民健康・栄養調査
健康増進法に基づき、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料とするため、毎年全国
で行われる調査です。国民の身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の状況を明らかにしています。

●サルコペニア
加齢や病気によって筋肉量が減少し、筋力が低下した状態。ロコモティブシンドロームを起こす要因
の一つです。

●残留農薬
散布された農薬が、作物や土壌などに残ってしまうもののことです。平成18年に厚生労働大臣が定め
る基準量以上の農薬が残留する食品の販売などを禁止するポジティブリスト制が施行されました。各
農薬の残留基準は作物の種類ごとに定められており、その基準値を定めるにあたっては、安全性を確
認するために様々な実験を行って、「人が一生にわたって毎日摂取し続けても健康上の問題が生じな
いとされる量」などを確認して、さらにその量より少ない値を基準値としています。

●食育ガイド
内閣府が平成24年に作成した資料です。乳幼児から高齢者に至るまで、それぞれの世代に応じた具
体的な食育の取組を紹介したガイドのことです。
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●食育月間・食育の日
毎年６月は「食育月間」として、行政や関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的
に実施し、食育への関心を高め、健全な食生活を実践していただくきっかけにしています。また食育の
一層の定着を図るため、毎月19日を「食育の日」としています。

●食育基本法
国民が、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的か
つ計画的に推進することを目的に、平成17年に施行されました。その内容は、食育に関する基本理念
を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにすると共に、食育に関する施策の基本となる事項を
定めることにより、現在及び将来にわたり健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現を
目指すものです。

●食事バランスガイド
１日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にできるよう、食事の望ましい組み合わ
せとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

●食中毒
食品に起因する急性胃腸炎、神経障害などの中毒症の総称です。その病因物質によって微生物性食
中毒、自然毒食中毒、寄生虫による食中毒、化学物質等による食中毒に分類されます。微生物性食中
毒は細菌性食中毒とウイルス性食中毒に分けられ、自然毒食中毒は、毒きのこ、ふぐ毒、かび毒などが
病因物質となって起きます。

●食品安全基本法
国民の食生活を取り巻く環境の変化に的確に対応し、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に
進めるため、平成15年７月に施行された法律です。

●食品衛生監視員
食品衛生監視員は、保健所等に勤務し、飲食店などの営業施設や病院などの給食施設に立ち入り、衛
生状態の監視・指導を行ったり、市民から寄せられる「食」に関する苦情や食中毒発生時の対応、さら
には、食品営業許可に関する業務を行っています。

●食品衛生監視指導計画
平成15年５月の食品衛生法の一部改正により、各自治体が国の定めた指針に基づいて翌年度に行う
飲食店などの食品営業施設に対する監視指導計画を定めるものです。食中毒の発生リスクが高い業
種や食品に関して重点的に監視指導を行う事項などを年度ごとに具体的な監視指導数や食品の収
去検査数などの目標を定め、その結果を公表しています。熊本市では、この監視指導計画及び実績を
ホームページに掲載しています。　
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●食育月間・食育の日
毎年６月は「食育月間」として、行政や関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的
に実施し、食育への関心を高め、健全な食生活を実践していただくきっかけにしています。また食育の
一層の定着を図るため、毎月19日を「食育の日」としています。

●食育基本法
国民が、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的か
つ計画的に推進することを目的に、平成17年に施行されました。その内容は、食育に関する基本理念
を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにすると共に、食育に関する施策の基本となる事項を
定めることにより、現在及び将来にわたり健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現を
目指すものです。

●食事バランスガイド
１日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にできるよう、食事の望ましい組み合わ
せとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

●食中毒
食品に起因する急性胃腸炎、神経障害などの中毒症の総称です。その病因物質によって微生物性食
中毒、自然毒食中毒、寄生虫による食中毒、化学物質等による食中毒に分類されます。微生物性食中
毒は細菌性食中毒とウイルス性食中毒に分けられ、自然毒食中毒は、毒きのこ、ふぐ毒、かび毒などが
病因物質となって起きます。

●食品安全基本法
国民の食生活を取り巻く環境の変化に的確に対応し、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に
進めるため、平成15年７月に施行された法律です。

●食品衛生監視員
食品衛生監視員は、保健所等に勤務し、飲食店などの営業施設や病院などの給食施設に立ち入り、衛
生状態の監視・指導を行ったり、市民から寄せられる「食」に関する苦情や食中毒発生時の対応、さら
には、食品営業許可に関する業務を行っています。

●食品衛生監視指導計画
平成15年５月の食品衛生法の一部改正により、各自治体が国の定めた指針に基づいて翌年度に行う
飲食店などの食品営業施設に対する監視指導計画を定めるものです。食中毒の発生リスクが高い業
種や食品に関して重点的に監視指導を行う事項などを年度ごとに具体的な監視指導数や食品の収
去検査数などの目標を定め、その結果を公表しています。熊本市では、この監視指導計画及び実績を
ホームページに掲載しています。　
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●食品衛生指導員
食品衛生協会の目的である自主衛生管理を実施するために、食品衛生協会が行う食品衛生指導員養
成教育の修了した者に対して食品衛生指導員の資格が与えられます。全国で約55,000人、熊本市に
は約120人が任命されており、自主衛生管理の実践などのために営業施設の巡回指導などを実施し
ています。

●食品衛生責任者
食品営業者は、食品衛生法で定められている食品衛生管理者の設置義務がある業種（食肉製品製造
業、添加物製造業など）以外の営業施設には、食品衛生責任者という施設の衛生管理などを行う者を
設置しなければなりません。食品衛生責任者の資格は、各自治体で定めていますが、熊本市において
は調理師、栄養士などの衛生関連法令に基づく資格者や食品衛生責任者養成講習会を受講した者な
どに対して与えられます。

●食品衛生法
昭和22年に制定された厚生労働省などが所管する、食中毒等の飲食を原因とする危害を防止するこ
とにより、国民の生命・健康を守ることを目的に、食の安全安心を確保するための様々な規制などを定
めた法律です。食品、添加物、器具及び容器包装の規格基準、表示及び広告等、営業施設の基準、また
その検査などについて規定しています。　

●食品関連事業者
食品安全基本法では、「肥料・農薬・動物用医薬品などの生産資材、食品（その原料または材料として
使用される農林水産物を含む。）、添加物、器具、容器包装等の生産、輸入または販売その他の事業活
動を行う事業者」のことをいいますが、本計画では、関係者の役割を明確化するために生産者と食品
関連事業者を分けて表記しております。

●食品添加物
食品の製造過程で、または食品の加工や保存などの目的で食品に添加・湿潤・混和などの方法によっ
て使用されるものです。食品添加物は食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない場合」と
して厚生労働大臣が定める（指定する）もの以外は原則として使用が認められていません。また、食品
添加物の使用基準などについても食品衛生法で定められています。

●スクリーニング検査
選別検査、ふるい分け検査のことで、熊本市市場食品衛生監視所では市場に流通する野菜について
収去検査の選別検査として残留農薬の簡易検査試薬を用いた迅速検査を行っています。

●生活習慣病
食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が病気の発症や進行に深く関わっている病気の
ことです。
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●生産履歴の記帳
農作物等の生産履歴（いつ・どこで・どのように生産・流通されたか、またいつ防除したか、肥料や農薬
などをいつ、どのくらい使用したかなど）を記帳（栽培管理日誌）し、保管することです。これにより、農
作物等の遡り調査が可能となります。

●精度管理
食品衛生検査に係わる施設において、検体（検査する食品等）採取から検査結果発行までの全過程の
標準作業書を定め、それに従って検査し、その内容を詳細に記録・保管し、これを検査部門から独立し
た信頼性確保部門が検証することにより、検査結果の妥当性・信ぴょう性を証明するしくみのことです。
   

●適正体重
身長（m）×身長（m）×22で算出される値（kg）で健康を維持していくための目安となる体重のことです。

●出前講座
市民の皆様の学習活動を支援するため、熊本市役所や国の機関、病院や大学、その他の団体などの
職員を講師として派遣し、業務の取り組みなどのお話や説明をする制度で、地域の団体・サークル等
の学習会・研修会などでご利用いただけます。

 ●動物用医薬品
牛、豚、馬、鶏などの畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防や治療のために使われている抗生物質
や寄生虫駆除剤など、飼育段階で使用される医薬品のことです。これらの製造・販売・使用については
医薬品医療機器等法により規制され、また食品衛生法により、人への健康影響が無いレベルを食品
中の残留基準値として設定しています。

●トレーサビリティ
トレース（trace）＝「追跡」、アビリティ（ability）＝「可能」を合わせた言葉で、何か問題が発生した場合
などに、流通ルートを速やかに特定するために、生産段階から記録を作成・保存するしくみのことです。
トレーサビリティ導入により、迅速な原因究明や違反食品などの特定及び再発防止を図ることができ
ます。例として、牛肉の個体識別番号があげられます。

●内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）
内臓脂肪がたまることによって、血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常を起こしたりして、心筋梗
塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態のことです。

●中食（なかしょく）
惣菜店など、家庭外で調理された弁当や調理食品を持ち帰って、家庭の食卓で食べることをいいます。

●日本型食生活
主食である「米」を中心として、大豆・野菜・魚などの副食物を組み合わせたものに、畜産物や果物など
がバランスよく加わった食事パターンのことです。主食・主菜・副菜・汁物を揃えると、バランスのよい
食事になります。
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●生産履歴の記帳
農作物等の生産履歴（いつ・どこで・どのように生産・流通されたか、またいつ防除したか、肥料や農薬
などをいつ、どのくらい使用したかなど）を記帳（栽培管理日誌）し、保管することです。これにより、農
作物等の遡り調査が可能となります。

●精度管理
食品衛生検査に係わる施設において、検体（検査する食品等）採取から検査結果発行までの全過程の
標準作業書を定め、それに従って検査し、その内容を詳細に記録・保管し、これを検査部門から独立し
た信頼性確保部門が検証することにより、検査結果の妥当性・信ぴょう性を証明するしくみのことです。
   

●適正体重
身長（m）×身長（m）×22で算出される値（kg）で健康を維持していくための目安となる体重のことです。

●出前講座
市民の皆様の学習活動を支援するため、熊本市役所や国の機関、病院や大学、その他の団体などの
職員を講師として派遣し、業務の取り組みなどのお話や説明をする制度で、地域の団体・サークル等
の学習会・研修会などでご利用いただけます。

 ●動物用医薬品
牛、豚、馬、鶏などの畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防や治療のために使われている抗生物質
や寄生虫駆除剤など、飼育段階で使用される医薬品のことです。これらの製造・販売・使用については
医薬品医療機器等法により規制され、また食品衛生法により、人への健康影響が無いレベルを食品
中の残留基準値として設定しています。

●トレーサビリティ
トレース（trace）＝「追跡」、アビリティ（ability）＝「可能」を合わせた言葉で、何か問題が発生した場合
などに、流通ルートを速やかに特定するために、生産段階から記録を作成・保存するしくみのことです。
トレーサビリティ導入により、迅速な原因究明や違反食品などの特定及び再発防止を図ることができ
ます。例として、牛肉の個体識別番号があげられます。

●内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）
内臓脂肪がたまることによって、血圧、血糖が高くなったり、血中の脂質異常を起こしたりして、心筋梗
塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態のことです。

●中食（なかしょく）
惣菜店など、家庭外で調理された弁当や調理食品を持ち帰って、家庭の食卓で食べることをいいます。

●日本型食生活
主食である「米」を中心として、大豆・野菜・魚などの副食物を組み合わせたものに、畜産物や果物など
がバランスよく加わった食事パターンのことです。主食・主菜・副菜・汁物を揃えると、バランスのよい
食事になります。
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●HACCP(ハサップ)
Hazard Analysis Critical Control Pointの略称で、1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するた
めに開発された食品の衛生管理の手法です。
従来の最終製品抜き取り検査では100％の安全性を保障することができないことから、製造に係る危
害分析(HA)を行い、重要な工程を重要管理点(CCP)と定め連続的に管理することによって全ての製品
の安全性を確保していくための衛生管理手法です。

●HbA1c（ヘモグロビン・エー・ワン・シー）
赤血球の中に含まれるHb（ヘモグロビン）とブドウ糖が血管内で結合したものが「HbA1c」です。ブドウ
糖が血中に多いほどHbとの結びつき（糖化）が増え、血中の「HbA1c」の割合は多くなります。検査の
結果、「HbA1c」が高い結果であった場合は、過去１～２か月間は高血糖状態が続いていたことにな
ります。

●ライフステージ
人の一生における加齢にともなう変化を、いくつかの段階に区切って考える各段階のことです。乳幼
児期は０～５歳、学童期は６～11歳、中・高校生期12～17歳、青年期18～24歳、壮年期25～44歳、
中年期45～64歳、高齢期65歳以上です。

●ロコモティブシンドローム
筋肉や骨、関節などの運動器に障害が起き、「立つ」「歩く」などの移動機能が低下している状態です。

●ワーキンググループ
特定の問題の調査や計画の推進のため設けられた部会や作業チームのことです。
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