食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について
１）食品健康影響評価結果を受けたもの

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

結果通知
年月日

文書番号

食品安全委員会からの通知を受け
て取った措置等

農薬の残留基準の設定（ピラクロストロビ 食品安全基本法
H15.11.17 厚生労働省発食安第1117003号
ン）
第２４条第１項第１号

H17.09.22 府食第933号

平成１８年４月１７日分科会審議
平成１８年８月２５日告示

2

農薬の残留基準の設定（オリサストロビ
ン）

食品安全基本法
H16.02.03 厚生労働省発食安第0203002号
第２４条第１項第１号

H17.12.08 府食第1196号

平成１８年４月１７日分科会審議
平成１８年７月１１日告示

3 農薬の残留基準の設定（ジノテフラン）

食品安全基本法
H16.04.28 厚生労働省発食安第0428001号
第２４条第１項第１号

H17.06.15 府食第595号

平成１８年２月９日分科会審議
平成１８年７月２８日告示

4 農薬の残留基準の設定（メトコナゾール）

食品安全基本法
H16.02.13 厚生労働省発食安第0213007号
第２４条第１項第１号

H18.04.27 府食第337号

平成１８年５月３０日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
告示準備中

5 農薬の残留基準の設定（フロニカミド）

食品安全基本法
H16.10.29 厚生労働省発食安第1029001号
第２４条第１項第１号

H18..1.19 府食第41号

平成１８年６月１２日分科会審議
平成１８年１０月６日告示

6 農薬の残留基準の設定（シアゾファミド）

食品安全基本法
H17.06.14 厚生労働省発食安第0614001号
第２４条第１項第１号

H18.05.11 府食第372号

平成１８年５月３０日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
告示準備中

7

動物用医薬品の残留基準の設定（塩酸 食品安全基本法
H17.08.22 厚生労働省発食安第0822003号
ジフロキサシン）
第２４条第１項第１号

H17.08.25 府食第827号

8

動物用医薬品の残留基準の設定（オフロ 食品安全基本法
H17.09.13 厚生労働省発食安第0913002号
キサシン）
第２４条第１項第３号

H17.11.24 府食第1142号

平成１８年９月６日部ｊ会審議

9

動物用医薬品の残留基準の設定（ツラス 食品安全基本法
H17.08.01 厚生労働省発食安第0801009号
ロマイシン）
第２４条第１項第１号

H18.03.09 府食第182号

平成１８年２月１７日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
告示準備中

参考資料２

1

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

結果通知
年月日

文書番号

食品安全委員会からの通知を受け
て取った措置等

10

動物用医薬品の残留基準の設定（エトキ 食品安全基本法
H15.08.05 厚生労働省発食安第0805006号
サゾール）
第２４条第１項第１号

H18.05.18 府食第400号

11

動物用医薬品の残留基準の設定（エンロ 食品安全基本法
H17.09.13 厚生労働省発食安第0913001号
フロキサシン）
第２４条第１項第３号

H18.05.18 府食第402号

12

動物用医薬品の残留基準の設定（ドラメ 食品安全基本法
H17.09.13 厚生労働省発食安第0913006号
クチン）
第２４条第１項第３号

H18.06.08 府食第466号

13

動物用医薬品の残留基準の設定（d-クロ 食品安全基本法
H18.02.17 厚生労働省発食安第0217001号
プロステノール）
第２４条第１項第１号

H18.06.22 府食第531号

平成１８年５月３０日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
平成１８年１０月２日農水省回答

動物用医薬品の残留基準の設定（ウエ
食品安全基本法
14 ストナイルウイルス感染症ｊ不活化ワクチ
H18.06.16 厚生労働省発食安第0616001号
第２４条第１項第３号
ン）

H18.08.31 府食第690号

平成１８年９月６日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
平成１８年１０月２日農水省回答

平成１８年５月３０日部会審議
平成１８年９月２６日分科会審議
告示準備中

２）意見聴取を行っているもの

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

1

農薬の残留基準の設定（オキサジアルギ 食品安全基本法
H15.11.17 厚生労働省発食安第1117001号
ル）
第２４条第１項第１号

2

農薬の残留基準の設定（ベンチアバリカ 食品安全基本法
H15.12.25 厚生労働省発食安第1225008号
ルブイソプロピル）
第２４条第１項第１号

結果通知
年月日

文書番号

備考

結果通知
年月日

文書番号

備考

食品安全基本法
H15.12.25 厚生労働省発食安第1225009号
3 農薬の残留基準の設定（メタアルデヒド） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718001号
第２４条第２項
食品安全基本法
H16.8.3 厚生労働省発食安第0803001号
4 農薬の残留基準の設定（チアメトキサム） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718002号
第２４条第２項
5

食品安全基本法
農薬の残留基準の設定（フルフェノクスロ
H16.8.3 厚生労働省発食安第0803002号
第２４条第１項第１号
ン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718003号
第２４条第２項

食品安全基本法
H16.10.29 厚生労働省発食安第1029002号
6 農薬の残留基準の設定（クロルピリホス） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718004号
第２４条第２項
7

食品安全基本法
農薬の残留基準の設定（アゾキシストロ
H16.11.30 厚生労働省発食安第1130001号
第２４条第１項第１号
ビン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718005号
第２４条第２項

8

食品安全基本法
H16.12.22 厚生労働省発食安第1222001号
農薬、動物用医薬品の残留基準の設定
第２４条第１項第１号 H17.12.19 厚生労働省発食安第1219001号
（スピノサド）
第２４条第２項
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718006号

食品安全基本法
H17.2.14 厚生労働省発食安第0214001号
9 農薬の残留基準の設定（ペノキススラム） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718007号
第２４条第２項
案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

10 農薬の残留基準の設定（ジコホール）

食品安全基本法
H17.2.14 厚生労働省発食安第0214002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718008号
第２４条第２項

11 農薬の残留基準の設定（ノバルロン）

食品安全基本法
H17.2.28 厚生労働省発食安第0228001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718009号
第２４条第２項

12

農薬の残留基準の設定（フルベンジアミ 食品安全基本法
H17.03.31 厚生労働省発食安第0331001号
ド）
第２４条第１項第１号

13

食品安全基本法
H17.3.31 厚生労働省発食安第0331002号
農薬、動物用医薬品の残留基準の設定
第２４条第１項第１号 H17.12.2 厚生労働省発食安第1202002号
（シロマジン）
第２４条第２項
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718010号

14

動物用医薬品の残留基準の設定（オル
ビフロキサシン）

15 農薬の残留基準の設定（ルフェヌロン）

平成１８年１０月１１日部会審議

食品安全基本法
H17.4.11 厚生労働省発食安第0411002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718011号
第２４条第２項
食品安全基本法
H17.7.25 厚生労働省発食安第0725001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718012号
第２４条第２項

食品安全基本法
H17.7.25 厚生労働省発食安第0725002号
16 農薬の残留基準の設定（ビフェントリン） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718013号
第２４条第２項
食品安全基本法
H17.8.3 厚生労働省発食安第0803001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718014号
第２４条第２項

17

農薬の残留基準の設定（フェンヘキサミ
ド）

18

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（ミロサ
H17.8.5 厚生労働省発食安第0805005号
第２４条第１項第１号
マイシン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718015号
第２４条第２項

19 農薬の残留基準の設定（ボスカリド）

食品安全基本法
H17.8.23 厚生労働省発食安第0823001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718016号
第２４条第２項

平成１８年１０月１１日部会審議

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

20

農薬の残留基準の設定（１－メチルシク 食品安全基本法
H17.08.23 厚生労働省発食安第0823002号
ロプロペン）
第２４条第１項第1号

21

農薬の残留基準の設定（スピロメシフェ
ン）

22

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（アンピ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913003号
第２４条第１項第３号
シリン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718018号
第２４条第２項

23

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（チアン
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913004号
第２４条第１項第３号
フェンコール）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718019号
第２４条第２項

24

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（フルニ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913005号
第２４条第１項第３号
キシン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718020号
第２４条第２項

25

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（フロル
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913007号
第２４条第１項第３号
フェニコール）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718021号
第２４条第２項

26

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（セフチ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913008号
第２４条第１項第３号
オフル）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718022号
第２４条第２項

27

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（プラジ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913009号
第２４条第１項第３号
クアンテル）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718023号
第２４条第２項

28

動物用医薬品の残留基準の設定（ホス
ホマイシン）

食品安全基本法
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913010号
第２４条第１項第３号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718024号
第２４条第２項

29

動物用医薬品の残留基準の設定（スル
ファメトキサゾール）

食品安全基本法
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913011号
第２４条第１項第３号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718025号
第２４条第２項

食品安全基本法
H17.8.23 厚生労働省発食安第0823003号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718017号
第２４条第２項

結果通知
年月日

文書番号

備考

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

30

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（トリメ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913011号
第２４条第１項第３号
トプリム）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718026号
第２４条第２項

31

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（セファ
H17.9.13 厚生労働省発食安第0913012号
第２４条第１項第３号
ピリン）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718027号
第２４条第２項

食品安全基本法
H17.10.4 厚生労働省発食安第1004001号
32 農薬の残留基準の設定（クロチアニジン） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718028号
第２４条第２項
33

食品安全基本法
農薬の残留基準の設定（クロルフェナピ
H17.10.4 厚生労働省発食安第1004002号
第２４条第１項第１号
ル）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718029号
第２４条第２項

34

農薬の残留基準の設定（プロパモカル
ブ）

食品安全基本法
H17.10.21 厚生労働省発食安第1021002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718030号
第２４条第２項

食品安全基本法
H17.10.21 厚生労働省発食安第1021003号
35 農薬の残留基準の設定（ビフェナゼート） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718031号
第２４条第２項
36

農薬の残留基準の設定（シフルメトフェ
ン）

食品安全基本法
H17.10.21 厚生労働省発食安第1021004号
第２４条第１項第１号

37

農薬の残留基準の設定（ピリプロキシ
フェン）

食品安全基本法
H17.11.8 厚生労働省発食安第1108001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718032号
第２４条第２項

食品安全基本法
H17.11.8 厚生労働省発食安第1108002号
38 農薬の残留基準の設定（ミルベメクチン） 第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718033号
第２４条第２項
39

食品安全基本法
農薬の残留基準の設定（インドキサカル
H17.11.8 厚生労働省発食安第1108003号
第２４条第１項第１号
ブ）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718034号
第２４条第２項

結果通知
年月日

文書番号

備考

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

40 農薬の残留基準の設定（フルオピコリド）

食品安全基本法
H17.12.13 厚生労働省発食安第1213001号
第２４条第１項第１号

41 農薬の残留基準の設定（ホルペット）

食品安全基本法
H17.12.13 厚生労働省発食安第1213002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718035号
第２４条第２項

42 農薬の残留基準の設定（ピラクロニル）

食品安全基本法
H18.01.13 厚生労働省発食安第0113006号
第２４条第１項第１号

43 農薬の残留基準の設定（メタフルミゾン）

食品安全基本法
H18.02.27 厚生労働省発食安第0227001号
第２４条第１項第１号

農薬の残留基準の設定（フェンブコナ
ゾール）

食品安全基本法
H18.2.27 厚生労働省発食安第0227002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718036号
第２４条第２項

45 農薬の残留基準の設定（アミスルブロム）

食品安全基本法
H18.04.03 厚生労働省発食安第0403001号
第２４条第１項第１号

44

46

食品安全基本法
動物用医薬品の残留基準の設定（メロキ
H18.4.21 厚生労働省発食安第0421001号
第２４条第１項第１号
シカム）
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718037号
第２４条第２号

47

動物用医薬品の残留基準の設定（イベ
ルメクチン）

48

動物用医薬品の残留基準の設定（プラジ 食品安全基本法
H18.04.21 厚生労働省発食安第0421003号
クアンテル）
第２４条第１項第１号

49 農薬の残留基準の設定（ジメトモルフ）

食品安全基本法
H18.4.21 厚生労働省発食安第0421002号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718038号
第２４条第２号

食品安全基本法
H18.5.23 厚生労働省発食安第0523001号
第２４条第１項第１号
H18.7.18 厚生労働省発食安第0718039号
第２４条第２号

結果通知
年月日

文書番号

備考

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

50 農薬の残留基準の設定（ペントキサゾン）

食品安全基本法
H18.05.23 厚生労働省発食安第0523002号
第２４条第１項第１号

51 農薬の残留基準の設定（ヨウ化メチル）

食品安全基本法
H18.05.23 厚生労働省発食安第0523003号
第２４条第１項第１号

結果通知
年月日

文書番号

備考

52

動物用医薬品の残留基準の設定（ケラチ 食品安全基本法
H18.07.14 厚生労働省発食安第0714001号
ナーゼを有効成分とする洗浄剤）
第２４条第１項第１号

53

動物用医薬品の残留基準の設定（鶏のト 食品安全基本法
H18.07.14 厚生労働省発食安第0714002号
リニューモウイルス感染症生ワクチン） 第２４条第１項第１号

平成１８年１０月１１日部会審議

動物用医薬品の残留基準の設定（豚の
食品安全基本法
54 アクチノバシラス・プルロニューモニエ感
H18.07.14 厚生労働省発食安第0714003号
第２４条第１項第１号
染症不活化ワクチン）

平成１８年１０月１１日部会審議

55

動物用医薬品の残留基準の設定（豚
オーエスキー病生ワクチン）

食品安全基本法
H18.07.14 厚生労働省発食安第0714004号
第２４条第１項第１号

56

農薬、動物用医薬品の残留基準の設定 食品安全基本法
（オキソリニック酸）
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904001号

57

動物用医薬品、飼料添加物の残留基準 食品安全基本法
の設定（タイロシン）
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904002号

58 農薬の残留基準の設定（イミシアホス）

食品安全基本法
H18.09.04 厚生労働省発食安第0904003号
第２４条第１項第１号

59 農薬の残留基準の設定（ジノテフラン）

食品安全基本法
H18.09.04 厚生労働省発食安第0904004号
第２４条第１項第１号

平成１８年１０月１１日部会審議

案件

根拠条文

意見聴取
年月日

文書番号

60

農薬の残留基準の設定（イミダクロプリ
ド）

食品安全基本法
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904005号

61

農薬の残留基準の設定（ウニコナゾール 食品安全基本法
Ｐ）
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904006号

食品安全基本法
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904007号

食品安全基本法
第２４条第２項

H18.09.04 厚生労働省発食安第0904008号

62 農薬の残留基準の設定（フルアジナム）

63

農薬の残留基準の設定（テブコナゾー
ル）

結果通知
年月日

文書番号

備考

