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平成１６年度 食中毒・有症苦情 検査結果

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 南 4/2 スーパー 1 1 1時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) 不明
残品(0/1)

2 東 4/12 公園内売店 7 5 2時間 下痢 ソフトクリー 有症者便(0/2) 不明
ム ふきとり(0/10)

参考品(0/1)

3 東 4/20 スーパー 4 4 1時間 下痢 有症者便(0/4) 不明
残品(0/1)

4 東 4/21 飲食店 3 3 12時間 下痢,嘔吐 すし 有症者便(0/3) 不明
発熱 ふきとり(0/6)

従業員便(0/2)
水槽の水(0/1)
ｳｲﾙｽ有症者便(0/3)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/2)

5 博多 4/27 自宅 2 1 6時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) 不明
発熱 吐物(0/1)

6 中央 4/27 自宅 2 2 30分間 下痢,発熱 有症者便(2/2) セレウス セレウリド検出
参考品（0/1)
ふきとり(1/7)
菌株(2)

C.jejuni7 南 5/7 飲食店 3 3 38時間 下痢 中華料理 有症者便(2/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

8 南 5/10 旅館 48 27 36時間 下痢,嘔吐 有症者便(2/8) EPEC O86 aggR(+)
城南 発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(5/8) ノロウイルス 北九州市の事例

9 中央 5/11 飲食店 146 28 下痢,発熱 有症者便(1/1) Enteritidis 香川県での事例Ｓ.

10 東 5/14 スーパー 2 2 9時間 下痢,嘔吐 焼き肉 有症者便(0/2) 不明
残品(0/1)
参考品(0/1)

11 城南 5/16 飲食店 2 2 7時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/2) 不明

患者については，埼玉県12 南 5/18 飲食店 4 3 36時間 下痢,嘔吐 とり刺し 参考品 (0/2) 不明
で調査したが不明発熱 ふきとり(0/3)

従業員便(0/4)

13 城南 5/26 飲食店 2 2 4時間 下痢,腹痛 弁当 患者便(0/1) 不明

14 中央 6/4 飲食店 2 2 48時間 下痢,発熱 ユッケ ふきとり(0/4) O157 医療機関で検出
参考品(0/1)

15 博多 6/7 自宅 3 2 1時間 下痢,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 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)

C.jejuni16 南 6/7 飲食店 4 3 24時間 下痢,発熱 とり料理 有症者便(2/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
嘔吐,嘔気 従業員便(1/3)

参考品(1/3)
ふきとり(0/3)
菌株(1)

17 東 6/8 飲食店 2 1 2時間 下痢,発熱 有症者便(0/1) 不明
嘔吐,胃痛

18 東 6/10 製菓店 40 15 0時間 嘔吐,嘔気 まんじゅう 参考品（同一ロッ 不明
ト）(0/7)

19 早良 6/15 家庭 15 6 12時間 下痢,吐気 有症者便(0/7) 不明
腹痛 参考品(0/3)

20 西 6/18 家庭 2 2 2時間 下痢,腹痛 卵 参考品(0/2) 不明

21 中央 6/18 飲食店 10 2 2時間 下痢,嘔吐 さしみ 有症者便(0/2) 不明
天ぷら 従業員便(0/3)
鍋 ふきとり(0/3)

22 中央 6/21 仕出し店 23 9 8時間 下痢,腹痛 弁当 有症者便(0/8) 不明
嘔吐 従業員便(0/8)

ふきとり(0/21)

23 博多 6/21 飲食店 3 2 4時間 下痢,腹痛 有症者便(0/2) 不明
吐気,発熱 従業員便(0/8)

参考品(0/1)
ふきとり(0/5)

24 南 6/30 仕出し店 136 36 13時間 下痢,発熱 弁当 有症者便(1/1) Enteritidis 京都市での事例Ｓ.
腹痛 ｳｲﾙｽ有症者便(0/1)

25 城南 7/5 飲食店 15 9 5時間 下痢,発熱 有症者便(0/5) 不明
早良 嘔吐 参考品(0/2)

ふきとり(0/4)

26 博多 7/6 飲食店 3 3 40時間 下痢,発熱 とり料理 有症者便(3/3) InfantisＳ.
C.jejuni腹痛 従業員便(0/4) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

参考品(0/4)
ふきとり(0/6)
菌株(2)

27 南 7/17 職場旅行 63 23 下痢 有症者便(7/23) 下痢原性大腸菌 O6およびO159
（香港） Sth(+)

28 南 7/17 10 12時間 下痢,嘔吐 有症者便(4/5) EnteritidisＳ.
腹痛 従業員便(1/2)

参考品(1/1)
ふきとり(0/5)

29 中央 7/20 2 2 15分間 下痢 有症者便(0/2) 不明
同一ロット品(0/3)

30 中央 7/23 飲食店 4 1 下痢,腹痛 従業員便(0/3) 不明
参考品(0/1)
ふきとり(0/4)
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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 飲食店 3 3 4時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/3) 不明
ふきとり(0/6)

C.jejuni32 東 7/29 飲食店 6 4 72時間 下痢,発熱 有症者便(1/3) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
ふきとり(0/4)

33 南 8/3 保育園 82 14 15分間 下痢 有症者便(0/7) 不明
じんましん 残品(0/4)

34 博多 8/4 スーパー 1 1 4時間 嘔吐,下痢 残品(0/2) 不明

35 中央 8/17 飲食店 2 2 4時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/1) 不明

36 東 8/18 家庭 1 1 菌株(1) 腸炎ビブリオ O4:K9

37 博多 8/18 旅館 4 3時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) 黄色ブドウ球菌 佐賀市で患者より
黄色ブドウ球菌検出

38 早良 8/19 旅館 8 5 24時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) 腸炎ビブリオ 松山市で患者より
無症者便(0/1) 腸炎ビブリオ検出

39 博多 8/23 スーパー 7 7 12時間 下痢,腹痛 刺身，すし等 従業員便(0/7) 腸炎ビブリオ 医療機関で検出
吐気 参考品(0/3)

ふきとり(0/3)

40 南 8/19 販売店 1 参考品(0/4) 不明

41 博多 8/30 飲食店 4 19時間 下痢,腹痛 シュークリー 有症者便(0/4) Enteritidis 有症者便,残品（ともＳ.
.発熱，嘔吐 ム 従業員便(2/5) に大分市）からもＳ

参考品(0/3) Enteritidis検出
ふきとり(0/15)

42 中央 8/31 飲食店 7 5 8時間 下痢,腹痛 有症者便(1/1) paratyphi B 福岡県で他の患者よＳ.
発熱 りサルモネラ（O4

群）検出

C.jejuni43 東 9/4 飲食店 11 4 36時間 下痢,腹痛 有症者便(6/11) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
従業員便(2/4)
参考品(1/6)
ふきとり(0/10)

44 東 9/17 1 1 下痢,発熱 菌株(1) EnteritidisＳ.

45 博多 10/1 5 2 3時間 下痢,嘔吐 弁当 有症者便(0/2) 不明
従業員便(0/5)
保存食(0/12)
ふきとり(0/10)

46 博多 10/2 飲食店 6 4 12時間 下痢 ふきとり(0/4) 不明 患者は市外住民
従業員便(0/3)

47 中央 10/17 販売店 1 1 12時間 下痢,嘔吐, 有症者便(0/1) 不明
腹痛 参考品容器(0/2)

48 博多 10/20 飲食店 8 8 12時間 嘔吐,下痢 有症者便(5/7) 黄色ブドウ球菌 ｺｱｸﾞﾗｰｾﾞⅣ
有症者吐物(3/3) ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ A,C
従業員便(0/7)
参考品(0/4)
ふきとり(0/12)

49 早良 10/22 スーパー 1 1 3時間 下痢 刺身 有症者便(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 中央 10/28 飲食店 2 1 96時間 下痢,嘔吐 従業員便(0/14) 不明
寒気 ふきとり(0/2)

51 中央 11/23 披露宴 97 16 下痢,嘔吐 有症者便(0/12) ノロウイルス
東 (発生場所) 無症者便(0/2)

従業員便(0/14)
ｳｲﾙｽ無症者便(1/2)
ｳｲﾙｽ有症者便(10/13)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/5)
ふきとり(0/18)
残品(0/1)

52 博多 11/24 飲食店 2 2 4時間 下痢,発熱 有症者便(0/1) 不明

53 西 12/4 老人福祉施 有症者便(0/1) ノロウイルス
設 ｳｲﾙｽ有症者便(3/3)

ｳｲﾙｽ従業員便(0/7)

54 東 12/9 飲食店 30 17 36時間 嘔吐,下痢, 有症者便(0/1) ノロウイルス 東京都での事例
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

55 東 12/16 飲食店 48 30 16時間 嘔吐,下痢, 弁当 有症者便(0/9) ノロウイルス
（弁当） 発熱 従業員便(0/4)

ｳｲﾙｽ有症者便(5/9)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/3)
残品(0/2)
ｳｲﾙｽ残品(0/2)

56 南 12/24 ホテル 691 164 33時間 嘔吐,下痢, 有症者便(0/1) ノロウイルス 神戸市での事例
（披露宴） 発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

57 博多 12/24 飲食店 22 16 24時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/1) ノロウイルス 福岡県での事例
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

58 城南 12/24 福祉施設 44 14 嘔吐,下痢 有症者便(0/8) ノロウイルス
(発生場所) 従業員便(0/3)

ｳｲﾙｽ有症者便(5/8)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/4)
ふきとり(0/9)
ｳｲﾙｽふきとり(1/4)
検食(0/9)
ｳｲﾙｽ検食(0/5)

59 南 12/27 スーパー 1 1 0時間 嘔吐,下痢, 残品(0/1) 不明
腹痛

60 西 12/28 有症者便(0/4) ノロウイルス
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)
ｳｲﾙｽ職員便(3/3)

61 東 1/11 飲食店 1 1 5時間 下痢 有症者便(0/1) 不明
参考品(0/1)

62 西 1/12 3 1 嘔吐,下痢 馬刺 有症者便(0/2) 不明
参考品(0/3)

63 西 1/15 飲食店 40 5 36時間 嘔吐 有症者便(0/5) ノロウイルス
従業員便(0/4)
ｳｲﾙｽ有症者便(5/7)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/4)
ｳｲﾙｽ参考品(0/1)
ふきとり(0/4)

64 西 1/17 2 2 4時間 下痢,嘔吐 患者吐物(0/2) 不明
ｳｲﾙｽ患者吐物(0/2)

65 中央 1/19 飲食店 2 2 1時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) 不明
従業員便(0/2)
ふきとり(0/3)
参考品(0/2)
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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)

66 南 1/19 修学旅行 43 10 嘔吐,下痢 有症者便(0/7) ノロウイルス
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(4/4)

67 博多 3/1 飲食店 8 7 12時間 嘔吐 有症者便(0/7) ノロウイルス
ふきとり（0/6）
ｳｲﾙｽ有症者便(6/7)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/3)

68 中央 3/11 ツアー旅行 29 8 嘔吐,下痢 有症者便(0/1) ノロウイルス 宮城県より依頼
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(0/1) 宮城県でノロウイル

スを検出

69 東 3/11 飲食店 2 1 5時間 腹痛,嘔吐 有症者便(0/1) 不明
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平成１６年度 無症苦情 検査結果

№ 保健所 受付日 苦 情 品 状 況 結 果

1 博多 4/27 ラムネ ビンの底にカビ様のもの 鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める。
がある。

2 中央 5/24 たれ付牛肉 味がおかしい。 苦情品 参考品１ 参考品２
一般細菌数(CFU/g) 1.3×10 2.9×10 6.0×107 6 6

官能試験 腐敗臭あり 腐敗臭なし 腐敗臭なし

3 中央 7/6 つゆ（希釈用） カビ様の膜が浮いてい 鏡検，培養検査にてカビの菌糸を認める。
る。

4 博多 8/2 牛丼 味がおかしい。 苦情品 参考品
一般細菌数(CFU/g) 1.8×10 3.0×10 未満39

大腸菌群 陰性 陰性
ブドウ球菌 陰性 陰性

5 博多 8/26 トマトミックス 異物が入っている。 肉眼所見から，赤色を呈する野菜の断片と考えられた。
ジュース

6 博多 9/3 ビーフン 腐っているようだ。 苦情品 同一ロット品
一般細菌数(CFU/g) 1.9×10 1.4×109 9

大腸菌群 (CFU/g) 2.4×10 1.6×107 7

7 中央 11/8 ミンチ肉 変なにおいがする。 苦情品 同一ロット品 参考品
(豚肉挽肉餃子用） 一般細菌数(CFU/g) 5.1×10 2.7×10 2.1×107 7 7

8 早良 2/3 ちくわ カビが生えている。 鏡検，培養検査にてカビを検出。
属と推定。Penicillium

9 早良 3/22 下痢・腹痛を起こした。 食中毒菌 陰性ミネラルウォーター
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