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食品安全に関するリスクプロファイルシート（検討会用） 

（ウイルス） 
更新日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 E型肝炎ウイルス  

（２）分類   

① ウイルス名 Hepatitis E virus  

へペウイルス科  

② 遺伝子 プラス一本鎖RNA  

③ 形状 小型球形  

（３）特徴   

① 分布 ・ ヒトの肝細胞で増殖し、胆管を通って糞便とともに環境中に排

出される。下水を介して河川水や沿岸海水、土壌を汚染する。 

・ ブタ、イノシシ、シカ等の動物からも分離される。 

・ 発展途上国では、常在しており散発的に発生が見られ、洪水等

により飲料水が汚染された場合には広域な集団発生が起きる

ことがある。 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

② 遺伝子型 ・ 遺伝子型は4つ（G1～G4）である。 

・ 日本の患者から検出されるウイルス型は、G3又はG4が多く、

G2の報告はない。 

・ G3及びG4は、ブタやイノシシにも感染することが明らかになって

いる。 

(国立感染症研究所, 2014) 

 

③ その他 ・ 血清型は1つである。 

（国立感染症研究所, 2014） 

・ 環境中及び食品中では増殖しないが、感染力を保ったまま残

存する。 

（EFSA, 2011） 

 

（４）分離・検査方法 ○食品及び糞便（例） 

・ RT-PCR法で遺伝子を確認する。 

（厚生労働省） 

○血清（例） 

・ 抗E型肝炎ウイルス抗体を確認する。 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

（５）特記 －  

２ 食品への汚染   
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（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ E型肝炎ウイルスに汚染されたブタ、イノシシ、シカ等の食肉及

び肝臓を生食又は加熱不十分な状態で摂食して感染する。 

・ 汚染された水の摂取により感染することもある。 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

（２）汚染経路 ・ 感染者の糞便によって水が汚染される可能性がある。  

（３）汚染実態 【国内】 

○生産 

・ 各種家畜の抗体保有率は、イノシシ（46％, 77/167頭：地域間

で大きな差がある）、シカ（0％, 0/120頭）、ブタ（97％, 30/31農

場）、ウシ（6.5％, 26/400検体）、ウマ（1％, 1/100検体）であっ

た。 

（宮村, 2004） 

・ 2000－2002年に25農場におけるブタの出荷前（6か月齢）の抗

体保有率は90％(226/250頭)であったが、同検体の血清中から

はウイルス遺伝子は検出されなかった。 

（Takahashi et al., 2003） 

・ 2011年9月－2012年3月にと畜場で採取した110頭のブタの肝

臓について、ウイルス遺伝子の検出を行ったが、すべて陰性で

あった。 

（Sasaki et al., 2013） 

・ 2012年3月－2013年1月に熊本県で捕獲されたイノシシ31頭

（筋肉30検体、肝臓23検体及び血液22検体）、シカ2頭（筋肉2

検体、肝臓2検体）及びと畜場で処理されたブタ305頭（肝臓80

検体、血液225検体）について、ウイルス遺伝子の検出を行った

ところ、イノシシ及びシカからは検出されなかったが、ブタでは3

頭（1％、肝臓2検体、血液1検体）から遺伝子が検出された。 

（野田, 2013） 

 

○流通 

・ 市販されているブタの生レバーについて、ウイルス遺伝子の検

出を行ったところ、1.9％(7/363検体)から遺伝子が検出された。 

（Yazaki et al., 2003） 

 

【海外】 

○生産 

・ 2005年から2008年にかけてドイツの野生のイノシシの肝臓を検

査したところ、14.9％（22/149検体）からウイルス遺伝子が検出

された。 

（Schielke et al., 2009） 
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○加工 

・ 2010年にチェコ、スペイン、イタリアのと畜場でブタ113頭を調査

したところ、糞便の27％（30/113）、肝臓の4％（5/112）、豚肉

（舌）の3％（3/112）からウイルス遺伝子が検出された。 

（Bartolo et al., 2012） 

（４）失活条件 85℃以上で少なくとも1分間  

３ 食中毒の特徴   

（１）機序 感染型  

（２）潜伏期間 12～50日間（平均6週間）  

（３）症状 ・ 倦怠感、黄疸、悪心、食欲不振、腹痛、褐色尿等が見られる。 

・ 感染していても、症状が現れない場合が多く、日本人の抗体保

有率は5.2％と報告されている。 

(Li et al., 2000) 

 

（４）有症期間 約1か月  

（５）予後 ・ 免疫不全状態にある患者のE型肝炎感染が慢性感染を引き起

こすことがある。 

（国立感染症研究所, 2014） 

・ 妊婦で劇症肝炎の割合が高く、劇症化した場合には死亡率が

20％にも達することがある。 

（国立感染症研究所, 2004） 

 

（６）発症に必要なウイ

ルス量 

－  

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 実報告数 ・ E型肝炎（食品媒介性以外も含む。）発生状況 

（国立感染症研究所「病原微生物検出情報」より抜粋） 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

報告数（人） 61 121 127 151 212 

 

・ 感染症法の4類感染症として報告されているE型肝炎の患者数

（食品媒介性以外も含む。）は、年間50名前後で推移してきた

が、2012年から年間100例を超えている。 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 －  
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② 推定数 ・ 世界では毎年2000万人以上が感染しており（食品媒介性以外

も含む。）、そのうち330万人が急性症状を呈し、56,600人が死

亡すると予測されている。 

（WHO, 2015） 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2003年に兵庫県で冷凍生シカ肉を原因とする患者4人の食中

毒が発生。 

(国立感染症研究所, 2005a) 

・ 2005年に福岡県で野生イノシシ肉（焼肉）を原因とする患者数1

人の食中毒が発生。 

(国立感染症研究所, 2005b) 

 

（２）海外 ・ フランスで、加熱不十分の豚肉を喫食した4週後に、E型肝炎ウ

イルスによる黄疸を呈した患者数2名の食中毒が発生。 

（WHO, 2010） 

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 ○厚生労働省 

・ 「食肉を介するE型肝炎ウイルス感染事例について（E型肝炎Ｑ

＆Ａ）」を公表し、正しい知識と予防対策を普及。 

〈主な予防方法〉 

 E型肝炎ウイルスの感染経路は経口感染であり、ウイルス

に汚染された食物、水の摂取により罹患することが多いの

で、予防には手洗い、飲食物の加熱が重要である。 

 Ｅ型肝炎流行地域へ旅行する際は、清潔の保証がない飲

料水（氷入り清涼飲料を含む）、非加熱の貝類、自分自身

で皮をむかない非調理の果物・野菜をとらないように注意

する必要がある。 

（厚生労働省, 2003） 

 

・ 「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）」では、野

生鳥獣肉は十分に加熱調理（中心部の温度が75℃で1分間以

上）して喫食することとしている。 

（厚生労働省, 2014） 

 

・ 2015年6月から、「食品衛生法」に基づき、豚の食肉（内臓を含

む。）の生食用としての販売・提供を禁止した。 

（厚生労働省, 2015） 

 

（２）海外 －  

７ リスク評価事例   
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（１）国内 －  

（２）海外 【JEMRA】 

・ Viruses in Food: scientific advice to support risk management. 

E型肝炎は衛生条件の悪い地域で発生が多いとされていた

が、最近では先進国でも海外渡航が原因ではない発生が増加

している。妊娠した女性では症状が重く、致死率が高くなる傾

向がある。生又は加熱不十分な肉の喫食による食中毒が報告

されている（p.7）。 

E型肝炎ウイルスによる食中毒を低減するには、下水を定期

的にモニタリングし、生産段階で食品が汚染される可能性を把

握することが重要である（p.41）。また、感染者が食品を扱うと感

染拡大する可能性に関する認識の向上、食品中のウイルスの

検出法の改良や標準化、大規模食中毒の初期段階でのサー

ベイランスの強化、消費者へのE型肝炎ウイルスによる食中毒

のリスクに関する情報提供等が必要である（p.42）。 

(JEMRA, 2008) 

 

【EU】 

・ Scientific Opinion on an update on the present knowledge on 

the occurrence and control of foodborne viruses. 

急性肝炎を発症した場合の致死率は1～5％と低いものの、

妊婦では25％と非常に高い。と畜時点でE型肝炎ウイルスを検

出するのは現状不可能であるため、低減対策としては十分な

加熱のみが考えられる。本評価書では70℃、10分又は95℃、１

分の加熱で十分であると言及されている。（p.30）リスク推定の

ために、食品やレゼルボア（人獣共通感染症とも考えられてい

る。）中の汚染濃度や用量反応関係のデータが必要である。

（p.65） 

（EFSA, 2011） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

・ 豚肉及び内臓の汚染状況 

・ 発症に必要なウイルス量 

・ 各種対策の効果やコスト 

 

９ その他参考となる情報 ・ イングランド、ウェールズをはじめとするヨーロッパ全土で、ブタ

の生体、豚肉製品、ブタと接触した人から、酷似したG3型のE型

肝炎ウイルスが検出された。 

（野田, 2013） 

・ 2005年～2013年11月に報告された626例のうち、250例に推定

感染経路の記載があった。内訳は、ブタ（食肉、レバー）88例、

イノシシ60例、シカ33例、ウマ10例、貝11例等であった。 
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食品安全に関するリスクプロファイルシート（検討会用） 

（ウイルス） 
更新日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 A型肝炎ウイルス  

（２）分類   

① ウイルス名 Hepatitis A virus  

ピコルナウイルス科ヘパトウイルス属  

② 遺伝子 プラス一本鎖RNA  

③ 形状 正20面体  

（３）特徴   

① 分布 ・ ヒトの肝細胞で増殖し、胆管を通って糞便とともに環境中に排

出される。下水を介して河川水や沿岸海水、土壌を汚染する。 

 

② 遺伝子型 ・ 遺伝子型は6つ（Ⅰ～Ⅵ）であり、そのうち人から検出されたも

のは3つ（Ⅰ～Ⅲ）である。Ⅰ、ⅡはA、Bの、ⅢはA～Cの遺伝子

亜型に分けられる。 

・ 世界で最も流行しているのはIA型である。 

(Wang et al., 2013) 

 

③ その他 ・ 耐酸性である。 

・ 血清型は1つである。 

・ 培養細胞で増殖可能である。 

・ 環境中及び食品中では増殖できないが、感染力を保ったまま

残存する。 

（EFSA, 2011） 

 

（４）分離・検査方法 ○食品及び糞便（例） 

・ RT-PCR法で遺伝子を確認する。 

○血清（例） 

・ 抗A型肝炎ウイルス抗体を確認する。 

（厚生労働省; 厚生労働省, 2009; 国立感染症研究所, 2004） 

 

（５）特記 －  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 多くは生又は加熱不十分な魚介類（特に貝）によるものである。 

(国立感染症研究所, 2002a) 

・ 2010年3月に報告数が急増し、3月末で100例程度が報告され、

経口感染が疑われた症例の約半分がカキを摂食していた。 

（国立感染症研究所, 2010a） 

・ 2014年にA型肝炎の報告数44名のうち40名は経口感染である
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ことが推定され、そのうち15名は生カキを喫食していた。 

（国立感染症研究所, 2014） 

・ 汚染された食品及び飲料水を介する集団発生が報告されてい

る。 

（国立感染症研究所, 2015） 

（２）汚染経路 ・ 感染者の糞便中に排出されたウイルスが経口摂取されることで

感染が広がる。 

（国立感染症研究所, 2015） 

 

（３）汚染実態 【国内】 

・ 2006～2010年に、市販の国産生食用カキ89ロットを調査した結

果、A型肝炎ウイルス遺伝子は検出されなかった。 

（入谷ほか, 2010） 

・ 2010～2012年に、市販の国産生食用カキ26ロットを調査した結

果、A型肝炎ウイルス遺伝子は検出されなかった。 

（平成22～24年度厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保

推進研究事業, 2013） 

 

（４）失活条件 85℃以上で少なくとも1分間  

３ 食中毒の特徴   

（１）機序 感染型  

（２）潜伏期間 2～6週間  

（３）症状 ・ 感染後約１か月間の潜伏期間を経て、発熱、嘔吐、黄疸、肝腫

大、濃色尿、灰白色便等の症状を呈する。 

・ 5歳以下の小児は約90％が不顕性感染であるが、年齢とともに

顕性感染の割合が増える。 

・ 発症した場合、加齢とともに重症化（劇症肝炎、死亡）する傾向

にある。 

（国立感染症研究所, 2010b） 

 

（４）有症期間 ・ 1～2か月 

・ ウイルスの排泄は発症後77日目まで観察された事例がある。 

（国立感染症研究所, 2002b） 

 

（５）予後 ・ 一般に予後良好で慢性化することはないが、回復までに数ヶ月

かかることがある。 

（国立感染症研究所, 2010b） 

 

（６）発症に必要なウイ

ルス量 

－  

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   
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① 報告数 ・ A型肝炎発生状況（食品媒介性以外も含む。） 

（国立感染症研究所「感染症発生動向調査」より抜粋） 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

報告数（人） 176 157 128 432 242 

 

・ 感染症法の4類感染症として報告されているA型肝炎の患者数

（食品媒介性以外も含む。）は、年間150名前後で推移してきた

が、2014年は例年を超える報告数となっている。 

（国立感染症研究所, 2014） 

・ 2010年～2014年第48週に報告された患者報告数（1,229例、食

品媒介性以外も含む。）のうち、推定感染地が国内であったも

のは81％（990例）、国外であったものは19％（228例）であった。

また、80％（987例）は経口感染が疑われ、うち405例は推定原

因食がカキやその他魚介類であり、残り486例は不明であっ

た。 

（国立感染症研究所, 2015） 

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 報告数 【米国】 

・ A型肝炎発生状況（食品媒介性以外も含む。） 

（CDC, 2015） 

・ 2013年のA型肝炎（食品媒介性以外も含む。）による死者数は

80名である。 

（CDC, 2015） 

年 2009 2010 2011 2012 2013 

報告数（人） 1,987 1,670 1,398 1,562 1,781 

 

② 推定数 【米国】 

・ 2012年のA型肝炎（食品媒介性以外も含む。）の推定発生数は

3,473名である。 

（CDC, 2015） 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2000年～2011年にかけて、飲食店（寿司店等）を原因施設とす

る、患者数5～44名の食中毒が発生している（表1）。 

 

（２）海外 【EU】 

・ 2010年から2011年にかけて、欧州疾病予防管理センター（ECD

C）に複数国にわたるアウトブレイクが3件報告されており、うち2

件は乾燥トマト、1件はベリー類が原因であった。 

（Gossner & Severi, 2014） 
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６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 都道府県等に対し、食品等事業者への食品媒介性A型肝炎ウ

イルス対策の周知・注意喚起の徹底について通知を発出した。 

（厚生労働省, 2014） 

・ 都道府県等に対し、食品媒介性A型肝炎ウイルス対策につい

て通知を発出した。 

〈主な内容〉 

 食品の取扱いに際しては入念な手洗い等の衛生管理を徹

底する必要があることを広く普及すること。 

 感冒様又は消化器様症状を初期症状とする患者発生時に

は、食品を媒介するA型肝炎ウイルスの関与も念頭におい

て調査すること。 

 A型肝炎ワクチンの有効性について、特に、食品取扱者に

対する普及を行うこと。 

（厚生労働省, 1997） 

 

（２）海外 【Codex】 

・ 食品中のウイルスの制御のための食品衛生一般原則の適用

に関するガイドラインを公表した。 

（Codex, 2012） 

【FAO】 

・ FAO EMPRESはsemi-dried food（乾燥トマト、レーズン等）の

製造段階におけるA型肝炎ウイルスの汚染低減方法を紹介し

た。 

〈主な内容〉 

 製造プラントに入る前に手を洗い、手袋を適切に使用する

こと。 

 ウイルスを失活させるため、90℃以上で90秒以上の熱処理

を行うか、70℃以上で15分以上の低温殺菌を行うこと。 

（FAO, 2011） 

【米国】 

・ 米国内で食品媒介性A型肝炎アウトブレイクの発生は比較的

珍しいため、食品産業の従業員はA型肝炎ウイルスのワクチン

をルーチンとして接種する必要はないとしている。 

（CDC, 2016） 

・ A型肝炎ウイルス等の熱に強いハザードを考慮し、食品に用い

る水は85℃で1分以上の加熱処理が必要等のガイダンスを公

表した。 
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（FDA, 2010） 

【EU】 

・ 欧州委員会のプロジェクト「VITAL（Integrated monitoring and 

control of foodborne viruses in European food supply chai

ns）」で、葉物野菜やベリー類への食品媒介性ウイルスによる

汚染防止のためのガイダンスシート（コーデックスのガイダンス

と一緒に用いることを想定したもの）を作成した。 

（CORDIS, 2013） 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【JEMRA】 

・ Viruses in Food: scientific advice to support risk managem

ent. 

A型肝炎の発生頻度は国によって異なる。途上国では幼少

期に感染し、成人期には免疫を有していることが多い。先進国

ではA型肝炎の発生は少ない。幼少期に感染しても無症状であ

ることが多いが、年齢が高くなるにつれて症状が重くなる

（p.6）。  

A型肝炎ウイルスによる食中毒を低減するには、下水を定期

的にモニタリングし、生産段階で食品が汚染される可能性を把

握することが重要である（p.41）。また、感染者が食品を扱うと感

染拡大する可能性に関する認識の向上、食品中のウイルスの

検出法の改良や標準化、大規模食中毒の初期段階でのサー

ベイランスの強化、消費者へのA型肝炎ウイルスによる食中毒

のリスクに関する情報提供等が必要である（p.42）。 

 (JEMRA, 2008) 

【EU】 

・ Scientific Opinion on an update on the present knowledge

 on the occurrence and control of foodborne viruses. 

生産段階における二枚貝及び生野菜の汚染低減により、食

中毒を効果的に減らすことができる（p.41）。収穫以降において

は十分な加熱以外にリスクを減らす有効な方法はない。なお、

A型肝炎ウイルスに関するデータが不十分であり、食品媒介性

と証明できないケースが多い(p.42)。 

（EFSA, 2011） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

・ 食品の汚染状況 

・ 発症に必要なウイルス量 

 

９ その他参考となる情報 【国内】 

・ 下水整備によりA型肝炎の発生は激減したが、海外旅行者や
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輸入食品（海産物）を原因とする発生が見られる。 

・ 発生が減少したことに伴い、50歳以下での抗体陰性者が多く、

感染しやすい状況になっている。 

・ 予防対策としてホルマリン不活化ワクチンが市販されている。 

（国立感染症研究所, 2004） 

・ ウイルス遺伝子の塩基配列解析まで行った2014年の159例の

うち、宮城県から鹿児島県までの広範囲で検出されたIA型ウイ

ルスによる103例は、塩基配列がほぼ同一であり、共通の感染

源による可能性が疑われている。 

（国立感染症研究所, 2015） 
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表1 飲食店（寿司店等）を原因施設とする食中毒事例 

発生年 発生県 原因施設 患者数 推定原因 出典 

2011 千葉 寿司店 20 不明 （国立感染症研究所, 2011） 

2006 新潟 回転寿司店 5 不明 （国立感染症研究所, 2006） 

2002 東京 寿司店 

（出前も含む） 
22 

握り寿司及び中

国産大アサリ 

（国立感染症研究所, 2002a） 

2002 東京 飲食店 44 中国産大アサリ （国立感染症研究所, 2002a） 

2001 静岡 中国調理店 22 大アサリ （国立感染症研究所, 2002c） 

2000 岐阜 寿司店 
23 

A型肝炎患者によ
る2次汚染 

（国立感染症研究所, 2002b） 

 

http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/267/kj2672.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/K04_14/k04_14.html
http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/317/pr3171.html
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2010/idwr2010-13.pdf
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2010/idwr2010-13.pdf
http://idsc.nih.go.jp/iasr/31/368/tpc368-j.html
http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/373/pr3733.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/hepatitis-a-m/hepatitis-a-idwrc/4436-idwrc-1407.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/hepatitis-a-m/hepatitis-a-idwrc/4436-idwrc-1407.html
http://www0.nih.go.jp/niid/idsc/iasr/36/419j.pdf
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アニサキス（Anisakis） 

 

アニサキスとは、線虫であるアニサキス亜科の総称。成虫は、クジラやイルカ、又はア

ザラシなどの海産ほ乳類（終宿主）の胃に寄生している。虫卵は糞便とともに海中に放出

され、アキアミなどの甲殻類を中間宿主とし、これを魚やイカが捕食し、最終的に海産ほ

乳類が捕食すると、体内で成虫となる。アニサキスによる海産魚介類の汚染は、この食物

連鎖の過程で生じる。 

 

1.  毒性等に関する情報 

(1) 症状の重篤性・持続期間 

アニサキス症は、ヒトが、アニサキス幼虫が寄生している魚介類を生食した際、ア

ニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺入することで生じる。 

 急性胃アニサキス症 ：食後数時間後から十数時間後に、激しい心窩部痛、悪心、

嘔吐等。 

 急性腸アニサキス症 ：食後十数時間後から、激しい下腹部痛、腹膜炎症状等。 

 本症による死亡例は報告されていないが、全身性のショックを引き起こすことがあ

る。 

 虫体は通常１週間程度で死んで吸収される。虫体の摘出が最も効果的。 

(2) 患者からの二次感染   二次感染は生じない。 

(3) 患者数 

アニサキス食中毒発生状況（厚生労働省「食中毒統計」） 
※2013年から「病因物質別発生状況」にアニサキスの項目が掲載。 

年 2013※ 2014 2015 

事件数（件） 88 79 127 

患者数（人） 89 79 133 

なお、国で年間 2,000人以上の患者が発生しているとも推定されている。 

2.  汚染の可能性がある食品の種類 

サケ、サバ、タラ、イカ等の海産魚介類 

3.  国内外の動向（基準値やリスク管理措置等） 

(1) 国内 

 基準値は設定されていない。 

 厚労省は平成26年にアニサキスによる食中毒予防の注意喚起についてHPに掲載。 

（加熱、冷凍、新鮮な魚の選択及び内臓の除去、目視によるアニサキス幼虫除去等） 

(2) 海外 

 Codexでは、中心部の加熱（60℃で１分）又は冷凍（-20℃で 24時間）、生食用の

魚は冷凍（-20℃で 7日間又は -35℃で 20時間）が、アニサキスの死滅に効果的と

している。 

 米国では、生食用の魚は、-35℃以下で 15時間以上又は-20℃以下で 7日間以上等

の冷凍を勧告。 

 EUは、生食用の魚及び軟体動物は、-35℃で 15時間以上又は-20℃で 24時間以上

の冷凍を義務付け。  
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食品安全に関するリスクプロファイルシート（検討会用） 

（寄生虫） 
更新日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 サルコシスティス・フェアリー （住肉胞子虫）  

（２）分類   

① 種名 Sarcocystis fayeri  

アピコンプレックス門 胞子虫綱 真コクシジウム目  

② 形態 ・ シストは紐状、線虫様で、幅0.5～1 mm、長さ10 mmを越す場合

もある。 

・ ブラディゾイドは三日月状、紡錘状で幅4μm、長さ約15μm 

（Kamata, 2012） 

 

（３）特徴   

① 宿主体内での寄

生部位 

ウマの筋肉中にシスト（嚢胞）を形成する。 

（Kamata, 2012） 

 

② 宿主への病原性 ウマに対する病原性はほとんどない。  

③ その他 －  

（４）生活環   

① 生活環 ・ 終宿主（イヌ）と中間宿主（ウマ）の間で生活環を有す。 

・ イヌが、馬肉とともにシストを摂取し、シストから遊出したブラデ

ィゾイドがイヌの腸管粘膜上皮細胞に進入する。イヌは糞便中

にスポロシストを排出する。スポロシストに汚染された環境を介

してウマが体内に取り込み、筋肉内でシストを形成する。 

 

②  食用となる動物

への感染経路 

ウマが汚染された牧草や水等を摂食することにより経口的に感染

する。 

 

③ ヒトへの感染経路 サルコシスティスが寄生した馬肉をヒトが生食することにより下痢、

腹痛等の症状を示すが、ヒトには寄生しない。 

 

（５）分離・検査方法 【厚生労働省】 

・ 定性PCR検査法でスクリーニングを行い、陽性検体を対象に顕

微鏡検査法により、サルコシスティス・フェアリーの三日月状、

あるいは紡錘状のブラディゾイトを確認する。 

・ 秤量した馬肉と等量のPBSを加え、30秒のストマッキングを行

う。上清をスライドグラスに一滴落とし、カバーグラスをかけ、光

学顕微鏡での観察を行う。もしくは、ストマッカー袋内の上清を

全量回収し、遠心分離。沈殿を少量のPBSで懸濁し、スライドグ

ラスに懸濁液をセットし、400倍の光学顕微鏡下での観察を行

う。 
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（厚生労働省, 2011） 

（６）特記事項 －  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 馬肉の生食（馬刺し） 

・ 平成21年6月～平成23年3月までに、食後数時間程度で一過

性の嘔吐や下痢を呈した事例198件のうち、33件に馬刺しが含

まれていた。そのうち、疫学的に馬刺しの摂食と発症が有意と

考えられた事例は4件。 

（厚生労働省, 2013） 

 

（２）汚染経路 ウマが汚染された牧草や水等を摂取することにより、サルコシステ

ィス・フェアリーに感染し、筋肉中にシストが形成される。 

 

（３）汚染実態 ・ 熊本県でと殺された馬300頭分(約94％は北海道産)の横隔膜

についてreal-time PCRによる精査を行った結果、300頭中3頭

（1％）から食中毒を起こしうる量のDNAが検出されたが、90％

以上の馬では検出されなかった（八木田, 2014）。 

・ 市販馬肉33検体におけるシスト汚染調査の結果、33検体中29

検体（88％）でシストが観察され、日本で生まれ肥育されたウマ

由来の馬肉は7検体中3検体、海外で生まれ肥育されたウマ由

来の馬肉は26検体中すべてにシストが観察された。 

（Kamata, 2011） 

 

（４）失活条件 馬肉を-20℃（中心温度）で48時間以上、-30℃（中心温度）で36時

間以上、-40℃（中心温度）で18時間以上及び急速冷凍装置を用

いた場合は-30℃（中心温度）で18時間以上を保持する冷凍方法、

並びに、液体窒素に浸す場合にあっては、１時間以上保持する方

法で失活した。 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）機序 サルコシスティス・フェアリーが持つ特定のタンパク質（アクチン脱

重合因子ADF）によって下痢症状が誘発される。 

 

（２）潜伏期間 早ければ1時間、平均4～8時間  

（３）症状 下痢、嘔吐、腹痛、倦怠感等  

（４）有症期間 －  

（５）予後 良好  

（６）発症に必要な虫数 ・ 不明 

・ 有症苦情馬肉から組織切片1 cm2当たり43～420個のシスト寄

生が観察された。 

（斉藤, 2012） 

 

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   
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① 実報告数 ・ サルコシスティス食中毒発生状況（厚生労働省食中毒統計） 

年 2013 2014 2015 

事件数(件) 1 0 0 

患者数(人) 6 0 0 

  

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 イタリア、フランス、韓国（済州島）、中国（大連）などで馬肉の生食

が見られるが、サルコシスティスによる食中毒の報告はない。 

（八木田, 2012） 

 

② 推定数 －  

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2011年9月、福岡県において、馬刺しを原因とする患者数４名

の食中毒が発生した。 

・ 2011年9月、岡山県において、馬刺しを原因とする患者数７名

の食中毒が発生した。 

 

（２）海外 －  

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【農林水産省】 

・ 馬の飼養者に対し、飼養施設への犬の侵入防止に努めるとと

もに、給餌施設への犬のふん便の混入防止等の措置を講じる

よう通知。 

 

【厚生労働省】 

・ 一定条件での冷凍によりサルコシスティスが失活することが確

認されていることから、食中毒の発生リスクを低減するため、流

通段階で冷凍工程を導入するよう要請。 

 

（２）海外 【Codex】 

・ コーデックス委員会が、「食品媒介寄生虫の管理を行うための

食品衛生の一般原則の適用に関するガイドライン」を策定。 

 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 －  

８ 今後必要とされるデー

タ 

・ 最小発症量の定量  

９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ Codex. 2016. Distribution of the report of the Forty-seventh 
Session of the Codex Committee on Food Hygiene (REP16/FH). 

・ 石井俊雄ほか. 2007. 改訂獣医寄生虫学・寄生虫病学１総論/
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トキソプラズマ (Toxoplasma gondii) 

 

Toxoplasma gondiiは、トキソプラズマというアピコンプレックス門に属する寄

生性原生生物（原虫）で、トキソプラズマ症の病原体である。 

ヒトへの感染は、加熱不十分な食肉に含まれる虫体（組織シスト）の摂食、ある

いは猫ふん便に含まれる虫体（オーシスト）に汚染された水などの経口摂取により

感染する。 

 

1.  病原性等に関する情報 

トキソプラズマの臨床症状は、感染時期や感染患者の状況によって大きく異な

る。 

(1) 先天性トキソプラズマ症 

妊娠中の女性がトキソプラズマに初感染した場合、胎盤を通過して胎児に垂直

感染する可能性がある。胎児への感染率は、妊娠末期ほど高くなり、胎内感染が

起こった場合の重篤度は妊娠初期ほど高い 1)。水頭症、視力障害、脳内石灰化、

精神運動機能障害が 4大徴候として知られている 2)。 

(2) 後天性トキソプラズマ症 

 急性感染：健康成人または小児が後天的にトキソプラズマに感染し、発症し

た場合は発熱、倦怠感、リンパ節腫脹などの一過性の症状を呈する 2)。 

 眼トキソプラズマ症：眼に発症する。視力障害、眼痛などの症状を呈する 2)。 

 日和見トキソプラズマ症：免疫不全者では、体内に潜伏していたトキソプラ

ズマが再活性化し、脳炎や肺炎や脈絡網膜炎などの重篤な症状を呈する 2)。 

2.  汚染の可能性がある食品の種類及び汚染報告例 

 2005 年から 2014 年のと畜検査結果に基づくブタのトキソプラズマ病の報

告数は 21～88頭で推移し、横ばい 3)。 

 トキソプラズマは全ての温血動物に感染可能であるため、哺乳類である鯨を

含めた獣肉や鳥肉の生食や加熱不十分な喫食は常に感染のリスクを伴う 2)。 

 海外では水や土壌由来の感染事例が散見されている 4)-6)。 

 国内の畜産物、食肉等の汚染実態は不明。 

3.  基準値、その他のリスク管理措置等 

(1) 国内 

 「と畜場法」に基づき、食肉処理の段階で個体毎の検査を実施し、トキソプ

ラズマを有するものについては全廃棄している。 

(2) 海外 

 Codexにおいてガイドライン（Guidelines on the Application of General 

Principles of Food Hygiene for the Control of Foodborne Parasites）が策

定された 7)。（2016） 

 The joint Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO)/ World Health Organization (WHO) Expert Meetingによる食品媒

介性寄生虫のリスク管理のための優先順位付けの対象となった 8)。（2012） 
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肺吸虫(Paragonimus spp.) 

 

ヒトに寄生する肺吸虫（Paragonimus spp.）は 7種類報告されており、日本でヒトに感

染するのは主として、宮崎肺吸虫とウェステルマン肺吸虫の 2種である。 

ヒトへの感染経路は、肺吸虫陽性カニの非加熱摂食や陽性イノシシの肉の生食であるが、

蟹の調理過程で虫体に汚染された調理器具を介して、経口的に摂取されることもあり、感

染経路として重要である。 

 

1.  病原性等に関する情報 

虫体が肺・胸腔に移行し、寄生すれば、呼吸器症状を呈する。自然気胸、胸水貯留、

胸痛などが主な症状であることが多い。肺以外の異所寄生の場合は、虫体の侵入部位に

応じた症状が発現する。 

2.  汚染の可能性がある食品の種類及び汚染報告例 

 ウェステルマン肺吸虫：モクズガニとサワガニ、イノシシ肉の生食または不完全加

熱での摂食。 

 宮崎肺吸虫：サワガニの生食または不完全加熱での摂食。 

 市販の食用サワガニが検査され、検体の約 20％がウェステルマン肺吸虫あるいは

宮崎肺吸虫に汚染されている 1)。 

 推定 1歳の野生イノシシ（13.5 kg）の全身の筋肉が検査され、極めて幼若な肺吸

虫の幼虫 10個体が検出された 2)。 

 イノシシの筋肉（100-200 g）から肺吸虫幼若虫を調査したところ、67の九州の野

生イノシシの１頭に幼若虫が含まれていた 3)。 

3.  基準値、その他のリスク管理措置等 

(1) 国内 

 厚生労働省は、食中毒統計において肺吸虫による食中毒事例を「その他の寄生虫」

によるものとして集計（2012～）。2013～2015年は報告なし。 

(2) 海外 

 Codex においてガイドライン（Guidelines on the Application of General 

Principles of Food Hygiene for the Control of Foodborne Parasites）が策定され

た 4)。（2016） 

 The joint Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)/ 

World Health Organization (WHO) Expert Meetingによる食品媒介性寄生虫の

リスク管理のための優先順位付けの対象となった 5)。（2012） 

 EFSAは、水産食品の寄生虫に関する安全性について科学的見解を発表し、肺吸虫

に関しては「東南アジアや日本からヨーロッパに移住する人の数が増え、肺吸虫の

殺滅に不十分な処理を施しただけの、あるいは非加熱の輸入甲殻類を摂食する事が、

一般の人々の間にも浸透しており、ヨーロッパにおいても、ウェステルマン肺吸虫

感染の危険性が増加している事を可能性として考慮すべき」と警告 6)。 
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