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平成18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 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考推定原因食品

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

1 東 4/1 スーパー 1 1 3時間 嘔吐,下痢 残品(0/2) 不明

2 博多 4/3 仕出し弁当 36 27 20時間 下痢,嘔吐 弁当 有症者便(0/5) ノロウイルス
発熱 ふきとり(0/6)

従業員便(0/10)
ｳｲﾙｽ有症者便(4/5)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/10)

3 城南 4/10 福祉施設 5 下痢,嘔吐 有症者便(0/3) ロタウイルス
ｳｲﾙｽ有症者便(5/5) (A群)

4 早良 4/11 旅館 4 7時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/4) 不明
無症者便(0/1)
ｳｲﾙｽ有症者便(0/4)
ｳｲﾙｽ無症者便(0/1)

5 西 4/21 1 1 下痢 残品(0/1) 不明

6 博多 5/8 研修施設 85 63 嘔吐,発熱 有症者便(0/18) 不明
ｳｲﾙｽ有症者便(0/9)

7 早良 5/11 飲食店 2 1 嘔吐 吐物(0/1) 不明
有症者便(0/1)
残品(0/3)

C.jejuni8 中央 5/16 飲食店 22 11 48時間 下痢,発熱 有症者便(1/7) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
早良 ふきとり(0/3) 病院で３名検出

従業員便(0/2)

9 西 6/1 学校 90 腹痛 有症者便(0/15) 不明
ｳｲﾙｽ有症者便(0/2)

10 中央 6/2 スーパー 2 2 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) 不明
ｳｲﾙｽ有症者便(0/2)

11 城南 6/15 競技大会関 17 6 喫食者便(6/17) O157腸管出血性大腸菌

連 ふきとり(0/18)
従業員便(0/17)
参考品(0/2)

C.jejuni coli12 博多 6/28 飲食店 31 17 17時間 下痢,発熱 有症者便(7/13) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ /
ふきとり(0/7)
従業員便(1/1)
参考品(0/2)

13 中央 6/28 競技大会関 38 7 喫食者便(7/38) O157腸管出血性大腸菌

連 ふきとり(0/11)
従業員便(0/5)
参考品(0/2)

14 早良 6/29 1 1 1時間 腹痛,下痢 残品(0/1) 不明
参考品(0/1)

15 西 7/12 飲食店 1 1 嘔吐 有症者便(0/1) 不明
参考品(0/1)

C.jejuni16 東 7/19 飲食店 27 嘔吐,下痢 有症者便(1/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
大阪市より依頼

17 西 7/22 飲食店 6 1 24時間 下痢,発熱 ふきとり(0/7) 不明 腸管出血性大腸菌が
従業員便(0/10) 検出された患者の利
参考品(0/2) 用施設

18 東 8/3 1 1 6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 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考推定原因食品

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

19 博多 8/7 仕出し 9 9 12時間 下痢,嘔吐 幕の内弁当 従業員便(1/5) 患者（市外）からS.Saintpaul
発熱 ふきとり(0/8) 検出S.Saintpaul

参考品(0/2)

20 博多 8/21 飲食店 34 10 下痢,腹痛 有症者便(1/6) 腸炎ビブリオ O:3,K:6
発熱 従業員便(0/21) TDH(+)

ふきとり(0/12)
参考品(0/3)
菌株(1)

21 博多 8/22 飲食店 11 5 9時間 下痢 有症者便(0/1) 不明
従業員便(0/10)
ふきとり(0/4)

22 早良 8/31 5 3 下痢,腹痛 有症者便(0/3) 不明
発熱

23 東 9/4 仕出し 62 下痢 弁当 有症者便(21/31) 下痢原性大腸菌 O27
従業員便(3/9) (+)STp
ふきとり(0/9)
参考品(0/3)

24 博多 9/7 56 10 下痢,発熱 有症者便(0/10) ノロウイルス
ｳｲﾙｽ有症者便(2/2)

25 中央 9/20 寮 76 28 下痢,腹痛 有症者便(0/28) 不明
発熱 従業員便(0/11)

ふきとり(0/4)
ｳｲﾙｽ有症者便(0/3)

C.jejuni26 中央 9/25 飲食店 5 3 16時間 下痢,腹痛 無症者便(0/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
発熱 従業員便(0/3)

参考品(4/5)
菌株(2)

27 城南 9/26 1 1 嘔吐 有症者便(0/1) 不明

C.jejuni28 城南 10/4 飲食店 4 2 36時間 腹痛,発熱 鶏料理 有症者便(1/1) ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ
下痢 無症者便(0/1)

従業員便(0/2)
ふきとり(0/4)
菌株(2)

29 博多 10/7 飲食店 3 3 24時間 下痢 有症者便(0/2) 不明
従業員便(0/8)
ふきとり(0/8)
参考品(0/1)

30 早良 10/10 1 1 7時間 嘔吐 有症者便(0/1) 不明
有症者吐物(0/1)

31 早良 10/11 1 1 10時間 下痢,嘔吐 残品(0/1) 不明

32 東 10/26 飲食店 6 4 5時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) ノロウイルス
無症者便(0/1)
従業員便(0/4)
ふきとり(0/3)
参考品(0/3)
ｳｲﾙｽ有症者便(2/3)
ｳｲﾙｽ従業員便(2/3)

33 中央 10/26 ホテル 24 16 下痢,嘔吐 有症者便(0/8) 不明 施設は他都市
無症者便(0/7)
ｳｲﾙｽ有症者便(0/5)

34 博多 10/27 披露宴 47 16 35時間 下痢,発熱 有症者便(0/1) ノロウイルス 大阪市からの依頼
嘔吐 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

35 東 11/1 飲食店 9 4 28時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) ノロウイルス
発熱 従業員便(0/11)

ふきとり(0/7)
参考品(0/2)
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/5)
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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考推定原因食品

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

36 博多 11/1 飲食店 19 5 48時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/5) ノロウイルス
発熱 従業員便(0/11)

ふきとり(0/7)
ｳｲﾙｽ有症者便(2/3)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/1)

37 東 11/6 1 1 4時間 下痢 残品(0/1) 不明

38 博多 11/10 飲食店 215 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) ノロウイルス 長崎市からの依頼
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

39 博多 11/22 ホテル 54 12 45時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) ノロウイルス 長野県からの依頼
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

40 西 11/29 飲食店 5 4 4時間 嘔吐,下痢 有症者便(0/4) 不明
発熱 無症者便(0/1)

従業員便(0/2)
ふきとり(0/5)

41 西 12/1 披露宴 150 下痢,腹痛 有症者便(0/2) ノロウイルス 東京都より依頼
ｳｲﾙｽ有症者便(2/2)

42 城南 12/4 介護施設 60 27 嘔吐,下痢 有症者便(0/6) ノロウイルス
ふきとり(0/8)
ｳｲﾙｽ有症者便(5/5)
ｳｲﾙｽ従業員便(2/6)

43 東 12/6 飲食店 1 1 24時間 下痢 有症者便(0/1) 不明

44 東 12/7 育児院 2 下痢,発熱 有症者便(0/1) VirchowS.
無症者便(0/4)
ふきとり(0/1)
参考品(0/1)
菌株(2)

45 博多 12/11 仕出し 130 12時間 下痢,腹痛 有症者便(1/3) ウエルシュ菌 型：ＵＴHobbs
ｳｲﾙｽ有症者便(0/4) +( )ET PCR

佐賀県からの依頼
佐賀県でウエルシュ
菌検出(18/22)

46 博多 12/12 ホテル 313 78 12時間 下痢,吐気 有症者便(0/1) ノロウイルス 熊本県より依頼
腹痛,嘔吐 ｳｲﾙｽ有症者便(1/1) 飲食店従業員便より

ノロウイルス検出

47 中央 12/20 飲食店 44 33 12時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/1) ノロウイルス 東京都より依頼
ｳｲﾙｽ有症者便(1/1)

48 早良 1/9 2 2 15時間 腹痛，下痢 残品(0/1) 不明
吐気 参考品(0/1)

49 南 1/15 病院 97 39 下痢,嘔吐 有症者便(0/5) ノロウイルス
発熱 従業員便(0/4)

ふきとり(0/1)
ｳｲﾙｽ有症者便(5/5)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/1)

50 早良 1/16 2 2 1時間 下痢,嘔吐 残品(0/2) 不明

51 中央 1/30 1 1 下痢 有症者便(0/1) 不明

52 博多 1/30 披露宴 147 34時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/18) ノロウイルス
従業員便(0/8)
ふきとり(0/9)
ｳｲﾙｽ有症者便(9/12)
ｳｲﾙｽ従業員便(4/12)

53 中央 2/10 幼稚園 39 下痢,嘔吐 有症者便(0/12) ノロウイルス
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(5/6)
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保 受
№ 健 付 喫食または 喫食 発症 潜伏 主症状 検体(陽性数／ 推定病因物質 備 考推定原因食品

所 日 購入施設 者数 者数 時間 検体数)

54 博多 2/13 飲食店 25 19 24時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/13) ノロウイルス
発熱 無症者便(0/1)

従業員便(0/2)
ふきとり(0/7)
ｳｲﾙｽ有症者便(10/10)

ｳｲﾙｽ従業員便(4/5)

55 博多 2/14 披露宴 100 37 12時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/2) ノロウイルス 東京都より依頼
発熱 ｳｲﾙｽ有症者便(1/2)

56 中央 2/15 19 16 30時間 下痢,嘔吐 有症者便(0/11) ノロウイルス
博多 無症者便(0/1)

従業員便(0/3)
ふきとり(0/4)
残品(0/2)
ｳｲﾙｽ有症者便(7/7)
ｳｲﾙｽ従業員便(1/3)

57 早良 3/20 仕出し弁当 340 23 10時間 下痢 有症者便(0/13) 不明
従業員便(0/4)
ふきとり(0/8)
残品(0/1)
ｳｲﾙｽ有症者便(0/5)

58 南 3/23 飲食店 20 9 発熱,嘔吐 有症者便(0/6) ノロウイルス
下痢 従業員便(0/2)

ふきとり(0/6)
ｳｲﾙｽ有症者便(3/3)
ｳｲﾙｽ従業員便(0/2)

59 博多 3/28 飲食店 11 6 下痢,発熱 有症者便(0/1) 不明 大阪市より依頼
嘔吐 ｳｲﾙｽ有症者便(0/1)
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