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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 原因と疑われ 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考

所 日 購入施設 者数 者数 時間 た食品 検体数)

1 早良 4/1 スーパー 2 2 5.5～6 下痢 惣菜 有症者便(0/1) 不明
時間 残品(0/1)

2 東 4/1 スーパー 2 1 1時間 下痢,嘔吐 しめさば 参考品(0/2) 不明

3 南 4/11 飲食店 6 5 2～18 下痢,嘔吐 焼きｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ 有症者便(0/5) 不明
時間 発熱 有症者吐物(0/1)

参考品 (0/2)
ふきとり(0/4)

C.jejuni4 中央 4/16 スーパー 1 1 下痢 有症者便(1/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
残品(0/1)

5 西 4/16 家庭 2 1 下痢 牛乳 残品(0/1) 不明

C.jejuni6 南 4/17 スーパー 1 1 嘔吐，発熱 有症者便(1/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
中央 参考品（0/4)

7 早 4/24 スーパー 15 15 48時間 下痢,嘔吐 唐揚げ 残品(0/1) 不明
発熱

8 西 5/6 飲食店 14 10 36時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/5) ノロウイルス
発熱 残品(0/1)

ふきとり(0/5)
ｳｲﾙｽ有症者便(4/5)

9 西 5/14 飲食店 31 下痢,嘔吐 有症者便(0/9) ノロウイルス
(12/12)発熱 ｳｲﾙｽ有症者便

ｳｲﾙｽ従業員便(4/6)
ｳｲﾙｽ参考品(0/6)

10 城南 5/22 飲食店 3 1 5日 下痢,嘔吐 焼き肉 従業員便(0/4) O157
発熱 ふきとり(0/3)

11 東 5/22 福祉施設 12 嘔吐,発熱 有症者便(0/4) 不明
ふきとり(0/5)

12 博多 5/26 飲食店 8 6 48時間 下痢,腹痛 とり刺し 有症者便(0/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 病院の検便（他の患
早良 発熱 参考品 (1/3) 者）で検出

C.jejuni/coliふきとり(0/3)

C.jejuni13 早良 5/30 飲食店 3 2 36時間 下痢,腹痛 とり薫製 菌株 (2) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
西 発熱,嘔吐 従業員便(1/3)

参考品(0/2)
ふきとり(0/6)

14 東 6/4 飲食店 2 2 4時間 腹痛,嘔吐 有症者便(0/1) 不明
従業員便(0/3)
ふきとり(0/8)
参考品(0/2)

C.jejuni15 東 6/4 飲食店 20 12 18時間 下痢,腹痛 とり刺し盛り 有症者便(2/5) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
発熱 従業員便(0/1)
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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 原因と疑われ 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考

所 日 購入施設 者数 者数 時間 た食品 検体数)

16 博多 6/9 飲食店 110 37 3時間 嘔吐,嘔気 おにぎり 従業員便(0/11) 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝA
中央 腹痛 参考品(0/1) 唐津保健所にて患者

残品(0/3) より分離
ふきとり(0/44)

C.jejuni17 早良 6/12 スーパー 1 1 2日 下痢,発熱 とり刺し 菌株(1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

18 中央 6/13 飲食店 7 1 15日 下痢 生レバー 従業員便(0/2) O157 病院にて患者便より
ふきとり(0/5) 検出

19 東 6/16 スーパー 4 2 18時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/1) 不明
発熱 参考品(0/2)

ふきとり(0/6)

C.jejuni20 東 6/20 飲食店 2 2日 下痢,発熱 唐揚げ 菌株(1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

21 南 6/23 スーパー 3 1 4時間 下痢,嘔吐 刺身 残品(0/1) 不明

C.jejuni22 南 6/23 飲食店 4 3 4日 下痢,腹痛 とり刺し 有症者便(0/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
城南 従業員便(0/2)
早良 参考品(2/3)

ふきとり(0/3)
菌株(1)

23 中央 6/30 飲食店 16 16 2日 下痢,腹痛 不明 有症者便(10/13) ETEC O6：H16
嘔吐,発熱 従業員便(3/6) LT,ST(＋)

ふきとり(0/6)

24 西 7/2 不明 2 下痢,発熱 有症者便(1/1) EnteritidisＳ.
早良 嘔吐,腹痛 菌株(1)

25 中央 7/9 ホテル 菌株(1) Enteritidis 北九州市での事例Ｓ.

26 東 7/10 飲食店 4 4 肉料理 残品(0/2) 不明
ふきとり(0/5)

27 博多 7/14 スーパー 1 1 0.5時間 腹痛 肉じゃが 残品(0/1) 不明
参考品(0/1)

28 博多 7/12 飲食店 4 2 9日 下痢,嘔吐 レバ刺し 従業員便(0/3) O157
腹痛 ふきとり(0/10)

29 博多 7/16 飲食店 7 5 15～24 腹痛,下痢 有症者便(1/1) Enteritidis 福岡県にて有症者２Ｓ.
時間 発熱 従業員便(0/15) 名からも検出

残品(0/4)
ふきとり(0/11)
菌株(1)

30 博多 7/17 スーパー 1 1 1時間 嘔吐 残品(0/1) 不明
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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 推定原因食品 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

31 東 7/23 弁当屋 31 14 18時日 下痢,発熱 弁当 有症者便(6/11) EPEC eae(＋)
従業員便(0/1)
ふきとり(0/8)
参考品(0/4)

C.jejuni32 西 7/25 飲食店 5 4 2日 下痢,発熱 とり刺し 有症者便(1/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
健康者便(0/1) さらに他県にて有症

者１名より検出

33 博多 8/6 飲食店 82 37 38時間 下痢,発熱 披露宴料理 有症者便(0/1) サルモネラ 宮崎県での事例

34 東 8/8 － プール水 (0/1) O157 海外旅行先での集団
感染

35 博多 8/13 飲食店 2 2 3時間 嘔吐,下痢 － 有症者便(0/2) 不明
吐物(0/1)
ふきとり(0/15)
残品(0/1)

36 東 8/14 飲食店 18 7 3時間 嘔吐 － 有症者便(0/5) 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 北九州市での事例
博多

37 中央 8/15 仕出し屋 61 下痢,嘔吐 弁当 鉢盛り 有症者便(0/1) 腸炎ビブリオ 嘉穂郡での事例
発熱

38 博多 8/18 スーパー 1 2時間 下痢 ローストビー 残品(0/3) 不明
フ 参考品(0/1)

39 城南 8/19 民宿 16 38時間 下痢,腹痛 刺身 有症者便(1/1) 腸炎ビブリオ O3:K6
tdh(+) trh(-)
富山県での事例

40 早良 8/19 販売店 1 1 16時間 下痢 からしレンコ 有症者便(0/1) 不明
ン

41 博多 8/22 飲食店 4 4 48時間 下痢,腹痛 とり刺し 有症者便(0/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 病院受診の１名より
従業員便(0/3) 分離
参考品(2/4)
ふきとり(0/5)

42 早良 8/23 精肉店 47 9 5日 とり刺し 参考品(0/5) O157
牛タタキ ふきとり(0/6)
馬レバー 従業員便(0/5）
ホルモン 井戸水(0/2)

43 西 8/27 精肉店 井戸水(0/4) O157 No.42と同一事例

44 博多 8/27 飲食店 4 3 1日 下痢,発熱 有症者便(0/1) Enteritidis 長崎での事例Ｓ.
参考品(0/1)
菌株(2)

45 博多 8/28 飲食店 5 2 4日 下痢,腹痛 焼き肉 参考品(0/1) O157
発熱 ふきとり(0/5)

従業員便(0/2)

46 南 8/29 飲食店 1 1 15分 腹痛,吐気 チャンポン 有症者便(0/1) 不明

47 南 9/4 弁当屋 50 9 12時間 下痢,腹痛 弁当 有症者便(0/6) EnteritidisＳ.
城南 発熱 参考品(0/4)

ふきとり(0/6)
従業員便(0/11)
菌株(4)

48 早良 9/5 スーパー 1 1 12時間 嘔吐,下痢 馬刺 参考品(0/1) 不明

49 早良 9/17 スーパー 3 2 吐気,発熱 鶏卵 参考品(0/1) 不明
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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 推定原因食品 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

50 博多 9/22 飲食店 3 2 48時間 下痢,発熱 鶏肉 有症者便(0/1) サルモネラ
菌株(1)

51 南 9/22 飲食店 127 49 20時間 下痢,発熱 披露宴料理 有症者便(0/2) 不明 大阪での事例
西

52 西 9/26 販売店 1 1 4時間 下痢,嘔吐 野菜みそ漬け 有症者便(0/1) 不明
残品(0/1)

53 博多 10/3 ホテル 10 8 24時間 下痢,発熱 － 従業員便(0/5) Enteritidis 患者は鳥取からの旅Ｓ.
嘔吐 ふきとり(0/4) 行客

54 南 10/6 飲食店 4 3 3時間 嘔吐 日替わりラン 有症者便(0/6) セレウス
チ 吐物(0/2)

従業員便(0/1)
参考品(2/4)
ふきとり(6/6)

55 博多 10/10 飲食店 1 1 48時間 下痢,発熱 うに 残品(0/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 患者より検出，ウニ
（購入） との関連は不明

56 南 10/14 スーパー 1 1 4時間 嘔吐,下痢 弁当 有症者便(0/2) 不明
参考品(0/3)

57 博多 10/17 飲食店 8 5 3日 下痢,発熱 焼き肉 有症者便(0/4) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
菌株(2)
参考品(1/6)
ふきとり(0/6)

58 博多 10/17 飲食店 3 1 2時間 下痢,発熱 海鮮釜飯 参考品(0/3) 腸炎ビブリオ 病院で患者より検出

59 中央 10/21 飲食店 2 2 10時間 下痢,発熱 親子丼 有症者便(1/2) EnteritidisＳ.
城南 従業員便(0/4)

ふきとり(0/4)

60 南 10/24 販売店 2 2 18～36 下痢,発熱 ケーキ 有症者便(0/1) EnteritidisＳ.
早良 時間 菌株(1)

参考品(0/2)
従業員便(0/5)
ふきとり(0/4)

C.jejuni61 城南 10/29 飲食店 3 3 2～3日 下痢,発熱 焼き肉 有症者便(0/2) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
菌株(1)
従業員便(0/2)
参考品(0/1)
ふきとり(0/3)

62 西 10/31 学校 21 嘔吐,下痢 有症者便(0/6) ノロウイルス
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(6/6)

63 西 11/5 飲食店 27 16 3～4日 下痢,発熱 バーベキュー 有症者便(7/11) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
とり刺し 菌株(2)

64 城南 11/12 スーパー 2 1 4時間 下痢,腹痛 鍋 有症者便(0/1) 不明
残品(0/1)
参考品(0/12)

65 城南 11/20 飲食店 24～48 下痢,嘔吐 中華料理 有症者便(0/4) ノロウイルス 長崎市での事例1,364 766

博多 時間 発熱 参考品(0/4)
早良 ふきとり(0/5)

ｳｲﾙｽ有症者便(16/18)
ｳｲﾙｽ吐物(10/18)

66 東 11/26 飲食店 3 1 36時間 嘔吐，下痢 有症者便(0/1) ノロウイルス
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

67 東 11/28 飲食店 7 4 下痢，発熱 有症者便(1/2) EnteritidisＳ.
菌株(2)
従業員便(0/5)
ふきとり（0/4）

68 博多 12/3 21 嘔吐,下痢 有症者便(0/14) ノロウイルス
ｳｲﾙｽ有症者便(3/5)

69 博多 12/20 249 57 発熱，嘔吐 有症者吐物(0/7) 不明
ｳｲﾙｽ吐物(0/7)
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№ 保 受 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 推定原因食品 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考
健 付 購入施設 者数 者数 時間 検体数)
所 日

70 南 1/14 飲食店 15 5 27～38 嘔吐，下痢 生かき 有症者便(0/2) ノロウイルス
時間 参考品(0/4)

ふきとり(0/4)
ｳｲﾙｽ有症者便(2/2)

71 西 1/15 飲食店 1 1 3時間 嘔吐，下痢 焼きかき 吐物(0/1) 不明
ｳｲﾙｽ吐物(0/1)

72 早良 1/15 福祉施設 57 － 嘔吐，下痢 有症者便(0/6) ノロウイルス
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(4/6)

73 中央 1/17 飲食店 14 8 24～48 嘔吐，下痢 かき（鍋） 有症者便(0/4) ノロウイルス
南 時間 参考品(0/2)

ふきとり(0/2)
ｳｲﾙｽ有症者便(5/8)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/2)

74 早良 1/26 スーパー 1 1 1時間 下痢 卵 参考品(0/1) 不明

75 中央 1/29 飲食店 2 1 5時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) 不明
ふきとり(0/4)
従業員便(0/3)

76 城南 2/2 飲食店 18 14 30時間 嘔吐，下痢 有症者便(0/14) ノロウイルス
従業員便(0/3)
ふきとり(0/5)
参考品(0/2)
ｳｲﾙｽ有症者便(4/4)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/3)

77 城南 2/10 スーパー 1 1 4時間 嘔吐,下痢 残品(0/1) 不明
参考品(0/1)
ふきとり(0/2)

78 博多 2/16 スーパー 1 1 3時間 下痢,嘔吐 参考品(0/1) 不明

79 中央 3/2 スーパー 2 2 1～3時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) 不明
参考品(0/1)

80 城南 3/5 福祉施設 13 － 嘔吐,下痢 有症者便(0/12) ノロウイルス
無症者便(0/8)
ふきとり(0/5)
ｳｲﾙｽ有症者便(4/9)

81 中央 3/17 福祉施設 55 － 嘔吐,下痢 有症者便(0/3) ノロウイルス
ｳｲﾙｽ有症者便(2/3)

82 東 3/17 飲食店 2 2 20～36 嘔吐,下痢 パスタセット 有症者便(0/2) ノロウイルス
時間 発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(2/2)

83 中央 3/18 弁当屋 6 3 18～20 下痢 弁当 有症者便(0/3) ノロウイルス
時間 従業員便(0/5)

残品(0/1)
ふきとり(0/3)
ｳｲﾙｽ有症者便(1/3)

84 中央 3/19 惣菜屋 3 2 4～7 嘔吐 惣菜 従業員便(0/4) 不明
時間 参考品(0/2)

ふきとり(0/4)

85 南 3/24 - - 201 24～35 嘔吐,下痢 － ｳｲﾙｽ有症者便(10/11) ノロウイルス 福岡県での事例
東 時間 発熱

C.jejuni86 中央 3/26 飲食店 4 3 48～72 下痢,腹痛 とり料理 参考品(3/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
時間 発熱 ふきとり(0/4) 病院で患者より検出

87 中央 3/31 旅館 3 2 28時間 嘔吐,下痢 旅館の夕食 有症者便(0/2) 不明
発熱
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平成１５年度 無症苦情 検査結果

№ 保健所 受付日 苦 情 品 状 況 結 果

81 早良 5/7 牛ミンチ肉 変色している 一般細菌数(ｺ/g) 1.2×10
5大腸菌群(ｺ/g) 2.3×10

2 南 5/14 チーズケーキ 味がすっぱい 食中毒菌 陰性
（サルモネラ・ビブリオ・黄色ブドウ球菌・セレウス・ウェルシュ・
カンピロバクター・エルシニア・病原大腸菌・エロモナス・プレシオモナス)

3 東 7/16 ミネラルウォータ 沈殿物がある 苦情品 参考品１ 参考品２
ー 大腸菌群 陰性 陰性 陰性

緑膿菌 陰性 陰性 陰性
腸球菌 陰性 陰性 陰性

4 南 7/21 生菓子 カビが生えている 鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める

5 中央 8/20 博多えのき 腐敗臭がした。 可食部 下の部分（約１５％）
一般細菌数(ｺ/g) 5.1×10 1.7×108 9

大腸菌群 9.0×10 8.4×107 8

76 南 8/20 豆腐 味がおかしい 一般細菌数(ｺ/g) 1.9×10
大腸菌群 2.0×102

腸炎ビブリオ 陰性
黄色ブドウ球菌 陰性

7 東 9/24 牛乳 下痢（２回）
牛乳に異臭がする。 一般細菌数(ｺ/g) 2.6×10 3.0×10 未満5 2

大腸菌群 陰性 陰性

8 東 9/24 和菓子 カビが生えている 鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める

9 西 10/2 むきぐり 薬品のような異臭 栗の部分 栗と接触していた白飯 底の方の白飯
一般細菌数(ｺ/g) 4.1×10 3.0×10 未満 3.0×10 未満（調理後のくりご飯） 3 3 3

酵母(ｺ/g) 3.0×10 未満 3.0×10 未満 3.0×10 未満3 3 3

10 中央 10/15 紅いもケーキ カビが生えているかも？ 鏡検，培養検査にてカビの菌糸が認められない
紅いもの色素によるものと推察される

11 博多 10/13 こいくちしょうゆ 白いかび状のものが浮い 白い部分を鏡検したところ酵母を確認。
ている。 YDCP培地 直接培養でも酵母を検出した。

12 東 11/5 めかぶ シンナー臭がする 一般細菌数(ｺ/g) 酵母(ｺ/g)
原料めかぶA 9.6×10 3.0×104 3

原料めかぶB 3.0×10 未満3

ボイル後めかぶ 3.0×10 未満3

冷却後めかぶ 3.0×10 未満3

調味液 3.0×10 未満3

調味保存後めかぶ １ 2.5×10 陰性4

調味保存後めかぶ 2 3.0×10 未満 陰性3

施設ふきとり（冷蔵庫内壁 １） 3.0×10 未満 陰性3

施設ふきとり（冷蔵庫内壁 2 ） 3.0×10 未満 陰性3

施設ふきとり（施設内壁１） 2.3×10 ＋4

施設ふきとり（施設内壁2） 4.9×10 ＋5

施設ふきとり（タル内壁） 3.0×10 未満 陰性3

施設ふきとり（充填器内壁） 1.0×10 ＋4

保存試験 ７日後 1.6×10 1.3×106 6

保存試験 １４日後 6.4×10 6.0×106 6

14日後の検体からHansenula anomala を検出

13 東 11/22 魚肉ねり製品 味がおかしい 一般細菌数(ｺ/g) 大腸菌群
（かにかま） ネトがある 苦情品 6.8×10 陰性5

参考品（同ロット） 5.8×10 陰性5

冷凍品 6.7×10 陰性5

参考品 3.0×10 未満 陰性3

14 西 12/1 ヒレステーキ 味がおかしい 一般細菌数(ｺ/g) 低温細菌数(ｺ/g)
腐ってないか？

ヒレステーキ（調理済） 1.9×10 3.0×10 未満5 3

ヒレステーキ（原材料） 4.0×10 6.1×106 5
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№ 保健所 受付日 苦 情 品 状 況 結 果

15 博多 12/5 弁当 えびピラフが糸をひっぱ 一般細菌数(ｺ/g) 大腸菌群
っている えびピラフ１ 1.2×10 陰性6

えびピラフ２ 1.1×10 陰性5

おかず１ 9.6×10 陰性3

おかず２ 5.7×10 陰性4

816 中央 1/13 鶏肉の煮物 異臭がする 一般細菌数(ｺ/g) 6.1×10

17 博多 2/16 プリン 食後に嘔吐，下痢 食中毒菌 陰性 （サルモネラ，セレウス，黄色ブドウ球菌）
黄色ブドウ球菌エンテロトキシ 陰性

18 早良 2/24 食鳥施設ふきとり 汚染実態調査 №1 №2 №3 №4
大腸菌群(ｺ/g) 陰性 陰性 陰性 陰性
黄色ブドウ球菌 陰性 陰性 陰性 陰性

19 東 3/17 ミネラルウォータ 味がおかしい 苦情品 参考品
ー 一般細菌数(ｺ/g) 3.0×10 未満 3.0×10 未満2 2

大腸菌群(ｺ/g) 陰性 陰性
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