
平成22年度 食中毒・苦情検査結果 
 

保健科学課 細菌担当 
 
  平成22年度 食中毒・有症苦情 検査結果  

No. 保健所 受付日 喫食または 
購入施設 

喫食 
者数 

発症 
者数 潜伏期間 主症状 推定原因食品 検体 

（陽性数/検体数） 推定病因物質 備考 

1 中央 4/1 飲食店 27 11 36時間 嘔吐，下痢 
腹痛，発熱 

コース料理 有症者便（0/7） 
ｳｲﾙｽ有症者便（5/5） 
ｳｲﾙｽ有症者吐物（0/1） 
従業員便（0/3） 
ｳｲﾙｽ従業員便（1/4） 
ふきとり（0/5） 

ノロウイルス  

2 東 4/2 家庭 4 4 10分間 嘔吐，胃痛 
 

スイセン 有症者便（0/3） 
 

アルカロイド類 
(ガランタミン) 
 

理化学検査でスイセ
ンからアルカロイド
類を検出 

3 博多 4/6 飲食店 2 2 9時間 腹痛，下痢 
 

 有症者便（0/3） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/4） 

不明  

4 東 
中央 
早良 

4/9 飲食店 3 3 76時間 下痢，発熱 
 

 有症者便（1/3） 
従業員便（2/4） 
ふきとり（0/4） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
 

5 東 
西 
 

4/22 披露宴 101 22 不明 嘔吐，下痢 
 

 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/7） 

不明 コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 

6 中央 
城南 
 

4/28 飲食店 31 16 36時間 嘔吐，下痢、
発熱、腹痛 

 有症者便（0/8） 
ｳｲﾙｽ有症者便（4/5） 
従業員便（0/8） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/6） 
ふきとり（0/8） 

サポウイルス   

7 早良 
博多 

5/2 ホテル 30 11 8時間 嘔気，嘔吐，
下痢，発熱 

会席料理 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 
従業員便（0/5） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/5） 
保存食（0/1 ） 

不明  

8 東 5/10 仕出し 34 不明 4時間 嘔吐，下痢，
腹痛 

仕出し弁当 有症者便（0/2） 
 

不明 下関市からの依頼 

9 西 5/19 旅館 25 10 5時間 下痢，嘔吐 コース料理 有症者便（0/1） 不明 熊本県から依頼 

10 博多 5/24 スーパー 1 1 不明 嘔吐 煮物 残品（0/1） 不明 生菌数9.0×108ｺ/g 

11 博多 6/2 披露宴 107 28 32時間 下痢，発熱，
嘔吐 

コース料理 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/1） 
   

ノロウイルス 大阪市から依頼 

12 早良 6/11 飲食店 18 4 40時間 下痢，腹痛，
発熱 

鶏コース料理 有症者便（3/4） 
従業員便（0/3） 
参考品（2/3 ） 
ふきとり（1/7） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

13 西 
早良 

6/15 販売店 不明 10  下痢，発熱 馬刺し 有症者便（0/6） 
残品（0/3） 

不明 コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出  

14 南 6/22 飲食店 4 4 60時間 腹痛，下痢，
発熱 

鶏料理 有症者便菌株（1/1） 
有症者便（3/3） 
従業員便（3/10） 
ふきとり（0/5） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

15 中央 7/9 出前寿司 1 1 4時間 下痢 にぎり寿司 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 
 

不明  

16 南 8/14 
 
旅館 107 18 3時間 嘔吐，下痢 会席料理 有症者便（0/3） 

 
不明 福岡県より依頼 

17 中央 8/19 修学旅行 451 206  腹痛，下痢，
発熱，嘔吐 

 有症者便（1/1） 
 

サルモネラ 大分県から依頼S.Ent
eritidis（O9群，H:g,
m） 

18 博多 8/20 飲食店 5 3 48時間 下痢，間接の
痛み，発熱，
嘔吐  

 有症者便（0/1） 
 

不明  
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No. 保健所 受付日 
喫食または 
購入施設 

喫食 
者数 

発症 
者数 

潜伏期間 主症状 推定原因食品 
検体 

（陽性数/検体数） 
推定病因物質 備考 

19 南 8/20- 飲食店 11 9 1時間 嘔吐，下痢  有症者便（3/3） 
有症者吐物（1/1） 
 

セレウス菌 福岡県より依頼 

20 食安 9/8 旅館 58 10  腹痛，下痢 活アワビ，活
クルマエビ 

有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 
 

腸炎ビブリオ 福山市より依頼 

21 西 9/8 飲食店 12 2 57時間 下痢，発熱，
嘔吐，腹痛 

鶏料理 ふきとり(0/3) O157 O157関連調査 
 

22 博多 9/20 飲食店 9 6 4時間 嘔吐，下痢 にぎりコース 有症者便（0/6） 
従業員便（0/5） 
残品（0/3 ） 
ふきとり（0/4） 

不明 コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 
セレウス菌検出 
 

23 博多 
東 
 

9/22 飲食店 8 3 3時間 嘔吐，下痢  有症者便菌株（1/1） 
有症者便（1/1） 
従業員便（0/6） 
ふきとり（1/3） 

不明 コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 
 

24 中央 10/4 スーパー 2 2 6.5時間 嘔吐，下痢，
腹痛 

カツ重弁当 
野菜餃子 

残品（0/2 ） 
ふきとり（0/8） 

不明 コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 
  

25 早良 
博多 

10/4 飲食店 2 2 25.5時間 腹痛，下痢，
発熱 

ユッケ，肉の
タタキ 

有症者便菌株（1/1） 
有症者便（0/1） 
無症者便（0/1） 
従業員便（0/5） 
ふきとり（0/8） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 

26 東 10/6 スーパ－ 不明 2 3.5時間 吐き気，嘔
吐，下痢 

カキフライ 有症者便(0/1） 
嘔吐物（0/1） 
残品（0/1） 

不明  

27 博多 
中央 
東 

10/6 飲食店 2 2 52.5時間 腹痛，下痢，
発熱 

鶏料理 有症者便（2/2） 
従業員便（0/2） 
参考品（1/2 ） 
ふきとり（0/3） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni  

28 中央 10/13 羽田空港内
売店 

1 1 0.5時間 嘔吐 まつたけ弁当 残品（0/1 ） 不明  

29 博多 10/14 旅館 190 35 4.5時間 下痢，嘔吐 会席料理 有症者便(0/1） 
 

不明 松山市より依頼 
コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 

30 博多 11/15 飲食店 5 5 45時間 下痢，発熱，
嘔吐 

鶏レバー（焼
き鳥） 

従業員便（0/4） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 広島市より依頼 

31 南 
東 
博多 
城南 

11/19 飲食店，出前 15 5 不明 嘔吐，下痢  有症者便（0/4） 
従業員便（0/8） 
ふきとり（0/7） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/4） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/5） 

不明 ウェルシュ菌検出 

32 早良 11/25 飲食店 28 8 7時間 下痢，発熱，
嘔吐 

会席料理 有症者便(0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 

不明 鹿児島市より依頼 
ウェルシュ菌検出 

33 早良 
博多 

11/26 仕出し 260 100 36時間 嘔吐，下痢，
発熱 

弁当 有症者便(0/5） 
ふきとり(0/5) 
ｳｲﾙｽ有症者便（4/5） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/6） 
 

ノロウイルス コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 

34 東 11/28 スーパー 2 2 5時間 嘔吐，下痢 弁当   有症者便（0/2） 
有症者吐物（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/2） 
ｳｲﾙｽ有症者吐物（0/1） 
 

ノロウイルス  

35 博多 
早良 

12/24 仕出し 37 12 5時間 腹痛，下痢，
嘔吐，発熱 

寿司盛 有症者便（0/2） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/2） 

不明 熊本県より依頼 

36 博多 1/5 飲食店 12 10 36時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1） 

ノロウイルス 東京都より依頼 

37 博多 
中央 

1/14 飲食店 8 6 6時間 下 痢，嘔吐 宴会コース 有症者便（0/4） 
有症者吐物（0/1） 
ふきとり（0/4） 
従業員便（0/4） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/4） 
ｳｲﾙｽ有症者吐物（0/1） 
 

不明  
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No. 保健所 受付日 
喫食または 
購入施設 

喫食 
者数 

発症 
者数 

潜伏期間 主症状 推定原因食品 
検体 

（陽性数/検体数） 
推定病因物質 備考 

38 博多 1/19 飲食店 2 2 6時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/2） 
 

不明  

39 東 
中央 

1/19 飲食店 6 4 93時間 下痢，発熱 鶏料理 有症者便菌株（4/4） 
無症者便（1/2） 
ふきとり（0/4） 
従業員便（0/9） 
参考品（1/3） 
 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 有症者1名は病院検便
にてサルモネラも検
出 

40 中央 
南 

1/27 飲食店 4 2 34時間 嘔気，嘔吐，
下痢，発熱 

 有症者便（0/2） 
従業員便（0/5） 
無症者便（0/2） 
ｳｲﾙｽ有症者便（2/2） 
ｳｲﾙｽ従業員便（1/6） 
ｳｲﾙｽ無症者便（0/3） 
 

ノロウイルス  

41 南 
城南 
東 

1/28 飲食店 3 3 80時間 下痢，発熱  有症者便菌株（2/2） 
ふきとり（0/5） 
従業員便（0/7） 
参考品（0/1） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ  

42 中央 
早良 

1/31 飲食店 3 3 26時間 嘔吐，下痢，
発熱 

 有症者便（0/3） 
ｳｲﾙｽ有症者便（2/3） 
従業員便（0/1） 
ふきとり（0/2） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/1） 
 

ノロウイルス コアグラーゼ陽性ブ
ドウ球菌検出 

43 中央 2/2 飲食店 3 3 15時間 下痢，嘔吐，
腹痛，発熱 

魚料理 有症者便（0/3） 
ｳｲﾙｽ有症者便（2/2） 
従業員便（0/2） 
ｳｲﾙｽ従業員便（2/2） 
ふきとり（0/4） 

ノロウイルス C.jejuni検出 

44 中央 2/3 寮 48 32 22時間 嘔吐，下痢，
発熱 

ツナとポテト
のサラダ 

有症者便（0/9） 
従業員便（0/5） 
ｳｲﾙｽ有症者便（4/5） 
ｳｲﾙｽ従業員便（1/4） 
ふきとり（2/4） 
残品（1/4） 

ノロウイルス  

45 博多 
中央 

2/18 飲食店 112 3 60時間 嘔吐，下痢，
発熱 

不明 有症者便（0/1） 
ふきとり（0/3） 
従業員便（0/4） 
参考品（1/2） 

不明 福岡県より依頼 
 
C.jejuni/coli検出 

46 中央 3/14 仕出し弁当 45 10 30時間 嘔吐，下痢 仕出し弁当 有症者便（0/4） 
ｳｲﾙｽ有症者便（3/4） 
 

ノロウイルス 山口県より依頼 
 

47 早良 
博多 

3/24 飲食店 17 7 
 

36時間 
 

嘔吐，下痢，
発熱 

会食 有症者便（0/5） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/5） 
ｳｲﾙｽ有症者便（4/4） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/3） 

ノロウイルス  
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  平成22年度 無症苦情 検査結果 

No. 保健所 受付日 苦 情 品 状   況 結          果 

1 中央 4/27 おつまみ たこ 臭いがきつく，食べられな
い。 

              苦情品             参考品 
一般細菌数(CFU/g)    4.6×105           3.0×103未満 

2 西 5/18 フライドポテト 便のような異臭，味も悪い              苦情品（残品）    苦情品 
糞便系大腸菌群          陰性        陰性 
生菌数（CFU/g）     3.0×103未満     1.5×107  
臭い                        異常なし  油臭の他に若干の不快臭あり 

                                  明らかな糞便臭は認められない 

3 西 5/13 酢 異物が混入している 肉眼にて、柔らかい薄茶色のフロック状、0.5mm未満～3mm程度を認めた。 
検鏡にて、異物中に細菌様粒子、格子様物質を認めた。             

4 中 7/29 洋菓子 味がおかしい。 改善前1   改善前2     改善後1     改善後2 
酵母数（ｺ/ｇ）           1.2×104   4.8×104   ＜3.0×103   ＜3.0×103 
生菌数 25℃（ｺ/ｇ）   5.6×108   5.6×108   ＜3.0×103    ＜3.0×103 
生菌数 35℃（ｺ/ｇ）   5.9×105     2.2×106     1.2×107       3.3×106 
乳酸菌数（ｺ/mL）        1.8×104   4.4×104   ＜3.0×102    ＜3.0×102 

5 城 8/27 牛乳 口に含むとピリピリする。 苦情品     参考品１    参考品2      参考品3 
生菌数35℃（ｺ/mL）     ＞3.0×105     9.8×102      ＜3.0×10     ＜3.0×10 
生菌数25℃（ｺ/mL）       1.9×108     6.4×102      ＜3.0×102     ＜3.0×102 
低温細菌数（ｺ/mL）    1.1×108   7.3×102   ＜3.0×102    ＜3.0×102 
大腸菌群                   陽性       陰性       陰性        陰性 

6 
 

東 9/1 長芋 食べると舌にチクッと刺激
あり。異臭もする。 

検鏡にて、表皮直下に針状結晶を認めた。 

7 中 9/14 ヨーグルト ドロドロしていて、黄色の
ツブや黒い異物が入ってい
る。 

検鏡にて粒子状及び繊維状の異物を認めた。 
参考品の寒天とは異なった。 

8 中 9/21 うどん カビがついている。 検鏡にて、菌糸・胞子を認めた。 
うどんの袋にピンホールを認めず。 

9 南 10/12 アップルパイ アップルパイのケーキ台に
カビ様の黒い物がついてい
る。 

検鏡にて、カビに特徴的な構造は認められなかった。 

10 早良 12/6 フライドポテト フライドポテトに異物が付
着している。 

検鏡にて、カビに特徴的な構造は認められなかった。 

11 中央 12/22 身欠きニシン カビが生えている。 検鏡にて線維状の構造物を認めるが，カビかどうかは不明。 
1日培養後，検鏡にて菌糸・胞子を認めた。 

12 中央 12/28 ロールケーキ カビのようなものが生えて
いる。 

黒い部分を検鏡したが，培養前後ともカビに特徴的な構造物は認められなかった。 

13 西 3/3 鶏たたき 味がおかしい。 生菌数（コ/g）     1.6×106 
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