（別紙）
「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について
改正後

現行（最終改正 令和２年 11 月 17 日付け消食表第 428 号）

別添１

別添１

特別用途食品の表示許可基準

特別用途食品の表示許可基準

第１ （略）

第１ （略）

第２ 病者用食品たる表示の許可基準

第２ 病者用食品たる表示の許可基準

１・２ （略）

１・２ （略）

３ 許可基準型病者用食品

３ 許可基準型病者用食品

（１）
・
（２） （略）

（１）・（２） （略）
食品群別許可基準

食品群別許可基準

（１）～（３） （略）

（１）～（３） （略）

（４） 総合栄養食品

（４） 総合栄養食品
許容され
規格

許容され

る

必要的表

特別用途

示事項

規格

る

必要的表

特別用途

示事項

表示の範

表示の範

囲

囲
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１

疾患等により通常の食事摂取が不十分な者
の食事代替品として、経口摂取又は経管利用

２

（略）

１ ～ ８

１

（略）

疾患等により通常の食事摂取が不十分な者
の食事代替品として、経口摂取又は経管利用

できるよう液状又は半固形状で適度な流動性

できるよう液状又は半固形状で適度な流動性

を有していること。※１

を有していること。

表１の栄養成分等の基準に適合したもので

２

（略）

１ ～ ８
（略）

表１の栄養成分等の基準に適合したもので

ある※２こと。（粉末状等の製品にあっては、

ある※こと。（粉末状等の製品にあっては、そ

その指示どおりに調製した後の状態で１及び

の指示どおりに調製した後の状態で１及び２

２の規格基準を満たすものであれば足りる。）

の規格基準を満たすものであれば足りる。）

※１

製品の同一性があると認められる複数の製品を１製品群として申請して

も差し支えない。
※２

※

ただし、個別に調整した成分等については、この限りではない。

表１・２ （略）

表１・２ （略）

（５）
・
（６） （略）
４

（５）
・（６） （略）

（略）

第３～９ （略）

ただし、個別に調整した成分等については、この限りではない。

４

（略）

第３～９ （略）
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別添２

別添２

特別用途食品の表示許可申請時に注意すべき事項

特別用途食品の表示許可申請時に注意すべき事項

１

（略）

１ （略）

２

申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

（１） （略）

（１） （略）

（２） 試験検査成績書

（２） 試験検査成績書

ア （略）

ア （略）

イ 個別評価型病者用食品については、食品中における関与する成分の定

イ 個別評価型病者用食品については、食品中における関与する成分の定

性及び定量試験検査成績書

性及び定量試験検査成績書

なお、ア及びイに係る試験の分析項目については、別紙１のとおり、

なお、ア及びイに係る試験の分析項目については、別紙１のとおり、

製造日が異なる製品又は別ロットの製品を３包装以上無作為に抽出し

製造日が異なる製品又は別ロットの製品を３包装以上無作為に抽出し

て、国、地方公共団体等が設置した試験研究機関その他適当と認められ

て、国、地方公共団体等が設置した試験研究機関その他適当と認められ

る機関において、別紙２から別紙５に掲げる試験方法により行うものと

る機関において、別紙２から別紙５に掲げる試験方法により行うものと

し、それぞれの試験検査成績書には試験検査機関名、試験者名及び責任

し、それぞれの試験検査成績書には試験検査機関名、試験者名及び責任

者名の記載が必要である。総合栄養食品であって、複数の製品を１製品

者名の記載が必要である。なお、糖尿病用組合せ食品又は腎臓病用組合

群として申請するものについては、各製品１ロット以上、かつ合計３ロ

せ食品については、製造日が異なる製品又は別ロットの製品を２包装以

ット以上無作為に抽出することとし、全ての製品の試験検査成績書を提

上無作為に抽出することとし、複数の献立で１製品として申請するもの

出する。

は、全ての献立の試験検査成績書を提出する。

また、糖尿病用組合せ食品又は腎臓病用組合せ食品については、製造
日が異なる製品又は別ロットの製品を２包装以上無作為に抽出するこ
ととする。なお、糖尿病用組合せ食品又は腎臓病用組合せ食品であって、
複数の献立で１製品として申請するものは、全ての献立の試験検査成績
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書を提出する。
（３）
・
（４） （略）

（３）
・（４） （略）

（５）当該食品の自家試験実施結果

（５）当該食品の自家試験実施結果

自家試験実施結果とは、製造者が設定した許可申請食品の製品規格につ

自家試験実施結果とは、製造者が設定した許可申請食品の製品規格につ

いて、その製造者が自らの検査施設で試験をした成績書をいう。なお、自

いて、その製造者が自らの検査施設で試験をした成績書をいう。なお、自

らの検査施設を有しないものにあっては、（２）の国、地方公共団体等が

らの検査施設を有しないものにあっては、（２）の国、地方公共団体等が

設置した試験研究機関その他適当と認められる機関に依頼して試験を実

設置した試験研究機関その他適当と認められる機関に依頼して試験を実

施しても差し支えない。また、総合栄養食品であって、複数の製品を１製

施しても差し支えない。なお、糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食

品群として申請するものは、全ての製品の結果を、糖尿病用組合せ食品及

品であって、複数の献立で１製品として申請するものは、全ての献立の結

び腎臓病用組合せ食品であって、複数の献立で１製品として申請するもの

果を提出する。

は、全ての献立の結果を提出する。
（６）～（９） （略）

（６）～（９） （略）

様式１ （略）

様式１ （略）

別紙１～５ （略）

別紙１～５ （略）
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別添３

別添３

特別用途食品の取扱い及び指導要領

特別用途食品の取扱い及び指導要領

１～３ （略）

１～３ （略）

４

４ 許可等申請時の注意事項

許可等申請時の注意事項
（１）～（３） （略）

（１）～（３） （略）

（４） 製品見本の試験検査（許可試験）

（４） 製品見本の試験検査（許可試験）

ア

小規模に試作する場合と実際に商品として市販するために大規模に

ア

小規模に試作する場合と実際に商品として市販するために大規模に

製造する場合とでは、栄養成分の添加技術に著しい差異が生じるおそれ

製造する場合とでは、栄養成分の添加技術に著しい差異が生じるおそれ

があるので、単に試作の段階で申請するのではなく、実際に商品として

があるので、単に試作の段階で申請するのではなく、実際に商品として

販売する際に行う原料の配合、製造方法等に従って製造したものであっ

販売する際に行う原料の配合、製造方法等に従って製造したものであっ

て、市販される包装容器に収められたものを製品見本とすること。なお、

て、市販される包装容器に収められたものを製品見本とすること。なお、

総合栄養食品であって、複数の製品を１製品群として、又は糖尿病用組

糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品であって、複数の献立で１

合せ食品及び腎臓病用組合せ食品であって、複数の献立で１製品として

つの製品として申請するものは、全ての献立の製品見本を提出するこ

申請するものは、全ての製品又は献立の製品見本とすること。

と。

イ・ウ （略）

イ・ウ （略）

５～７ （略）

５～７ （略）

８

８ 品質管理等の定期的な報告

品質管理等の定期的な報告
（１） 定期的な外部試験機関による試験の結果については、毎年６月に、

定期的な外部試験機関による試験の結果については、毎年６月に、参考

参考様式３の品質管理等報告書にその時点で外部試験機関が発行し

様式３の品質管理等報告書にその時点で外部試験機関が発行した試験検

た試験検査成績書の写し（試験検査機関名、試験者名及び責任者名が

査成績書の写し（試験検査機関名、試験者名及び責任者名が記載されたも

記載されたもの）及び品質管理の状況等、許可基準を満たしているこ

の）及び品質管理の状況等、許可基準を満たしていることが分かる資料（乳
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とが分かる資料（乳児用調製乳、病者用食品であって乳児を対象とし

児用調製乳、病者用食品であって乳児を対象とした粉乳及び液状乳並びに

た粉乳及び液状乳並びに総合栄養食品等にあっては、許可基準を満た

総合栄養食品等にあっては、許可基準を満たしていることが分かる

していることが分かる 100kcal 当たりの結果も併せて）を添付し、消

100kcal 当たりの結果も併せて）を添付し、消費者庁次長に提出すること。

費者庁次長に提出すること。
（２） 総合栄養食品であって、複数の製品を１製品群として許可を受け

（新設）

たものについては、（１）に加えて販売数が分かる資料も添付するこ
ととし、１年につき１製品の品質管理等報告書を提出すること。ただ
し、報告する製品は、消費者庁食品表示企画課が指定したものとする。
（３）

糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品については、（１）

なお、糖尿病用組合せ食品及び腎臓病用組合せ食品については、上記に

に加えて販売数が分かる資料を添付すること。また、複数献立で１つ

加えて販売数が分かる資料を添付すること。また、複数献立で１つの製品

の製品として許可を受けたものは、１年につき１献立の品質管理等報

として許可を受けたものは、１年につき１献立の品質管理等報告書を提出

告書を提出すること。ただし、報告する献立は、消費者庁食品表示企

すること。ただし、報告する献立は、消費者庁食品表示企画課が指定した

画課が指定したものとする。

ものとする。

９・10 （略）

９・10 （略）

別紙様式１～６ （略）

別紙様式１～６ （略）

参考様式１～３ （略）

参考様式１～３ （略）
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