『ISO22000:2018 食品安全マネジメントシステム徹底解説』
正誤表
本書は，2018 年 6 月 29 日の ISO22000:2018 発行以前の 2018 年 4 月 10 に刊行いたしました。
しかしながら，ISO22000:2018 発行の最終段階で，「8.5 ハザードの管理」「8.5.1 ハザード分析を可能にする予備段
階」の構成が変更となり，「8.5.1.1 一般」が追加されました。
つきましては，本書の内容を以下のように訂正します。
【p.113】
［誤］
8.5 ハザードの管理
8.5.1 ハザード分析を可能にする予備段階
ハザード分析を実施するために，食品安全チームは事前情報を収集し，更新し，維持しなければならない。
これらには，次のものを含むが，これらだけに限らない。
a) 組織の製品，プロセス，顧客の要求事項，機器及び
b) 食品安全マネジメントシステムに関する食品安全ハザード
［正］
8.5 ハザードの管理
8.5.1 ハザード分析を可能にする予備段階
8.5.1.1 一

般

ハザード分析を実施するために，食品安全チームは事前情報を収集し，維持し，更新しなければならない。
これらには次のものを含むが，これらに限らない。
a) 適用される法令，規制及び顧客要求事項
b) 組織の製品，工程及び装置
c) 食品安全マネジメントシステムに関連する食品安全ハザード

以下，下記のように「項番」がずれます。
頁

行

誤

正

p.115

上から 1 行目

8.5.1.1 原料，材料及び製品に～

8.5.1.2 原料，材料及び製品に～

p.121

上から 1 行目

8.5.1.2 最終製品の特性

8.5.1.3 最終製品の特性

p.123

上から 2 行目

8.5.1.3 意図した用途

8.5.1.4 意図した用途

p.126

上から 1 行目

8.5.1.4 フローダイアグラム及びプロセスの

8.5.1.5 フローダイアグラム及び工程の記

記述

述

p.126

上から 2 行目

8.5.1.4.1 フローダイアグラムの作成

8.5.1.5.1 フローダイアグラムの作成

p.126

下から 9 行目

8.5.1.4.2 フローダイアグラムの現場確認

8.5.1.5.2 フローダイアグラムの現場確認

p.129

上から 1 行目

8.5.1.4.3 プロセス及びプロセス環境の記

8.5.1.5.3 行程及び工程の環境の記述

述

したがって，下記の参照「項番」もずれます。
頁
p.ⅷ

行

誤

正

上から 9 行目

（挿入） 8.5.1.1 一

般

上から 9 行目

8.5.1.1 原料，材料及び製品に～

8.5.1.2 原料，材料及び製品に～

上から 10 行目

8.5.1.2 最終製品の特性

8.5.1.3 最終製品の特性

上から 11 行目

8.5.1.3 意図した用途

8.5.1.4 意図した用途

上から 12 行目

8.5.1.4 フローダイアグラム及びプロセスの

8.5.1.5 フローダイアグラム及び工程の記

記述

述

p.113

下から 3 行目

8.5.1.4.3 項までのすべての～

8.5.1.5.3 項までのすべての～

p.118

上から 13 行目

規格要求事項 8.5.1.1 項を実施～

規格要求事項 8.5.1.2 項を実施～

p.119

上から 2 行目

規格 8.5.1.1 項では，～

規格 8.5.1.2 項では，～

上から 5 行目

食品安全マニュアルの 8.5.1.1 項では，～

食品安全マニュアルの 8.5.1.2 項では，～

上から 7 行目

規格 8.5.1.1 項が要求する～

規格 8.5.1.2 項が要求する～

下から 11 行目

8.5.1.1 項に沿った文書化～

8.5.1.2 項に沿った文書化～

p.121

下から 2 行目

「8.5.1.3 意図した用途」についても，～

「8.5.1.4 意図した用途」についても，～

p.128

下から 5 行目

8.5.1.4.2 項「フローダイアグラムの現場確

8.5.1.5.2 項「フローダイアグラムの現場確

認」～

認」～

8.5.1.4.3 「プロセス及びプロセス環境の

8.5.1.5.3 「工程及び工程の環境の記述」

記述」の～

の～

【参考解説】（8.5.1.4 フローダイアグラム

【参考解説】（8.5.1.5 フローダイアグラム

及びプロセスの記述）

及び工程の記述）

8.5.1.4.2 項「フローダイアグラムの現場確

8.5.1.5.2 項「フローダイアグラムの現場確

認」に～

認」に～

下から 3 行目

最終製品の要求事項（8.5.1.2）として～

最終製品の要求事項（8.5.1.3）として～

p.135

上から 11 行目

（8.5.1.1～8.5.1.4 を参照）に基づいて～

（8.5.1.1～8.5.1.5 を参照）に基づいて～

p.136

上から 11 行目

事前情報（8.5.1.1～8.5.1.4）を～

事前情報（8.5.1.1～8.5.1.5）を～

p.137

下から 9 行目

8.5.1.1～8.5.1.4 に従って～

8.5.1.1～8.5.1.5 に従って～

p.144

上から 3 行目

～の重大さ（8.5.1.3 参照）

～の重大さ（8.5.1.4 参照）

p.129
p.130
p.131

下から 2 行目
上から 12 行目
上から 2 行目

また，「食品安全マネジメントシステムの更新」と「継続的改善」の順序が逆になっておりました。
［誤］

［正］

10.2 食品安全マネジメントシステムの更新

→

10.3 食品安全マネジメントシステムの更新

10.3 継続的改善

→

10.2 継続的改善

よって以下の箇所が修正となります。
p.ⅳ 下から 2 行目・1 行目（目次）

p.188 上から 11 行目

p.223 下から 5 行目

p.224 上から 3 行目

p.231 上から 4 行目

p.234 上から 9 行目

p.236 下から 1 行目

p.240 上から 11 行目（タイトル）

p.242 下から 5 行目（タイトル）

p.244 上から 7 行目

