
平成21年度 食中毒・苦情検査結果 
 

保健科学課 細菌担当 
 
  平成21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）

検出病因物質 備考 

1 西 4/28 飲食店 2 2 4時間 下痢，腹痛
吐気 

 有症者便（0/2） 
ふきとり（0/4） 
 

不明  

2 早良 5/8 飲食店 6 6 16時間 頭痛，嘔吐
発熱，下痢
 

 有症者便（0/6） 不明  

3 中央 5/8 飲食店 2 2 90時間 下痢，発熱
腹痛 

 有症者便（1/1） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejunii 
有症者のうち1名は長
崎県でC.coliを検出 
 

4 東 5/18 販売店 3 3 5時間 腹痛，嘔吐
発熱 
 

 有症者便（0/3） 
吐物（0/1） 

不明  

5 西 5/19 飲食店 19 8 4時間 嘔吐，吐気
下痢 

 有症者便（0/6） 
従業員便（0/8） 
ふきとり（0/5） 
参考品（0/3） 
 

不明  

6 南 5/19 飲食店 19 5 73時間 下痢，発熱
腹痛，頭痛

 有症者便（0/3） 
従業員便（0/2） 
ふきとり（0/4） 
 

不明  

7 中央 5/25 販売店 1 1 1時間 下痢，腹痛
発熱 
 

 残品（0/1） 不明  

8 東 
博多 
中央 
南 
西 

5/29 披露宴 92 48 34時間 嘔吐，下痢
発熱 

 有症者便（0/11） 
ｳｲﾙｽ有症者便（2/6）
従業員便（0/24） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/6）
ふきとり（0/11） 
参考品（0/1） 
ｳｲﾙｽ保存食（0/4） 
 

ノロウイルス ウイルス検査にて 
Norovirus検出 

9 東 5/30 販売店 4 2 9時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/2）   不明  

10 早良 6/3 販売店 5 4 13時間 嘔吐，下痢
発熱 

 有症者便（0/4） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/1）
無症者便（0/1） 
 

不明  

11 中央 6/18 スーパー 1 1 4時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/1） 
残品（0/1） 
 

不明  

12 中央 6/19 飲食店 2 2  下痢，頭痛
悪寒，発熱

 有症者便（1/1） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 
有症者のうち1名は横
浜市でｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰを
検出 
 

13 早良 6/19 販売店 1 1 15時間 腹痛  有症者便（0/1） 
残品（0/1） 
 

不明  

14 城南 6/19 寮 11 8 2時間 吐気，嘔吐
腹痛，下痢

チャーハン 有症者便（6/8） 
従業員便（2/4） 
ふきとり（2/6） 
残品（1/5） 
 

セレウリド産生 
性セレウス菌 

B. cereus 

15 西 6/24 飲食店 11 4 91時間 腹痛，下痢
発熱 

 従業員便（0/2） 
ふきとり（0/4） 

O157 O157関連調査 
有症者4名からO157検
出 
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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）

検出病因物質 備考 

16 東 
中央 

6/26 飲食店 2 2 45時間 下痢，発熱
腹痛 
 

 有症者便（1/1） 
従業員便（0/3） 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C. coli 

17 早良 7/2 仕出し 5 3 6時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/1） 不明 福岡県からの依頼 

18 西 7/7 飲食店 8 3 4時間 嘔吐，吐気
下痢 

 有症者便（0/2） 
有症者吐物（0/1） 
従業員便（0/2） 
ふきとり（0/6） 
 

不明  

19 西 7/11 飲食店 33 11 10時間 腹痛，下痢
嘔吐，発熱

 従業員便（0/6） 
ふきとり（0/5） 
 

不明 有症者4名を福岡県が
検査 

20 中央 7/17 飲食店 8 6 65時間 下痢，腹痛
発熱 

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

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

21 中央 7/27 飲食店 5 4 不明 下痢，発熱  有症者便（1/1） 
従業員便（0/4） 
ふきとり（0/4） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

22 東 
中央 

 

7/29 飲食店 不明 13 6時間 下痢，嘔吐  有症者便（0/3） 不明 福岡県からの依頼 

23 中央 
西 

 

8/6 飲食店 8 8 13時間 下痢，嘔吐
発熱，腹痛

 有症者便（2/3） 
従業員便（0/5） 
ふきとり（0/4） 
参考品（0/4） 
 

腸炎ビブリオ O:3,K:6 
TDH(+) 

24 中央 8/17 スーパー 6 4 7時間 発熱，嘔吐
下痢 
 

 有症者便（0/2） 不明  

25 南 
博多 

 

8/17 飲食店 6 6 35時間 下痢，発熱
腹痛 

 有症者便（2/6） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/6） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

26 南 8/17 飲食店 6 1 4時間 腹痛，嘔吐
下痢 
 

 有症者便（0/1） 不明  

27 東 8/27 飲食店 3 3 50時間 下痢，腹痛
発熱 

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

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

28 中央 8/28 ホテル 281 35 44時間 下痢，発熱
腹痛 

お造り 菌株（2/2） 
有症者便（6/12） 
従業員便（0/4） 
ふきとり（0/4） 
保存食（1/33） 
 

S. Typimurium  

29 博多 9/10 飲食店 6 2  嘔吐，腹痛
下痢 

 従業員便（0/1） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 札幌市からの依頼 
発症者の2名は 
病院検便で 
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰを検出 
 

30 早良 9/14 飲食店 約80 13  発熱，嘔吐
下痢 
 

弁当 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1）

 

不明 宮城県からの依頼 

31 東 9/16 飲食店 10 5 不明 下痢，腹痛
発熱 

 有症者便（1/1） ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 
発症者のうち2名は
病院検便で 
ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰを検出 
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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）

検出病因物質 備考 

32 早良 
城南 

 

10/2 飲食店 3 3 52時間 腹痛，下痢
発熱，頭痛

 菌株（1/1） 
有症者便（0/1） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/7） 
参考品（0/3） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

 

 

33 東 
博多 
西 

10/5 飲食店 27 8 63時間 下痢，発熱
吐気 

トリ料理 有症者便（4/8） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/4） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

34 南 
西 

10/7 販売店 

 

6 4 3時間 嘔吐，下痢，
腹痛 

 有症者便（0/4） 
参考品（0/2） 
 

不明  

35 中央 
城南 

10/7 飲食店 3 3 70時間 発熱，腹痛
下痢 

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

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

36 早良 10/26 スーパー 2 2 7時間 下痢，頭痛
発熱 

 有症者便（0/2） 
有症者吐物（0/1） 
 

不明  

37 南 11/13 スーパー 1 1 5時間 腹痛，下痢  有症者便（0/1） 
参考品（0/1） 
 

不明  

38 東 
博多 

11/24 飲食店 11 9 65時間 下痢，腹痛
発熱  

 有症者便（8/8） 
従業員便（0/2） 
ふきとり（0/6） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

39 南 11/30 飲食店 8 5  嘔吐，下痢  有症者便（0/1）      不明 久留米市からの依頼

40 西 12/2 飲食店 3 2 5時間 腹痛，下痢，
嘔吐 

 有症者便（0/2） 
従業員便（0/2） 
ふきとり（0/4） 
 

不明  

41 南 12/11 

 

飲食店 3 2 32時間 腹痛，下痢，
発熱 

 菌株（2/2） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/3） 
参考品（2/3） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

42 中央 12/12 研修会 78 18  嘔吐  有症者便（0/1）      不明 大阪市からの依頼 

43 博多 
中央 
南 

1/3 飲食店 8 7 35時間 嘔吐，下痢
発熱 

 有症者便（0/6） 
ｳｲﾙｽ有症者便（6/6）
従業員便（0/3） 
ｳｲﾙｽ従業員便（2/4）
ふきとり（0/4） 
参考品（0/2） 
 

ノロウイルス ウイルス検査にて 
Norovirus検出 

44  西 
城南 
 中央  

 

 

1/14 飲食店 14 9 49時間 嘔吐，下痢
発熱 

 有症者便（0/9） 
ｳｲﾙｽ有症者便（2/3）
従業員便（0/9） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/4）
ふきとり（0/4） 
 

ノロウイルス ウイルス検査にて 
Norovirus検出 

45 博多 
 

1/15 飲食店 21 10 8時間 下痢，腹痛
吐気，嘔吐

 有症者便（0/8） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/6）
ふきとり（0/5） 
 

不明  
 

46 博多 
南 

1/18 飲食店 3 3 8時間 嘔吐，下痢  有症者便（0/3） 
従業員便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/3）
ふきとり（0/4） 
参考品（0/4） 
 

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）

検出病因物質 備考 

47 博多 1/20 仕出し 21 6  嘔吐，下痢
発熱 

 従業員便（0/6） 
ｳｲﾙｽ従業員便（1/6）
ふきとり（0/10） 
 

ノロウイルス 福岡県からの依頼 
発症者のうち8名から
Norovirus検出 

48 南 
早良 

1/20 弁当 252 

 

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

ノロウイルス ウイルス検査にて 
Norovirus検出 

49 中央 1/22 仕出し 36 27  下痢，嘔吐
寒気 

出前の食事 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/1）

ノロウイルス 東京都からの依頼 
発症者のうち8名から
Norovirus検出 
 

50 中央 
城南 

 

1/27 飲食店 2 2 27時間 下痢，腹痛
吐気 

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

ノロウイルス ウイルス検査にて 
Norovirus検出 

51 南 2/3 飲食店 4 3  嘔吐，下痢  有症者便（0/1） 
 

不明 東京都からの依頼 
 

52 中央 
城南 
早良 

2/5 飲食店 3 2 84時間 下痢，腹痛  菌株（1/1） 
有症者便（0/1） 
無症者便（1/1） 
従業員便（0/3） 
ふきとり（0/4） 
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 

53 東 2/8 飲食店 4 3 16時間 下痢，腹痛
嘔吐 

 有症者便（0/2） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/2）
 

不明  

54 博多 2/10 飲食店 3 3 34時間 下痢，嘔吐
発熱 

 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/1）
 

ノロウイルス 発症者のうち2名から
Norovirus検出 

55 中央 2/11 飲食店 85 10 3時間 嘔吐，下痢
腹痛 

 有症者便（5/6） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/3）
従業員便（0/3） 
ｳｲﾙｽ従業員便（0/3）
ふきとり（0/4） 
残品（0/4） 
 

黄色ブドウ球菌 ｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ Ⅰ,Ⅶ 
ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ A,B 

 

56 博多 2/18 飲食店 1 1 1時間 下痢，嘔吐  残品（0/1） 
 

不明 
 

57 中央 2/26 飲食店 5 4 86時間 悪寒，下痢 
発熱，頭痛

 従業員便（0/2） 
ふきとり（0/4） 
 

不明 福岡県より依頼 
 

58 中央 2/26 飲食店 2 2 時間 下痢  有症者便（0/1） 
 

不明  
 

59 東 3/1 飲食店 23 11 11時間 嘔吐，下痢 
発熱 

 有症者便（0/6） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/7）
無症者便（0/4） 
 

ノロウイルス  
 

60 西 3/2 飲食店 21 14 37時間 下痢，嘔吐  ｳｲﾙｽ有症者便（7/7）
ｳｲﾙｽ従業員便（1/3）
ふきとり（0/5） 
 

ノロウイルス  
 

61 南 3/8 スーパー 2 2 47時間 腹痛，下痢 
嘔吐  

 有症者便（0/1） 
ｳｲﾙｽ有症者便（1/1）
 

ノロウイルス  
 

62 東 
西 

3/14 修学旅行 105 48 不明 下痢，腹痛 
発熱，頭痛 
吐気，嘔吐 
  

 有症者便（5/7） 
ｳｲﾙｽ有症者便（0/6）
 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni 

63 中央 3/15 研修旅行  6 不明 嘔吐，下痢 
  

 有症者便（0/5） 
ｳｲﾙｽ有症者便（5/5）
 

ノロウイルス  
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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）

検出病因物質 備考 

64 博多 3/23 惣菜屋 2 1 4時間 吐気，腹痛  残品（0/1） 
 

不明  
 

65 南 
西 

3/24 飲食店 2 2 26時間 腹痛，下痢 
吐気  

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

ノロウイルス  
 

66 中央 
南 

3/24 飲食店 8 2 77時間 下痢，腹痛 
頭痛  

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

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ C.jejuni / coli 

67 早良 3/25 飲食店  3  嘔吐，発熱  有症者便（0/1） 
 

ノロウイルス 鳥取県からの依頼 
発症者のうち1名から
Norovirus検出 

 

 
 
 
 
 
 
  平成21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  東  4/17  タルタルソース  賞味期限が切れている。                 苦情品                参考品 
一般細菌数(CFU/g)    3.0×103未満         3.0×103未満 
食中毒菌            陰性           陰性 
 （サルモネラ，腸炎ビブリオ，黄色ブドウ球菌，下痢原性大腸菌，ウェルシュ菌， 
 セレウス菌，エルシニアエンテロコリチカ，カンピロバクター，ナグビブリオ， 
 エロモナスソブリア，エロモナスヒドロフィラ，プレシオモナスシゲロイデス， 
 ビブリオフルビアリス） 
 

2  南  4/27  レトルトがゆ  腐敗臭がし，黒い塊があ
 る。 
 

 鏡検にてカビの菌糸・胞子を認めた。 

3  東  5/11  ミネラルウォータ 
 ー 

 浮遊物があり，異臭がす
 る。 

                苦情品 
 一般細菌数(CFU/mL)      4.0×103 
 大腸菌群                  ＋ 
 

4  博多  7/15  韓国餅 異臭がする。 
 
 

                苦情品               参考品 
酵母(コ/g)          3.3×106        3.5×104 

5  東  7/16  ブドウ生ジュース 
  

 賞味期限が切れている。
  

                苦情品 
 一般細菌数(CFU/mL)     3.0×102未満 
 大腸菌群                 陰性 
 

6  中央  9/8  精米  茶色の米が混じっており，
炊くと異臭がする。 

 

 米の茶色の部分を鏡検にしたところ，籾殻の柔組織と下皮細胞が認められた。したが
って，茶色の部分は籾殻であると推定された。 

7  博多  9/9  油揚げ 酸っぱい味がする。 
 
 

                苦情品           参考品1           参考品2 
一般細菌数(CFU/g)     1.9×105          3.3×105          3.3×106 
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