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保健科学課 微生物担当 
 
  平成25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 原因食品 検体 

(陽性数/検体数) 

病因物質 備考 

1 博多 
早良 
西 

4/9 ﾎﾃﾙ(披露宴
会場) 

123 45 2～ 3 1時
間 

吐き気,  下
痢,嘔吐,腹
痛 

ﾋﾗﾒの刺身 有症者便(0/9) 
ふきとり(0/4) 
参考品(1/1) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/8) 

ｸﾄﾞｱ･ｾﾌﾟﾃﾝﾌﾟﾝｸﾀ
ｰﾀ 

 

2 東 
博多 

4/12 飲食店 6 4 不明 下痢,嘔吐,
発熱 

4/6に当該施設で提供
された食事(とり生ﾚ
ﾊﾞ刺し等) 

有症者便(3/3) 
従業者便(0/6) 
ふきとり(0/4) 
参考品(1/3) 
菌株(1/1) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
1名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

3 早良 4/29 小学校 不明 155 不明  下痢,嘔吐,
発熱 

不明 有症者便(0/12) 
従業者便(0/7) 
ふきとり(0/5) 
参考品(0/8) 
ｳｲﾙｽ有症者便 
(10/11) 
ｳｲﾙｽ従業員便(0/7) 
ｳｲﾙｽ参考品 (0/6) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ 3名の有症者便,1名の従
業員便からｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ陽
性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
 

4 博多 5/1 飲食店 3 3 不明 下痢,血便,
腹痛,発熱,
嘔吐,頭痛,
吐き気 

不明 有症者便(0/3) 
 

不明 1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

5 博多 
南 

5/8 飲食店(自動
車による移
動営) 

21 16 不明 下痢 ﾁｬｰｼｭｰ串,  ﾁｬｰｼｭｰ丼 有症者便(11/14) 
無症者便(1/7) 
従業者便(1/1) 
ふきとり(0/3) 
参考品(0/2) 

ｳｪﾙｼｭ菌  

6 中央 
城南 

5/14 飲食店 17 8 不明 下痢,発熱,
嘔吐 

鶏刺し等(推定) 有症者便(0/4) 
従業者便(0/8) 
ふきとり(0/6) 
参考品(0/4) 
菌株(0/1) 

不明 1名の有症者便,1件の参
考品,菌株からC.jejuni
検出 
1名の従業員便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
2名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

7 城南 5/22 ｽｰﾊﾟｰ 1 1 不明 下痢,発熱,
頭痛,吐き気 

不明 有症者便(0/1) 
 

不明  

8 早良 6/4 修学旅行   不明 腹痛,下痢,

嘔吐 

不明 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1) ﾉﾛｳｲﾙｽ 山口県依頼 

9 中央 6/21 飲食店 9 7 不明 下痢,嘔吐,
吐き気, 
 

当該施設で提供され
た食事(推定) 

有症者便(0/6) 
無症者便(0/1) 
従業者便(0/5) 
ふきとり(0/6) 
参考品(0/4) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/3) 

不明  

10 南 6/21 飲食店 不明 2 不明 下痢,腹痛, 
嘔吐,発熱,
吐き気 

不明 有症者便(0/1) 
参考品(0/1) 

不明  

11 東 
南 

7/9 飲食店(仕出
し) 

不明 17 不明 軟便,腹痛,
頭痛,吐き気 

弁当(肉じゃが)(推
定) 

有症者便(0/6) 
従業者便(0/9) 
ふきとり(0/4) 
参考品(0/2) 

不明 1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
1件の参考品からｾﾚｳｽ菌
検出 
 

12 西 7/10 飲食店 2 2 不明 下痢,嘔吐,
発熱 

不明 有症者便(0/2) 
 

不明  

13 南 7/14 飲食店 12 6 不明 下痢,腹痛,
発熱 

食べ放題ﾒﾆｭｰ 有症者便(1/2) 
従業者便(0/2) 
ふきとり(0/4) 
参考品(1/3) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
1名の有症者便からｳｪﾙｼ
ｭ菌検出 
1件の参考品からｻﾙﾓﾈﾗ
属菌検出 
 

14 博多 
中央 
南 

7/22 ﾎﾃﾙ 107 41 不明 下痢,腹痛,
嘔吐 

7/21に当該施設で提
供された夕食 

有症者便(19/33) 
従業者便(1/5) 
吐物(2/5) 
ふきとり(2/11) 
参考品(2/9) 

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 5名の有症者便からｳｪﾙｼ
ｭ菌検出 
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15 城南 7/24 保育園 不明 43 不明 下痢,血便,
腹痛,嘔吐,
吐き気 

不明 ふきとり(0/17) 
参考品(0/250) 
猫糞(0/1) 

腸管出血性大腸
菌O111 

 

16 博多 8/8 飲食店 不明 2 不明 下痢,腹痛,
発熱 

不明 有症者便(0/1) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/1) 

不明 1名の有症者便からC.je
juni検出 
東京都より依頼 
 

17 東 8/12 飲食店 10 7 不明 下痢,腹痛,
嘔吐,発熱,
頭痛,悪寒,
吐き気 

不明 有症者便(0/5) 
従業者便(0/4) 
ふきとり(0/5) 
参考品(0/3) 
 

不明  

18 西 8/13 飲食店 4 3 不明 下痢,腹痛 不明 有症者便(0/2) 
従業者便(0/8) 
ふきとり(0/5) 
参考品(0/1) 
菌株(0/1) 

不明 参考品からｻﾙﾓﾈﾗ属菌検
出 
菌株からC.jejuni検出 
1名は病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

19 城南 8/15 飲食店 5 3 不明 下痢,嘔吐,
発熱 

不明 有症者便(0/1) 不明 下関市より依頼 

20 博多 8/16 旅館 78 27 不明 下痢,腹痛 8/4に当該施設で提供
された夕食 

有症者便(2/5) 
菌株(1/1) 

病原性大腸菌 病原性大腸菌O153 
大分県より依頼 
1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
1名は,病院検便で病原
性大腸菌検出 

21 中央 
南 

8/25 飲食店 8 6 不明 下痢,嘔吐,
頭痛,手足の
痺れ 

8/24に当該施設で提
供された食事(ﾗｰﾒﾝ,
替玉,ﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ) 

有症者便(3/7) 
従業者便(4/12) 
吐物(1/1) 
ふきとり(2/16) 
参考品(0/7) 
残品(0/3) 

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌  

22 南 8/26 ｽｰﾊﾟｰ 1 1 不明 腹痛 不明 残品(0/1) 
 

不明  

23 城南 9/6 飲食店 4 3 
 

不明 下痢  不明 有症者便(0/3) 
従業者便(0/1) 
ふきとり(0/6) 
参考品(0/1) 

不明  

24 南 9/10 飲食店 2 2 不明 下痢,嘔吐 不明 有症者便(0/2) 
従業者便(0/1) 
ふきとり(0/5) 
参考品(0/1) 
残品(0/1) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/2) 

不明 参考品から,ｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ陽
性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

25 博多 
南 
西 

9/10 飲食店 13 
 

3 不明 下痢,腹痛,
発熱,関節痛 

9/5に当該施設で提供
されたｺｰｽ料理(鶏刺
し等) 

有症者便(1/2) 
従業者便(0/2) 
ふきとり(0/5) 
参考品(0/1) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

26 城南 9/12 ｽｰﾊﾟｰ 7 5 不明 下痢,嘔吐 不明 有症者便(0/3) 
従業者便(0/4) 
ふきとり(0/6) 
参考品(0/1) 

不明 1名の従業員便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

27 中央 9/13 飲食店 9 3 不明 下痢,発熱 9/7に当該施設で提供
された食事(鶏ﾚﾊﾞ刺
し等) 

有症者便(3/3) 
従業者便(0/3) 
ふきとり(0/4) 
参考品(0/1) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni  
1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

28 南 10/1 ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 1 1 不明 下痢 不明 有症者便(0/1) 
残品(0/1) 
 

不明 1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 

29 城南 10/28 飲食店 不明 1 不明 下痢,嘔吐 不明 有症者便(0/1) 
吐物(0/2) 
 

不明  

30 博多 10/30 社員旅行中
に利用したﾎ
ﾃﾙ･飲食店等 

不明 27 不明 下痢,嘔吐,
発熱 

不明 有症者便(0/1) 
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ 大阪市より依頼 

31 中央 11/5 ﾎﾃﾙ 9 不明 不明 下痢,嘔吐 不明 有症者便(0/4) 
従業者便(0/13) 
ふきとり(0/20) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/4) 

不明  

32 西 11/7 中学校 不明 37 3～8 0 . 5
時間 

下痢,腹痛,
嘔吐,発熱,
吐き気,頭痛 

不明 有症者便(0/14) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/4) 

不明 3名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
1名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

33 中央 
城南 

11/21 飲食店 7 5 不明 下痢,発熱,
寒気 

11/9に当該施設で提
供された水炊きｺｰｽ
(鶏刺し等) 

有症者便(1/1) 
従業者便(1/3) 
菌株(2/2) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
2名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 
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34 西 11/21 飲食店 14 11 不明 下痢,腹痛,
発熱 

11/16に当該施設で提
供された食事 

有症者便(0/4) 不明 熊本市より依頼 
4名の有症者便から 
C.jejuni検出 

35 中央 11/22 飲食店(仕出
し) 
ﾎﾃﾙ 

不明 21 不明 嘔吐,発熱 不明 有症者便(0/10) 
ｳｲﾙｽ有症者便(6/7) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ  

36 城南 11/28 飲食店 4 3 不明 下痢,嘔吐 不明 有症者便(0/3) 
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ  

37 早良 12/12 飲食店 31 6 2～ 2 6時
間 

下痢,腹痛,
嘔吐,発熱,
頭痛,吐き気 

不明 有症者便(0/5) 
従業者便(0/3) 
ふきとり(0/4) 

不明  

38 中央 12/17 飲食店 50 9 29～50時

間 

嘔吐,下痢 不明 ｳｲﾙｽ有症者便(2/2) ﾉﾛｳｲﾙｽ 大分県依頼 

39 西 1/9 飲食店 8 7 不明 下痢,嘔吐 1/6に当該施設で提供
された食事(にぎりず
し,茶碗蒸し等) 

有症者便(0/4) 
従業者便(0/8) 
ふきとり(0/5) 
ｳｲﾙｽ有症者便(7/7) 
ｳｲﾙｽ従業員便(3/8) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ 1名の有症者便,1名の従
業員便及び2件のふきと
りからｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞ
ﾄﾞｳ球菌検出 

40 博多 1/28 ｽｰﾊﾟｰ 1 1 不明 下痢 不明 有症者便(0/1) 
残品(0/1) 
 

不明  

41 中央 
南 

1/29 飲食店 5 4 不明 下痢,腹痛,
発熱 

不明 従業者便(0/3) 
ふきとり(0/3) 
菌株(2/2) 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 
2名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

42 博多 1/31 結婚式   不明 嘔吐,下痢 不明 ｳｲﾙｽ従業員便(0/1) 不明 鹿児島依頼 

43 城南 2/21 飲食店 8 不明 不明 下痢,腹痛,
発熱,頭痛 

不明 有症者便(0/1) 
従業者便(0/2) 
ふきとり(0/7) 
参考品(0/2) 
ｳｲﾙｽ有症者便(0/1) 

不明 2件の参考品からC.jeju
ni検出 
1名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

44 博多 
城南 

2/21 飲食店 2 2 不明 下痢,腹痛,
発熱 

不明 有症者便(0/2) 
 

不明  

45 早良 2/28 飲食店 4 3 11～47時
間 

下痢,嘔吐,
発熱 

不明 有症者便(0/3) 
従業者便(0/1) 
ふきとり(0/4) 
ｳｲﾙｽ有症者便(3/3) 
ｳｲﾙｽ従業員便(0/1) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ  

46 東 3/24 飲食店 24 4 58.5～ 
1 3 0 . 5時
間 

下痢,発熱 不明 有症者便(0/1) 
 

不明 福岡県より依頼 
1名は,病院検便でｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ検出 

47 南 
西 

3/27 飲食店(披露
宴会場) 

不明 12 25～57時
間 

下痢,発熱,
腹痛,嘔吐,
吐き気 

不明 有症者便(0/4) 
ｳｲﾙｽ有症者便(1/4) 

ﾉﾛｳｲﾙｽ 東京都より依頼 
1名の有症者便からｺｱｸﾞ
ﾗｰｾﾞ陽性ﾌﾞﾄﾞｳ球菌検出 
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  平成25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 城南 5/14 梅干し カビか塩のようなものが表面に付
着している。 

光学顕微鏡による鏡検の結果，針状の結晶様像を確認した。 
（EDSによる成分分析の結果，物質の主要成分がNaおよびClであることを確認し
た。） 
  

2 博多 6/12 ペットボトル茶 開封飲食後，6時間後に白い異物を
確認した。 

光学顕微鏡による鏡検の結果，複数のグラム陰性菌を確認した。 
大腸菌群  陽性 
カビ・酵母 陰性 
 

3 早良 7/5 トマト水煮缶 カビ様物質が付着している。 光学顕微鏡による鏡検の結果，真菌に特徴的な菌糸および胞子様の構造を確認
した。 
 

4 早良 7/23 たら カビ様物質が付着している。 残品（開封済）   光学顕微鏡による鏡検の結果，真菌に特徴的な菌糸 
および胞子様の構造は認められず。 

残品（未開封）   光学顕微鏡による鏡検の結果，真菌に特徴的な菌糸 
および胞子様の構造を確認した。 

同ロット品（未開封）光学顕微鏡による鏡検の結果，真菌に特徴的な菌糸 
および胞子様の構造を確認した。 

 

5 博多 8/29 生中華麺 カビ様物質が付着している。 光学顕微鏡による鏡検の結果，真菌に特徴的な菌糸様の構造を確認した。 
培養の結果，カビ様および酵母様集落を確認した。 
単離したカビ様集落は，肉眼，鏡検による形態学的特徴および遺伝子相同性検
索の結果，Aspergillus属と推定された。 

6 南 10/10 梅干し 灰色に変色している。 光学顕微鏡による鏡検の結果，カビに特徴的な菌糸および胞子様の構造は認 
められず。 
培養の結果，酵母様コロニーを確認した。 
生菌数 2.0×108個/g 
 

7 東 10/10 ペットボトル茶 異味，異物 残品（異物混入あり）光学顕微鏡による鏡検結果，菌糸様の構造を確認した。 
          培養の結果，カビ様集落を確認した。 
          単離したカビ様集落を鏡検した結果，カビに特徴的な菌

糸および胞子様の構造を確認した。 
          生菌数 1.1×104コ/g 
          （FT-IRにて，樹脂特有のスペクトルは認められず。） 
残品（異物混入なし）培養の結果，カビ様集落を認めず。 

生菌数 3.0×103コ/g未満 
 

8 博多 10/31 つゆ カビ様物質が付着している。 光学顕微鏡による鏡検の結果，カビに特徴的な菌糸および胞子様の構造を確認
した。 
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