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アルコバクター属（Arcobacter butzleri） 

 

Arcobacterは 1977年に初めて牛から分離され、1990年代以降にヒトからの分離が各国

から報告。グラム陰性で運動性を有し、胞子を形成しない、らせん形細菌である。

Campylobacterの 1菌種と考えられていたが、1990年にアルコバクター属に分類。 

 

1.  病原性等に関する情報 

(1) 分布 

A. butzleriはヒト及び動物に病原性を有し、各国から腸炎や敗血症患者からの分離が

報告 1,2,3)。 

(2) 病原性 

 ヒトの下痢症や敗血症に関連する。 

 下痢症の場合、水様便が 3-15日間続き、胃痛や吐き気を伴う。 

 細胞毒を産生するが、食品における毒素産生に関する知見はない 3)。 

 国内で大規模な食中毒事例は報告されていない。 

2.  汚染の可能性がある食品の種類及び汚染報告例 

(1) 国内（市販食肉のみ） 

試料 試 料
点数 

Arcobacter属の 

検出点数（検出率%） 

A. butzleriの 

検出点数（検出率%） 

参照文
献 

鶏肉、鶏レバー 100 20 （20%） 14 （14%） 4)  

鶏ひき肉 60 26 （43.3%） 25 （42%） 5)  

鶏ひき肉 50 26 （52%） 22 （44%） 6) 

生食用鶏肉 115 25 （21.7%） 25 （21.7%） 7) 

生食用鶏肉 171 33 （19.3%） 33 （19.3%） 8) 

(2) 海外 

 牛と体（フィレ、胸肉、ハム）247 点、市販の牛ひき肉 100 点から、Arcobacter

属菌はそれぞれ、37%、9%検出された 9)。豚と体（フィレ、胸肉）169 点、市販

の豚肉 47点から、Arcobacter属菌はそれぞれ 96.4%、21%検出された 10)。 

 市販の鶏肉 26点、鶏レバー10点から、Arcobacter属菌はそれぞれ 96.2%、40%

検出された 11)。 

3.  基準値、その他のリスク管理措置等 

(1) 国内 

本菌を対象としたリスク管理措置は無い。一般的な衛生管理対策の中で対応。 

(2) 海外 

 ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）は、2007 年に「生食中のアルコバクターは

食中毒を引き起こす原因となる可能性がある」という意見を公表 12)。ウェブサイ

トで本属菌に関する情報を提供 13)。 

 コーデックス委員会、EU、主要各国において、本菌を対象としたリスク管理措置

はない。 
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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） 

（細菌） 

作成日：2016 年 9 月 12 日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 ウェルシュ菌  

（２）分類   

① 菌種名 Clostridium perfringens  

② 染色性 グラム陽性  

③ 酸素要求性 偏性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 ・ 形成する（ただし、人工培地中ではほとんど形成しない）。  

（３）特徴   

① 分布 ・ 人や動物の腸管内の常在菌であり、土壌等の自然環境中に広

く分布する。 

 

② 運動性 ・ 鞭毛なし、非運動性  

③ 毒素産生性 ・ 食品とともにウェルシュ菌を摂取し、腸管内でウェルシュ菌が芽

胞形成時に易熱性エンテロトキシンを産生することにより、ウェ

ルシュ菌食中毒が発生。 

・ 産生する毒素により、5型（A～E）に分類されており、食中毒や

ガス壊疽の原因となるものは、ほとんどがA型菌である。 

・ A型菌はα毒素（レシチナーゼ）を産生する。 

・ C型菌はβ毒素を産生する。 

 

④ その他 ・ ガス壊疽や敗血症の原因となることもある。 

・ 家畜では、ブタやヒツジでC型やD型菌による出血性腸炎の原

因菌としても知られている。 

・ 疫学解析には血清型が汎用され、Hobbsの型別血清（1～17

型）、Hobbsの血清型に一致しないものはTWの血清型別法（1

～74型）が確立されている。 

 

（４）発育条件   

① 温度域 10～48℃  

② pH域 5～9  

③ 水分活性 0.94以上  

（５）発育至適条件   

① 温度域 43～45℃  

② pH域 6～7.5  

③ 水分活性 0.98  
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（６）分離・検査方法 ・ 食品、拭き取り試料等 

クックドミ－ト液体培地又はTGC液体培地（Thioglycollate Br

oth）で35℃、24時間増菌培養後､カナマイシン不含卵黄加CW

寒天基礎培地に接種し35℃、24時間嫌気培養する。 

・ 糞便 

クックドミ－ト液体培地又はTGC液体培地に接種し､80～100

℃､10分間加熱した後、35℃、24時間嫌気培養し､さらにカナマ

イシン含有卵黄加CW寒天基礎培地に接種し35℃、24時間嫌

気培養する。 

・ 同定方法 

ウェルシュ菌様集落についてエンテロトキシン産生性を確認

し、必要に応じてPCR等を行う（国立感染症研究所, 2008）。 

耐熱性Ａ型ウェルシュ菌免疫血清（市販）を用いてHobbs型によ

る血清型別も行える。 

 

（７）特記 －  

2 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 給食等の大量調理された食品や加熱調理食品。 

・ 加熱調理後、室温に放置されることにより、芽胞が発芽して急

激に食品中で増殖する。 

 

（２）汚染経路 ・ と殺・解体時に食肉を汚染。 

・ 汚染食肉の調理時に他の食品を汚染。 

 

（３）汚染実態 【国内】 

・ 食肉の汚染率が数％～50数％と高く、1～104 cfu/g検出されて

いる（食安委, 2011）。 

 

【海外】 

・ 2001年8月～2002年6月の米国での小売段階の肉製品（牛肉、

豚肉、鶏肉；保存処理されたものを含む）の21.6％（96/445）か

らウェルシュ菌が検出された（USDA, 2005）。 

 

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

耐熱性の芽胞を形成するため、通常の加熱調理条件では死滅し

ない。 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 生体内毒素型  

（２）潜伏期間 8～20時間（平均12時間）  

（３）症状 ・ 一過性の腹痛と下痢。 

・ 嘔吐や発熱はほとんど見られない。 

 

（４）有症期間 1日程度  

（５）予後 良好  
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（６）発症に必要な菌数 食中毒は、菌数が1 g当たり10万個以上に増殖した食品を喫食す

ることで発生する。 

（国立感染症研究所感染症情報センター）（FDA, 2012） 

 

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 実報告数 ・ ウェルシュ菌食中毒発生状況 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数(件) 24 26 19 25 21 

患者数(人) 2,784 1,597 854 2,373 551 

（参考） 

年 1985 1990 1995 2000 2005 

事件数(件) 9 24 20 32 27 

（厚生労働省「食中毒統計」） 

 

・ 1件当たりの患者数が他の細菌性食中毒と比較して圧倒的に

多い。（国立感染症研究所） 

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 報告数 
【EU】 

・ EUにおけるクロストリジウム属菌食中毒発生件数は160。このう

ち124件がウェルシュ菌によるものであった。 

EU主要国の発生件数（2014年）       （件） 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ ﾌﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ ｽﾍﾟｲﾝ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 英国 

6 114 2 15 2 12 

（EFSA-ECDC, 2015） 

 

【英国】 

・ ウェルシュ菌食中毒発生状況 

年 2009 2010 2011 2012 2013 

事件数(件) 4 3 7 5 16 

患者数(人) 366 53 198 79 510 

（PHE） 

 

【米国】 

・ クロストリジウム属菌食中毒発生状況 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

事件数(件) 35 24 32 35 38 

患者数(人) 1,493 723 1,091 647 1,471 

（CDC） 
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② 推定数 【米国】 

・ ウェルシュ菌による年間の食中毒の患者数は965,958名、入院

患者数は438名、死者数は26名と推定（Scallan et al., 2011）。 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2007年9月、岐阜県で仕出し弁当を原因とする患者数493人の

食中毒が発生（国立感染症研究所, 2008） 

・ 2008年5月、新潟市で給食の肉じゃがを原因とする患者数397

人の食中毒が発生（国立感染症研究所, 2008） 

・ 2002年に東京都で海老のチリソース炒めを原因とする患者数8

87人の食中毒が発生した（厚生労働省, 2002）。 

・ 2006年に東京でドライカレーを原因とする患者数123人の食中

毒が発生した（厚生労働省, 2005）。 

 

（２）海外 ・ 2012年にノルウェーでビーフシチューを原因とする患者数43人

の食中毒が発生した（Wahl, et al., 2013）。 

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【農林水産省】 

・ 食中毒をおこす細菌やウイルス、寄生虫について、食中毒の症

状や原因食品、予防のポイントをまとめた、「食中毒をおこす細

菌・ウイルス・寄生虫図鑑」を更新した（農林水産省, 2015）。 

 

【厚生労働省】 

・ 「食品衛生法」に基づく食肉製品の規格基準において、クロスト

リジウム属菌汚染を防止 

・ 「高齢者を対象とした食事の提供による食中毒の防止につい

て」（厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長）によ

り、高齢者に弁当等の配食を行う食品等事業者に対し衛生管

理の徹底を促している（厚生労働省, 2006）。 

 

【その他】 

・ （公社）日本食品衛生協会は、ホームページ「知ろう！防ごう！

食中毒」でウェルシュ菌食中毒の予防法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 衛生的に調理し、調理後はすぐ食べる。 

 保存するときは、すぐに冷却し、10℃以下に保存する。 

 再加熱する場合は、撹はんしながら十分に加熱する。 

((公社)日本食品衛生協会) 

 

（２）海外 【米国】 

・ CDCは、ホームページでウェルシュ菌食中毒の予防を紹介して

 



ウェルシュ菌 ©農林水産省 

7 

いる。 

〈主な内容〉 

 適切な温度まで加熱し、その後60℃以上を維持するか、5

℃まで冷却する。 

 調理後、直ぐ、温かいうちに食べる。 

 保存するときは、すぐに冷却し、10℃以下に保存する。 

 再加熱する場合は、少なくとも74℃まで加熱する。 

（CDC） 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【EU】 

・ Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on the 

request from the Commission related Clostridium spp in 

foodstuffs.  

ウェルシュ菌による食中毒を防ぐためにもっとも必要なこと

は、適切に調理し、55℃から15℃の温度の範囲で急速に冷却

し、10℃未満から12℃の範囲で保存をする、そして、消費前に

内部温度が72℃になるまで再加熱をすることである（EFSA, 

2005）。 

 

【米国】 

・ A Risk Assessment for Clostridium perfringens in Ready-to

-Eat and Partially Cooked Meat and Poultry Products.  

非加熱調理済み食品（RTE食品）と一部調理済みの肉製品

に関連した人への健康上のリスクの大部分は、不適切な消費

者と小売冷凍、より少ない程度で、消費者がこれらの製品を温

度が高く保存することに関連している。一方で、このリスク評価

では、予測された食中毒のいくつかは、加工工場の冷却工程

における現在の規制値に対応した安定化の間の増殖と関連し

ていることを示しており、この増殖が増えると予測された食中毒

も増加する（USDA, 2005）。 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

・ 農場や処理場、流通段階における食肉（牛肉、豚肉と鶏肉）の

汚染実態 

・ 調理段階における汚染実態 

 

９ その他参考となる情報 ・ 偏性嫌気性芽胞形成菌であり、食品の加熱調理後、室温放置

すると急激に増殖する。 

・ 菌が増殖しても食品をあまり変質させないため、異常に気がつ

かず喫食されやすい。 

・ 嫌気性菌の中でも酸素に対して比較的抵抗性を持っている。 
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・ 大量調理したスープやカレー等が原因となるため、集団発生す

るケースが多い。 
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・ Wahl E, et al. 2013. A Clostridium Perfringens Outbreak Traced 

to Temperature-Abused Beef Stew, Norway. Euro Surveill. 18. 
http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20408  

・ （公社）日本食品衛生協会．知ろう！防ごう！食中毒．ウェルシ
ュ菌食中毒． 
http://www.n-shokuei.jp/eisei/sfs_index_s07.html （accessed 
July 21, 2016） 

・ 厚生労働省. 2006. 「高齢者を対象とした食事の提供による食
中毒の防止について」（平成18年10月13日付け食安監発第
1013006号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通
知） 

・ 厚生労働省．食中毒事件一覧速報． 

 

http://www.cdc.gov/Features/ClostridiumPerfringens/index.html
http://www.cdc.gov/Features/ClostridiumPerfringens/index.html
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/zoonoses-trends-sources-eu-summary-report-2014.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/zoonoses-trends-sources-eu-summary-report-2014.pdf
http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20408
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou
/shokuhin/syokuchu/04.html (accessed July 21, 2016) 

・ 厚生労働省．平成14年食中毒発生事例. 
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/xls/h14sokuho.xls 

・ 厚生労働省．平成17年食中毒発生事例. 
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/05hassei/xls/jirei.xls 

・ 国立感染症研究所. 2008. ウェルシュ菌食中毒. 病原微生物検
出情報（IASR）. vol. 29. No. 8 (No. 342).  
http://idsc.nih.go.jp/jasr/29/342/dj3421.html (accessed July 
21, 2016) 

・ 国立感染症研究所感染症情報センター ウェルシュ菌感染症 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/324-c-perfringe
ns-intro.html (accessed July 21, 2016) 

・ 農林水産省. 2015. 食中毒をおこす細菌・ウイルス・寄生虫図

鑑. 
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/f_encyc
lopedia/clostridium.perfringens.html (accessed July 21, 2016) 

 

  

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/324-c-perfringens-intro.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/324-c-perfringens-intro.html
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エシェリキア・アルバーティー（Escherichia albertii） 

 

E. albertiiは、グラム陰性、通性嫌気性桿菌で、一部例外を除き運動性を有しない。2003

年に承認された菌種で、それ以前はHafnia alveri、赤痢菌または大腸菌と同定されていた
1)。 

 

1.  病原性等に関する情報 

 一部の菌株は、志賀毒素を産生する。また、インチミン遺伝子（eae）を有する。 

 E. albertiiは、従来、Hafnia、ボイド赤痢菌血清型 13または大腸菌と同定されて

いた菌株から構成されている 2)。 

 

2.  汚染の可能性がある食品の種類及び汚染報告例 

 主としてヒト、野鳥（ハトなど）から分離され、ネコ、ブタ、鶏肉などからの分離

例もある 1)。 

 2013 年に福岡市で小売されている鳥刺し用製品 114 検体と鶏肉 106 検体の E. 

albertii 汚染率は、鳥刺し用製品では 0.88%（1/114）で、鶏肉からは E. albertii

は分離されなかった。しかし、鶏肉 2 検体から E. albertii が存在していたと考え

られる関連遺伝子が検出された 3)。 

 過去 5年間の日本における本菌が原因と考えられる集団感染事例は以下のとおり。

また、本年において 2件、本菌を原因とする集団食中毒が発生している。 

 

発生年 発生場所等 患者数 患者症状 
食中毒・ 

感染症の例 
原因食品等 

参照

文献 

2011 熊本県 48 
水様性下痢、腹
痛、嘔気、発熱 

食中毒 
井戸水 

（推定） 
1) 

2013 熊本県 70 軽度下痢、腹痛 食中毒 
サラダ等（キャ
ベツが共通） 

1) 

2015 広島県 44 
下痢、腹痛、発
熱（37～39℃） 

感染症 

（推定） 
不明 1) 

2016 

沖縄県 219 
下痢、腹痛、 

頭痛等 
食中毒 

ニガナの白あ
え 

4) 

静岡県 154 
水様性下痢、血便、
腹痛、嘔吐、発熱 

食中毒 
食事（特定され
ていない） 

5) 

 

3.  基準値、その他のリスク管理措置等 

(1) 国内 

E. albertiiの基準値はない。 

一般的な衛生管理対策の中で対応。 

(2) 海外 

現時点では見当たらない。 
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【参考文献】 

1) 国立感染症研究所. 2016. Vero毒素産生株が散見される新興感染症原因菌

Escherichia albertiiについて. 病原微生物検出情報（IASR）, 37, 98-100.  

 http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2344-related-articles/related-articles-435/6481-

435r09.html  

2) 国立感染症研究所. 2012. Escherichiaの新種E. albertiiについて. 病原微生物検出情

報（IASR）, 33, 134-136.  

 http://www.nih.go.jp/niid/ja/ecoli-m/ecoli-iasrd/2030-kj3872.html  

3) Asoshima N, et al. 2015. Isolation of Escherichia albertii from Raw Chicken Liver 

in Fukuoka City. Japan. Jpn. J. Infect. Dis., 68(3), 248-250.  

4) 沖縄県保健医療部生活衛生課．食中毒の発生について．平成 28年 6年 7日 

5) 静岡県記者提供資料（平成 28年度）．食中毒発生速報（第 14号）．平成 28年 7月 27

日 

 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2344-related-articles/related-articles-435/6481-435r09.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2344-related-articles/related-articles-435/6481-435r09.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/ecoli-m/ecoli-iasrd/2030-kj3872.html
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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） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 エルシニア・エンテロコリチカ  

（２）分類   

① 菌種名 Yersinia enterocolitica  

② 染色性 グラム陰性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成しない。  

（３）特徴   

① 分布 ブタやイヌ等の動物の腸管内に分布する。  

② 運動性 30℃以下の培養では周毛性の鞭毛を形成するが、37℃培養では

鞭毛を形成しない。 

 

③ 毒素産生性 耐熱性エンテロトキシンを産生する。  

④ その他 ・ 低温（5℃以下）や酸素が少ない水中（地下水）での生存性が高

い。 

・ 血清型（O抗原）と生物型（biotype）によって分類され、生物型

1B型のO4、O8、O13a、O13b、O18、O20及びO21、生物型2型

のO9、O5及びO27、生物型3型のO1、O2、O3、O5及びO27、生

物型4型のO3、生物型5型のO2及びO3が食中毒に関連がある

と考えられている。 

（Bottone et al., 1997） 

・ 日本では生物型3型又は生物型4型のO3により食中毒事例が

多いが、O8も報告されている（Sakai et al., 2004）。 

 

（４）発育条件   

① 温度域 0～44℃  

② pH域 4～10  

③ 水分活性 0.98以上  

（５）発育至適条件   

① 温度域 28～29℃  

② pH域 7.2～7.5  

③ 水分活性 0.99  

（６）分離・検査方法 ○食品からの分離（例） 

・ SS寒天培地（Salmonella-Shigella Agar）、マッコンキー寒天培

地、CIN寒天（Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar）等の選択
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培地で、25℃、48時間培養する。 

 

○血清型判定試験 

・ 市販の診断用血清で血清型を決定する。 

 

○病原性確認試験 

・ 菌株をBHI（brain heart infusion）ブロス等で37℃培養する自己

凝集性試験を行い、病原性を確認する。 

（国立感染症研究所, 2015） 

（７）特記 －  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 食肉（特に豚肉）加工品 

・ 野菜サラダ 

・ 諸外国では、生乳、チョコレート、豆腐、もやしなど 

 

（２）汚染経路 家畜（特に豚）の糞便で汚染された食肉、水を介して汚染された食

品等を摂取して感染する。 

 

（３）汚染実態 －  

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

・ 通常の加熱料理で容易に死滅する。 

・ D値※：2分（55℃）、2秒（65℃） 
※ある条件において菌数を1/10に減少させるために必要な時間 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 感染型  

（２）潜伏期間 2～5日間  

（３）症状 ・ 発熱、腹痛、下痢などを主徴とする胃腸炎。 

・ 乳幼児は、感受性が高く下痢が主体。 

・ 年齢が高くなるにつれて回腸末端炎や腸間膜リンパ節炎、虫

垂炎様症状を示し、高齢者では結節性紅斑が多くなるなど年

齢により感染病像が異なる。 

・ 頭痛、咳、咽頭痛などの感冒様症状が伴うことも多い。発疹、

紅斑などの症状を示すこともある。 

（国立感染症研究所, 2015） 

 

（４）有症期間 2～3週間  

（５）予後 後遺症として関節炎、Graves病、Reiter症候群などが知られている

が、死亡率は低い。 

 

（６）発症に必要な菌数 －  

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   
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① 報告数 ・ エルシニア・エンテロコリチカ菌食中毒発生状況 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数（件） 0 3 1 1 0 

患者数（人） 0 135 52 16 0 

（厚生労働省「食中毒統計」） 

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 －  

② 推定数 【米国】 

・ 2005年の米国での発生率は10万人当たり0.36人と推定された

（CDC, 2006）。 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2004年7月、奈良県において、リンゴサラダを原因とする患者数

40名の食中毒が発生した（Sakaiほか, 2005）。 

・ 2013年4月、東京都において、野菜サラダを原因とする患者数

52名の食中毒が発生した（国立感染症研究所, 2014）。 

 

（２）海外 －  

６ 食中毒低減のための

措置・取組 
 

 

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 「食品衛生法」により、エルシニア・エンテロコリチカを清涼飲料

水の総合衛生管理製造過程制度における危害要因と定めてい

る。 

・ 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」により、エルシニ

ア・エンテロコリチカを総合衛生管理製造過程制度における危

害要因と定めている。 

 

【都道府県等】 

・ 横浜市衛生研究所感染症情報センターのホームページにおい

て、予防法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 冷蔵庫内を整理整頓し、期日が過ぎたものは処分する。 

 生の肉や、加熱不十分な肉は食べない。 

 料理前、食事前は、手をよく洗う。 

 肉用のまな板と、他の食材用のまな板を別にする。 

（横浜市衛生研究所, 2012） 

 

（２）海外 【カナダ】 

・ Biological, Chemical and Physical Standards for Food 

骨抜き鶏肉製品等のエルシニア・エンテロコリチカについて、

微生物規格を設定している（ＣＦＩＡ）。 
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７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【ニュージーランド】 

・ Risk profile: Yersinia enterocolitica in pork. 

エルシニア・エンテロコリチカ食中毒の主な原因は豚肉であ

り、と畜場での処理時における直腸結紮が汚染低減対策の一

つとして考えられる。 

（New Zealand Food Safety Authority, 2004） 

【EFSA】 

・ Monitoring and identification of human enteropathogenic 

Yersinia spp. 

EU全域におけるモニタリングは推奨されないが、豚の保有状

況の調査は必要である。 

（EFSA, 2007） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 
－ 

 

９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ Bottone, E.J. 1997. Yersinia enterocolitica: The charisma 
continues. Clinical Microbiology Reviews, 10, 257-276. 

・ ＣＦＩＡ. Biological, Chemical and Physical Standards for Food.  
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulati
ons/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation
-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standar

ds/eng/1425911733400/1425914896183 （accessed 
September 2, 2016）  

・ EFSA. 2007. Monitoring and identification of human 
enteropathogenic Yersinia spp. EFSA J, 5(12), 1-30.  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2007.595/epdf  

・ Foodnet (CDC). 2006. Preliminary FoodNet Data on the 
incidence of infection with pathogens transmitted commonly 
through food - 10 States, United States, 2005. MMWR 55, 
392-395. 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5514a2.htm
?s_cid=mm5514a2_e (accessed August, 2016.) 

・ New Zealand Food Safety Authority. 2004. Risk profile: Yersinia 
enterocolitica in pork. 
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Y
ersinia-Science_Research.pdf (accessed August, 2016.) 

・ Sakai T., et al. 2005. Outbreak of food poisoning by Yersinia 
enterocolitica serotype O8 in Nara Prefecture: the first case in 
Japan. Japanese Journal of Infectious Diseases, 58, 257-258. 

・ 国立感染症研究所. エルシニア感染症. 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/364-yersinia-int
ro.html (accessed August, 2016.) 

 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2007.595/epdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5514a2.htm?s_cid=mm5514a2_e
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5514a2.htm?s_cid=mm5514a2_e
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Yersinia-Science_Research.pdf
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Yersinia-Science_Research.pdf
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/364-yersinia-intro.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/364-yersinia-intro.html
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・ 国立感染症研究所. 2014. 野菜サラダを原因食品としたYersinia 
enterocolitica O8による食中毒事例－東京都. 病原微生物検出
情報（IASR）, 35, 17. 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/1135-yersinia/idsc/ia
sr-in/4262-kj4073.html (accessed August, 2016.) 

・ 横浜市衛生研究所. 2012. エルシニア感染症について. 
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/yers
inia1.html (accessed August, 2016.) 

 

  

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/1135-yersinia/idsc/iasr-in/4262-kj4073.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/1135-yersinia/idsc/iasr-in/4262-kj4073.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/yersinia1.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/yersinia1.html
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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） 

（細菌） 
更新日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 黄色ブドウ球菌  

（２）分類   

① 菌種名 Staphylococcus aureus  

② 染色性 グラム陽性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 球菌  

⑤ 芽胞形成 形成しない。  

（３）特徴   

① 分布 ヒトや動物の皮膚や粘膜（鼻腔、腸管等）に常在（特に化膿部）  

② 運動性 なし（鞭毛を形成しない。）  

③ 毒素産生性 エンテロトキシン産生性の菌株が、食品中で増殖するときに産生

する（食品とともにエンテロトキシンを摂取することにより、ブドウ球

菌食中毒が発生）。エンテロトキシンの性質は以下のとおり。 

・ 耐熱性であり（100℃、30分）、通常の加熱調理では不活化され

ない。また、冷凍下でも安定して残る。 

・ 蛋白分解酵素や酸に対して抵抗性が強いため、消化管内にお

いてほとんど分解されない。 

・ 1980年代までに、抗原性の違いからA～Eの5型の存在が報告

された。1990年代後半から、多数の新型の存在が報告されて

いる。食中毒事例の多くがA型に関連している（重茂, 2009）。 

 

④ その他 ・ 食中毒事例分離株は、コアグラーゼⅦ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ型が多く､フ

ァージ型別ではⅢ群に属するものが多い（重茂, 2009）。 

 

（４）発育条件   

① 温度域 6.7～48℃（10℃以下では、ほとんど増殖できない。）  

② pH域 4～9.6  

③ 水分活性 0.83以上  

（５）発育至適条件   

① 温度域 35～40℃  

② pH域 6～7  

③ 水分活性 0.98  

（６）分離・検査方法 ・ 食品、ふき取り材料等からの分離（例） 

緩衝 ペ プ ト ン 水 で 希 釈 し た 試 料 液 を 選 択 分 離培地

（Baird-Parker寒天培地又は卵黄加マンニット食塩寒天培地）に
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塗抹し、37℃、48時間培養し、発育した集落を非選択平板培地

（TSA培地）で37℃、22時間培養する。分離菌を同定する為、グラ

ム染色とコアグラーゼ試験を行う。 

（食品からの微生物標準試験法検討委員会（国衛研）, 2009） 

・ 食品や分離菌株のエンテロトキシン検査にはRPLA法、ELISA

法、PCR法等を用いる。 

（(公社)日本食品衛生協会, 2015） 

（７）特記 ・ 高濃度（15％）の食塩存在下でも増殖できる。 

・ 乾燥に強い。 

・ 国内の医療現場では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）

による感染症が問題になっている。MRSAの病原性は、通常の

黄色ブドウ球菌と比較して特に強いわけではないため、通常の

感染防御能力を有する人に対しては一般的に無害であるが、

易感染状態の患者のMRSA感染症の治療が難渋する場合が

ある（国立感染症研究所, 2002）。 

 

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 握り飯、いなり寿司、弁当、調理パン等の穀類を原料とした加

工食品 

・ 手作業行程を経る食品 

・ 畜産物 

 

（２）汚染経路 ・ 作業者の手指や家畜の皮膚等から食品が黄色ブドウ球菌に汚

染される。 

・ 調理器具を介して黄色ブドウ球菌に汚染された食品から他の

食品が汚染される。 

 

（３）汚染実態 【国内】 

○加工 

・ と畜場に出荷された牛（鼻腔スワブ）の13％（13/100）、豚 （鼻

腔スワブ）の28％（28/100）、ブロイラー（皮膚スワブ）の9％（9/

100）から黄色ブドウ球菌が検出された。 

（Hiroi et al., 2012） 

・ 食品材料、食の検体及び食品製造施設、調理施設等に由来す

る検体（市販食品を含まない。）の調査結果 

食品 陽性率（陽性数／調査点数） 

未加工惣菜 21％（318/1537） 

加熱惣菜 8％（255/3013） 

弁当類 11％（77/679） 

生魚 26％（43/164） 

魚肉製品 5％（25/554） 

水産加工品 1％（1/93） 

生肉 49％（136/276） 

肉類加工品 5％（7/132） 
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卵と液卵 7％（9/135） 

野菜 14％（69/478） 

麺類 2％（6/244） 

乳製品 7％（5/71） 

洋菓子 21％（29/141） 

和菓子 6％（14/243） 

冷凍食品 18％（41/226） 

（村上ほか, 2002） 

○流通 

・ 市販食品を対象とした調査の結果、鶏肉で36％（38/107）、牛

肉で13％（12/95）、豚肉で8％（5/65）から黄色ブドウ球菌が検

出された（緒方ほか, 2014）。 

 

【海外】 

○加工 

・ 米国のと畜場で、牛の5％（2/43）、豚の50％（30/60）から黄色

ブドウ球菌が検出された（Buyukcangaz et al., 2013）。 

 

○流通 

・ 英国において、調理済み薄切り肉の0.18％（3/1,686）、パテの0.

12％（2/1,648）から黄色ブドウ球菌が検出された。 

（FSA, 2011） 

・ 米国において、豚肉の49％（35/71）、鶏肉の68％（25/37）、牛

肉の27％（10/37）から黄色ブドウ球菌が検出された。 

（Buyukcangaz et al., 2013） 

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

・ 通常の加熱調理条件で菌は死滅するが、耐熱性毒素が残存

する。 

・ D値※：4分48秒～6分36秒（60℃、トリプトンソーヤブイヨン） 

(Kennedy et al., 2005) 
※ ある条件において菌を1/10に減少させるために必要な時間 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 食品内毒素型  

（２）潜伏期間 平均3時間  

（３）症状 嘔吐、疝痛性腹痛、下痢を伴う急激な急性胃腸炎 

発熱はあまりみられない。 

 

（４）有症期間 1～2日間  

（５）予後 良好である場合が多い。  

（６）発症に必要な菌数 ・ 食品中で黄色ブドウ球菌が増殖し105個／g以上になるとその過

程で産生されるエンテロトキシンが発症毒素量に達すると考え

られている。 

・ ヒトの発症毒素量はエンテロトキシン1.0 µg未満と考えられてい
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る。 

（FDA, 2012） 

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 実報告数 ・ ブドウ球菌食中毒発生状況（厚生労働省「食中毒統計」） 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数（件） 37 44 29 26 33 

患者数（人） 792 854 654 1,277 619 

  

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 【米国】 

・ ブドウ球菌食中毒発生状況 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

事件数（件） 11 13 9 19 19 

患者数（人） 223 275 254 396 577 

（CDC） 

 

② 推定数 【米国】 

・ 黄色ブドウ球菌による年間の食中毒の患者数は241,188名、入

院患者は1,064名、死者は6名と推定（Scallan et al., 2011）。 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2000年に大阪府を中心にエンテロトキシンに汚染された乳製品

が原因で13,000人を超える有症者が報告された 

（厚生労働省a） 

・ 2013年に山形県で鶏そぼろご飯を原因とする患者数107人の

食中毒が発生。 

（厚生労働省b） 

 

（２）海外 ・ 1990年代初め、米国テキサス州の小学校において黄色ブドウ

球菌に汚染された昼食（チキンサラダ）が原因で1,364名の有症

者が報告された（FDA, 2012）。 

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 
 

 

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 「食品衛生法」により、黄色ブドウ球菌を清涼飲料水、食肉製

品、魚肉練り製品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品の総合

衛生管理製造過程制度における危害要因と定めている。 

・ 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」により、黄色ブド

ウ球菌を総合衛生管理製造過程制度における危害要因と定め

ている。 
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・ 「食品・添加物等の規格基準」により、一部の食肉製品に黄色

ブドウ球菌の成分規格を設定している。 

 

【その他】 

・ (公社)日本食品衛生協会ホームページ「知ろう！防ごう！食中

毒」の「ブドウ球菌食中毒」において、予防法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 手や指に傷がある人や手の荒れている人は、直接調理に

携わらない。 

 特に食品製造に関わる人は、十分に手や指を消毒してか

ら調理する。 

 消毒した後は、前掛け等で手を拭かない。 

（(公社)日本食品衛生協会） 

（２）海外 【ＥＵ】 

・ COMMISSION REGURATION (EC) No 2073/2005 of 15 

November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. 

チーズ・ミルクパウダー・ホエイパウダー中のエンテロトキシン

について微生物規格を設定している。 

（ＥＵ, 2005） 

【カナダ】 

・ Biological, Chemical and Physical Standards for Food 

様々な食品を対象に、黄色ブドウ球菌又はコアグラーゼ陽性

ブドウ球菌、エンテロトキシンの微生物規格を設定している。 

（ＣＦＩＡ） 

【豪州】 

・ Australia New Zealand Food Standards Code – Standard 1

.6.1 – Microbiological limits in food. 

生乳チーズ中のエンテロトキシンや、一部の肉・水産・乳製

品中のコアグラーゼ陽性ブドウ球菌について微生物規格を設

定している。 

（FSANZ） 

 

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 

○畜産物 

・ 農場や処理場、流通段階における汚染状況や汚染経路 

 

９ その他参考となる情報 ・ 健康な人の50％以上が、鼻腔や咽頭、髪や皮膚に黄色ブドウ

球菌を保菌しているとの報告がある。 

（FDA, 2012） 
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・ 食中毒事例では、原因食品が冷蔵保存（10℃以下）あるいは高

温保存（45℃以上）されていないことが多い。 

（FDA, 2012） 
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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） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 クロノバクター・サカザキ  

（２）分類   

① 菌種名 Cronobacter sakazakii  

② 染色性 グラム陰性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成しない。  

(３)特徴   

① 分布 土壌等の自然環境中に広く分布している。  

② 運動性 周毛性鞭毛を持ち運動する。  

③ 毒素産生性   

④ その他   

（４）発育条件   

① 温度域 6～45℃  

② pH域   

③ 水分活性   

（５）発育至適条件   

① 温度域 37～43℃  

② pH域   

③ 水分活性   

（６）分離・検査方法 ○乳児用調製粉乳からの分離（例） 

・ 検体に10倍量のBPWを加え、36±1℃、24±2時間培養する。

遠心により沈殿させた菌にPBSを加え、1白金耳をDFI 

chromogenic agar及び R&F agar with chromogenic plating agar 

に塗抹し、36±1℃、18～24時間培養する。定型集落を釣菌し、

PCR法により同定する（FDA）。 

 

（７）特記 水分活性の低い食品（例：調製粉乳）中で長期間生存できる。  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

乳幼児用調製粉乳  

（２）汚染経路 3つの経路が考えられている。 

・ 調製粉乳の製造に用いられる未処理の原材料から菌が混入す

る。 
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・ 殺菌後の製品や乾燥原料が菌に汚染される。 

・ 授乳前の調乳時に菌に汚染される。 

（厚生労働省a） 

（３）汚染実態 【国内】 

○流通 

・ 2006年11月～2008年2月に購入した乳幼児用調製粉乳149製

品（国産品61製品、輸入品88製品）のうち、国産品は4製品（7

％）、輸入品は5製品（6％）が陽性であった。 

（Oonaka et al., 2010） 

・ 2007年度に国産の乳幼児用調製粉乳200製品を調査した結

果、6製品（3％）が陽性であった（五十君, 2008）。 

 

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

菌株により熱抵抗性の違いが大きい。 

D値※：3.6分（60℃）（ATCC29004株） 

1.9分（60℃）（HT022株） 

1.6分（52℃）（HT028株） 
※ある条件において菌数を1/10に減少させるために必要な時間 

（五十君, 2008） 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 感染型  

（２）潜伏期間 数日間  

（３）症状 ・ 1歳未満の乳幼児が感染した場合、発熱、食欲不振、発作等を

起こすほか、菌が血行性に脳や脊髄に侵入し、髄膜炎を引き

起こす（CDC）。 

・ 成人が感染した場合は、その症状はかなり軽度である。 

（FDA, 2012） 

 

（４）有症期間 2～8週間程度（FDA, 2012）  

（５）予後 乳幼児が発症した場合の致死率は10～80％と高い（FDA, 2012）。  

（６）発症に必要な菌数 10～100個程度と推定されている（FDA, 2012）。  

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 報告数 －  

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 －  

② 推定数 ・ 英国で1992～2007年に行った調査により、人口100万人当たり

の年間患者数は、月齢が1か月未満で17.60人、1～11か月で

2.06人、1～4歳で0.70人と推定された（JEMRA, 2008）。 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 －  
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（２）海外 ・ 1988年、米国テネシー州で乳児用調製粉乳が原因の敗血症や

髄膜炎を主徴とする食中毒が発生した（患者数：新生児4名） 

・ 2001年、米国テネシー州で乳児用調製粉乳が原因の食中毒が

発生した（患者数：幼児10名、死者：1名）。 

・ 2009年、米国ニューメキシコ州で乳児用調製粉乳が原因の食

中毒が発生した（患者数：幼児2名） 

（FDA, 2012） 

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【厚生労働省】 

・ ホームページにおいて、WHO/FAOが公表した‘Safe 

preparation, storage and handling of powdered infant formula’ 

の仮訳及び概要（パンフレット）を公開し、予防法を母子健康手

帳等で紹介している。 

〈主な内容〉 

 乳児用調製粉乳の調乳の際、使用する湯は70℃以上を保

つ。 

 調乳後は直ちに冷やす。 

 2時間以内に使用しなかったミルクは廃棄する。 

（厚生労働省b, 厚生労働省c） 

 

（２）海外 【ＷＨＯ】 

・ Safe preparation, storage and handling of powdered infant 

formula 

〈主な内容〉 

 乳児用調製粉乳の調乳の際、使用する湯は70℃以上を保

つ。 

 調乳後は直ちに冷やす。 

 2時間以内に使用しなかったミルクは廃棄する。 

（WHO in collaboration with FAO, 2007） 

【Codex】 

・ Code of hygienic practice for powdered formulae for infants 

and young children 

乳児用調製粉乳中のエンテロバクター・サカザキについて、

微生物規格を設定している。 

（Codex, 2008） 

 

【EU】 

・ COMMISSION REGURATION (EC) No 2073/2005 of 15 

November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. 
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乳児用調製粉乳中のエンテロバクター・サカザキについて、

微生物規格を設定している。 

（EU, 2005） 

 

【豪州】 

・ Australia New Zealand Food Standards Code – Standard 1.6.1 – 

Microbiological limits in food 

乳児用調製粉乳中のクロノバクターについて、微生物規格を

設定している（FSANZ）。 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【JEMRA】 

・ Enterobacter sakazakii and Salmonella in powdered infant 

formula: Meeting report. 

乳児用調製粉乳の製造時に熱処理をすることで、エンテロバ

クター・サカザキのリスクを減少させることができる（p.27）。調乳

時に70℃の水を使うことで、10～20℃の水を使った場合に比

べ、リスクが10万分の1以下に減少する（p.32）。 

（JEMRA, 2006） 

・ Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in powdered 

follow-up formula: Meeting report. 

エンテロバクター・サカザキの低減には、一般的な衛生管理

が有効である。また、無菌状態の製品を調乳、授乳段階で汚染

することのないよう、育児する者への教育等も重要である（p. 

59）。 

（JEMRA, 2008） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

－  

９ その他参考となる情報 ・ 国内で2例本菌による感染事例（多発性脳膿瘍をきたした極低

出生体重児、敗血症をきたした極低出生体重児）を確認した

が、感染経路は特定されなかった（五十君 , 2008; 寺本ほか , 

2009）。 

・ 本感染症による新生児髄膜炎は1958年にイギリスで初めて発

生が確認された（国立感染症研究所, 2008）。 

・ 1958年以降、乳幼児のクロノバクター属菌（クロノバクター・サカ

ザキ以外を含む）感染症が120件報告されている（FDA, 2012）。 

 

10 参考文献 ・ CDC. Cronobacter. 
http://www.cdc.gov/cronobacter/definition.html （accessed 
July 26, 2016.） 

・ Codex. 2008. Code of hygienic practice for powered formulae 

 

http://www.cdc.gov/cronobacter/definition.html
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https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrch
Num=200734003A (accessed July 28, 2016.) 

・ 厚生労働省a. 育児用調製粉乳中のEnterobacter sakazakiiに
関するQ&A（仮訳） 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa

http://www.fao.org/input/download/standards/11026/CXP_066e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2073
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM297627.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM297627.pdf
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm289378.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm289378.htm
https://www.legislation.gov.au/Details/F2016C00172
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0707e/a0707e00.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/mra15_sakazaki.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/mra15_sakazaki.pdf
http://www0.nih.go.jp/JJID/63/103.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif_guidelines.pdf
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=200734003A
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=200734003A
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/050615-1.html


クロノバクター・サカザキ ©農林水産省 

32 

/050615-1.html (accessed August 18, 2016) 
・ 厚生労働省b. 乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱

いに関するガイドラインについて. 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa
/070604-1.html (accessed August 18, 2016) 

・ 厚生労働省c. 母子健康手帳について. 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kod
omo_kosodate/boshi-hoken/kenkou-04.html (accessed August 
18, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2008. CODEXで、乳児用調製粉乳の微生
物規格に加えられたエンテロバクター・サカザキ. 病原微生物検
出情報（IASR）, 29, 223-224. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/342/dj3426.html 
(accessed July 28, 2016) 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/050615-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/070604-1.html
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http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/342/dj3426.html
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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） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 セレウス菌  

（２）分類   

① 菌種名 Bacillus cereus  

② 染色性 グラム陽性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成する。  

（３）特徴   

① 分布 土壌、植物等の自然環境中に広く分布する。   

② 運動性 周毛性の鞭毛を有し、運動する。   

③ 毒素産生性 嘔吐型：嘔吐毒（セレウリド） 

・ 菌が食品中で増殖するときに産生する（食品とともに嘔吐毒を

摂取することにより、嘔吐型食中毒が発生）。 

・ 嘔吐毒は、121℃で30分の加熱、4℃で60日間の冷蔵、pH 2～

11の条件下でも安定。 

（FDA, 2012） 

下痢型：下痢毒 

・ 食品とともに摂取された菌が、小腸内で増殖するときに産生す

る。 

（FDA, 2012） 

・ ペプシンやトリプシンなどの酵素や、60℃以上の加熱、pH4以下

の酸性条件などによって失活する。 

（国立感染症研究所） 

 

④ その他 ・ 我が国におけるセレウス菌食中毒は嘔吐型が大半である。 

・ 鞭毛（H）抗原により26の血清型に型別されている。 

（(公社)日本食品衛生協会, 2015） 

・ 自然環境からよく分離される本菌と食中毒の原因となる本菌と

の区別にはデンプン分解能検査が役立つ。後者がデンプン非

分解菌である。 

（国立感染症研究所） 

・ 重篤な症状の食中毒事例（死者3名）の菌株から、新たに同定

されたサイトトキシンが分離された。 

（FDA, 2012） 
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（４）発育条件   

① 温度域 10～48℃   

② pH域 4.9～9.3   

③ 水分活性 0.91以上   

（５）発育至適条件   

① 温度域 28～35℃   

② pH域 6～7   

③ 水分活性 0.98   

（６）分離・検査方法 ・ 食品からの分離（例）  

リン酸緩衝液で希釈した試料液を選択分離培地（NGKG寒天培

地（NaCl-Glycine-Kim and Goopfert Agar）等）塗抹し、32℃で24

～48時間培養する。セレウス菌として判別困難な集落について

は、再分離後、生化学的性状等を確認する。 

PCR法でセレウリド遺伝子の検出を行う。 

・ 分離菌株の下痢毒産生試験にはRPLA法等を用いる。 

・ 食品中の嘔吐毒の検出にはLC/MS法等を用いる。 

（(公社)日本食品衛生協会, 2015） 

 

（７）特記 ・ 高濃度（7.5％）の食塩存在下でも増殖できる。 

（FDA, 2012） 

・ 4～10℃の低温でも増殖する菌株が存在する。 

（EFSA, 2005） 

 

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 嘔吐型：穀類と複合調理食品（焼き飯、スパゲティ等） 

・ 下痢型：食肉製品や野菜、これらを材料としたスープ類 

（国立感染症研究所） 

 

（２）汚染経路 自然環境中に広く分布しており、穀類、食肉等様々な食品を汚染す

る。 

 

（３）汚染実態 【国内】 

◯流通 

・ 市場に流通する各種食材、加工食品、調理食品等の全検体の

セレウス菌汚染率は10％（510/4977）であった（表1）。菌濃度が

104 cfu※/g以上の陽性検体は4％（21/510）であった。陽性検体

から分離された1,436株のうち556株がデンプン非産生菌であ

り、そのうち70株が嘔吐毒を産生していた（新井ほか, 2012）。 
※colony forming unit の頭文字を取ったもの。単一の細胞から形成さ
れた個々のコロニー（細胞が培地上で目に見える大きさまで円形に集
まったもの）の数で示されるもの。円形状の単一のコロニーが得られ
るよう、試料の懸濁液を適切な濃度に希釈して検査する。 
cfu/gは、1gの試料に何個の細胞が含まれているかを示す単位。 

・ 食品一般における汚染菌量は概して低く、10～103 cfu/gの範囲

にあることが知られている（食品安全委員会, 2011）。 
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【海外】 

◯流通 

・ セレウス菌は、ほとんど全ての食品分類から分離される。生の

果実・野菜、生のハーブ、乾燥食品、生乳、貯蔵前の加工食品

は、通常、100芽胞/g未満の菌を含む。ただし、一部のハーブ・

スパイスには、1,000芽胞/gを超える菌が存在するとの報告もあ

る（EFSA, 2005）。 

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

・ 芽胞形成菌のため、通常の加熱調理条件では死滅しない。 

・ D値※：栄養細胞は1.2～8.0分（100℃） 

芽胞細胞（デンプン分解菌）は4.1～7.0分（95℃） 

芽胞細胞（デンプン非分解菌）は6.3～25分（95℃） 

（(公社)日本食品衛生協会, 2015） 
※ある条件において菌数を1/10に減少させるために必要な時間 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 食品内毒素型（嘔吐型）又は生体内毒素型（下痢型）  

（２）潜伏期間 ・ 嘔吐型：0.5～6時間 

・ 下痢型：6～15時間 

 

（３）症状 ・ 嘔吐型：吐き気や嘔吐が主徴。黄色ブドウ球菌食中毒の症状

と似ている。 

・ 下痢型：腹痛を伴う水様性下痢が主徴。嘔吐はほとんどない。 

（FDA, 2012） 

 

（４）有症期間 1日程度  

（５）予後 一般的に良好だが、まれに肝不全で死亡する事例もある。 

（FDA, 2012） 

 

（６）発症に必要な菌数 ・ 発症菌数は105～108個と考えられている。 

（FDA, 2012） 

・ 食品の菌濃度が103～105 cfu/gであった事例もある。 

（EFSA, 2016a） 

 

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 実報告数 ・ セレウス菌食中毒発生状況（厚生労働省「食中毒統計」） 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数（件） 10 2 8 6 6 

患者数（人） 122 4 98 44 95 

  

 

② 推定数 －  

（２）海外   
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① 実報告数 【米国】 

・ バチルス属菌食中毒発生状況 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

事件数（件） 17 11 6 13 20 

患者数（人） 296 182 102 123 402 

（CDC） 

【EU】 

・ 2007～2014年の間に、加盟国から報告されたセレウス菌食中

毒事例（強い証拠があるもの）は413件あり、患者数は6,657人

（うち入院患者数は352人）であった。 

（EFSA, 2016a） 

 

② 推定数 【米国】 

・ セレウス菌による年間の食中毒の患者数は63,400名、入院患

者は20名、死者は0名と推定。 

（Scallan et al., 2011） 

 

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 2001年に熊本県であん入り餅を原因とする患者数346人の嘔

吐型食中毒が発生。 

（国立感染症研究所感染症情報センター. 2002） 

・ 2008年に大阪府で、家庭での昼食調理食品を原因とする患者

数3人（うち死者1人）の食中毒が発生。 

・ 2015年に群馬県で、ケバブを原因とする患者数42人の食中毒

が発生。 

（厚生労働省） 

 

（２）海外 欧米諸国では、野菜サラダ、肉料理、魚料理、土鍋料理、スパゲッ

ティや米飯の調理・加工食品、チーズや粉乳を加えたバニラ・スラ

イス等が原因食品としてあげられ、国内と様相が異なる。 

（(公社)日本食品衛生協会, 2015） 

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 
 

 

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 「食品衛生法」により、セレウス菌を清涼飲料水、食肉製品、魚

肉練り製品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品の総合衛生管

理製造過程制度における危害要因と定めている。 

・ 「育児用調製粉乳の衛生的取扱いについて」により、食品安全

委員会から、食品健康影響評価の結果、調製粉乳中のセレウ

ス菌に関しては調乳後の適切な取扱いが重要である旨の通知

があったことを情報提供。  

（厚生労働省, 2005） 
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【その他】 

・ (公社)日本食品衛生協会ホームページ「知ろう！防ごう！食中

毒」の「セレウス菌食中毒」において、予防法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 調理する時は、十分に加熱する。  

 調理する時は、食べきれる量だけを作り、大量に料理して

残さないようにする。  

 チャーハン、ピラフなどを室温に長時間放置し、その後、食

べることは絶対にしない。 

（(公社)日本食品衛生協会） 

（２）海外 －  

７ リスク評価事例   

（１）国内 【食品安全委員会】 

・ 調製粉乳にセレウスの規格基準を設定することに係る食品健

康影響評価 

低出生体重児が調製粉乳を摂取することにより、セレウスに

よる全身性感染症に罹患する食品健康影響（リスク）は、現時

点において極めて低いと考えられる。 

国内に流通している調製粉乳中のセレウスの汚染実態は

100/g（MPN法）よりはるかに低いため、100/gの基準値を設定

したとしても、リスクに影響を及ぼすとは考えにくい。調乳後に

適切な取り扱いが行われるようにするための指導等が重要と

考えられる。 

（食品安全委員会, 2005） 

 

（２）海外 【EU】 

・ Risks for public health related to the presence of Bacillus 

cereus and other Bacillus spp. including Bacillus thuringiensis 

in foodstuffs.  

セレウス菌グループ（B. cereus, B. thuringiensis など計8種）

による食中毒事例の多くは、食品の菌濃度が105 cfu/g以上で

ある。しかし、嘔吐型食中毒・下痢型食中毒の両方で、食品の

菌濃度が103～105 cfu/gであった事例がある。 

セレウス菌グループの主な管理手段は、食品を7℃以下（で

きれば4℃以下）に維持することである。他の手段としては、加

熱や高圧処理等がある。ただし、栄養細胞は不活化できても、

芽胞は不活化できない手段も含まれる。食品製造で嘔吐毒を

不活化できる手段はない。 

（EFSA, 2016b） 
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８ 今後必要とされるデー

タ 

・ 嘔吐毒の簡易な検出方法 

・ セレウス菌以外のバチルス属菌の病原性や汚染実態等 

 

９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ CDC. Foodborne Outbreak Online Database. 
http://wwwn.cdc.gov/foodborneoutbreaks/Default.aspx 
（accessed July 21, 2016） 

・ EFSA, 2005. Opinion of the Scientific Panel on Biological 
Hazards on Bacillus cereus and other Bacillus spp in foodstuffs. 
EFSA J., 175, 1-48. 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output
/files/main_documents/175.pdf  

・ EFSA, 2016a. Public health risks of the Bacillus cereus group.  
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160720  

（accessed July 28, 2016） 
・ EFSA, 2016b. Risks for public health related to the presence of 

Bacillus cereus and other Bacillus spp. including Bacillus 
thuringiensis in foodstuffs. EFSA J., 14(7), 4524.  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4524  
・ FDA, 2012. Bacillus cereus and other Bacillous species. Bad 

Bug Book, Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural 
Toxins. 2nd Ed. 
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Caus
esOfIllnessBadBugBook/default.htm 

・ Scallan E, et al., 2011. Foodborne Illness Acquired in the United 
States—Major Pathogens. Emerg Infect Dis. 17, 1, 7-15. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375761/pdf/0

9-1101p1_finalR.pdf  
・ 新井ほか. 2012. 各種食品のセレウス菌汚染状況と分離菌株の
嘔吐毒産生性. Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst. Pub. Health, 63, 
173-179.  
http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/archive/issue/kenkyunenpo
/nenpo63/18arai.pdf  

・ 厚生労働省. 食中毒事件一覧速報.  
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou
/shokuhin/syokuchu/04.html （accessed July 21, 2016） 

・ 厚生労働省, 2005. 平成17年6月10日付け食安基発第0610001
号・食安監発第0610001号. 育児用調製粉乳の衛生的取扱いに
ついて.  

・ 国立感染症研究所. セレウス菌感染症とは. 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/427-cereus-intr
o.html （accessed July 21, 2016） 

・ 国立感染症研究所感染症情報センター. 2002. あん入り餅を原
因とする嘔吐型セレウス菌による食中毒事例－熊本市. IASR, 
23(4), 93-94. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/266/kj2661.html  

・ 食品安全委員会. 2005. 平成17年5月19日付け府食第524号. 
食品健康影響評価の結果の通知について. 

 

http://wwwn.cdc.gov/foodborneoutbreaks/Default.aspx
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/175.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/175.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160720
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4524
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/default.htm
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/default.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375761/pdf/09-1101p1_finalR.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3375761/pdf/09-1101p1_finalR.pdf
http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/archive/issue/kenkyunenpo/nenpo63/18arai.pdf
http://www.tokyo-eiken.go.jp/files/archive/issue/kenkyunenpo/nenpo63/18arai.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/427-cereus-intro.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/427-cereus-intro.html
http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/266/kj2661.html
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http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cereus170520.pdf  
・ 食品安全委員会. 2011. ファクトシート「セレウス菌食中毒 

(Bacillus cereus foodborne poisoning)」.  
https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets/06bacillus_cereus.pdf 
（accessed July 21, 2016） 

・ (公社)日本食品衛生協会． 知ろう！防ごう！食中毒. セレウス
菌食中毒.  
http://www.n-shokuei.jp/eisei/sfs_index_s08.html (accessed 
July 21, 2016) 

・ (公社)日本食品衛生協会．2015．食品衛生検査指針 微生物編 

2015; 324-339．ISBN 978-4889250725． 

 

http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cereus170520.pdf
https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets/06bacillus_cereus.pdf
http://www.n-shokuei.jp/eisei/sfs_index_s08.html
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表1 食品のセレウス菌汚染状況 

 

食品の分類 検体総数 陽性検体数 陽性率(%) 備考 

水産食品 3 0 0  

水産加工食品 114 14 12  

畜産食品 2 0 0  

畜産加工食品 42 3 7  

その他の動物性食品 7 3 43  

農産食品 34 17 50 104 cfu/g以上の検体あり 

農産加工食品 1158 152 13 104 cfu/g以上の検体あり 

惣菜 1113 52 5 104 cfu/g以上の検体あり 

惣菜半製品 7 2 29  

パン類・菓子類 707 37 5 104 cfu/g以上の検体あり 

飲料 59 4 7  

油脂 9 0 0  

複合調理食品 360 7 2 104 cfu/g以上の検体あり 

その他の食料品 1355 219 16 104 cfu/g以上の検体あり 

食品添加物 7 0 0  

計 4977 510 10  

 

 



腸炎ビブリオ ©農林水産省 

41 

 

食品安全に関するリスクプロファイルシート（検討会用） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 腸炎ビブリオ  

（２）分類   

① 菌種名 Vibrio parahaemolyticus  

② 染色性 グラム陰性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成しない  

（３）特徴   

① 分布 ・ 沿岸の海水や海底の泥土中に生息する(熊谷進他編, 2003)。 

・ 海水中では、海水温が20℃以上の時に活発に増殖するが、15

℃以下の時は増殖が抑制される（西渕, 2009）。 

 

② 運動性 ・ １本の鞭毛を持ち運動する。 

・ 固体培地では周囲に側毛を形成。 

（坂崎, 2000） 

 

③ 毒素産生性 ・ 腸炎ビブリオの病原性菌株に汚染された食品の喫食により腸

管に到達した腸炎ビブリオが増殖し、感染型の食中毒を引き起

こすと考えられている。病原性株を他の腸炎ビブリオと区別す

る上で重要な病原因子は、耐熱性溶血毒 (TDH, termostable 

direct hemolysin) と TDH 類 似 溶 血 毒 (TRH, TDH-related 

hemolysin)である。これらの因子の一方又は両方を産出する能

力を有する株が病原性を有すると考えられている。 

<TDH> 

・ 溶血性、細胞毒性、腸管毒性及び心臓毒性を示す。 

・ 我妻培地上で産出された大量のTDHによって起こる明確な

β溶血反応は神奈川現象と呼ばれる。 

<TRH> 

・ TDHに類似する毒素であるが、易熱性であり、各種動物の

赤血球に対する溶血活性もTDHと異なる。 

（坂崎, 2000; 荒川, 2004） 

 

④ その他 ・ 好塩性（1-8％、至適濃度は2-3％）である（坂崎, 2000）。 

・ 増殖速度は条件によって異なるが、極めて早い（至適条件下で

の世代時間は10-13分）（坂崎, 2000）。 

・ 血清型はＯ抗原、K抗原の組み合わせによる（石橋他, 2000）。 
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（４）発育条件   

① 温度域 10-42℃    （坂崎, 2000）  

② pH域 5.5-9.6     （坂崎, 2000）  

③ 水分活性 0.94以下では増殖しない     （藤井, 2006）  

（５）発育至適条件   

① 温度域 35-37℃    （坂崎, 2000）  

② pH域 7.6-8.0     （坂崎, 2000）  

③ 水分活性 －  

（６）分離・検査方法 ・ 成分規格として、腸炎ビブリオ最確数を求める場合、次の方法

が厚生労働省により定められている。 

① 検体25 ｇにPBS（3％食塩）225 mlを入れ、ストマッキング処

理し、検体の10倍希釈液を作成し試料とする。次に検体の10倍

希釈液1 mlをPBS（3％食塩）9 mlの入った試験管に入れ、検体

の100倍希釈液を作成する。 

② 検体の10倍希釈液及び100倍希釈液をアルカリペプトン水

10 mlの入った3本の試験管にそれぞれ1 mlずつ接種し、また、

検体の100倍希釈液をアルカリペプトン水10 mlの入った3本の

試験管に0.1 mlずつ接種する。 

③ 37℃、1夜培養後、各試験管の上層の1白金耳をTCBS寒

天培地に塗抹し、37℃、1夜培養する。培地上の腸炎ビブリオと

推定される集落を同定し、各段階に希釈した試験管の陽性本

数を最確数表にあてはめて、1 gあたりの最確数を求める。 

（厚生労働省, 2001） 

・ 腸炎ビブリオの同定は、TSI試験、耐塩性試験、VP試験、およ

びリシン脱炭酸試験の結果に基づいて判定する。 

・ 我が国における食品中の腸炎ビブリオに関する規格基準で

は、ゆでだこ、ゆでがにの腸炎ビブリオ検査法（定性試験）（公

定法）、切り身、むき身の生食用鮮魚介類の腸炎ビブリオ検査

法（定量試験）（公定法と公定法の別法）などがある。 

・ サンプル中の腸炎ビブリオ菌数の定量的測定には、MPN（most 

probable number）法が用いられる。腸炎ビブリオに特異的な遺

伝子および塩基配列に注目しPCR法を利用した定性試験およ

び定量試験が開発されている。また、食中毒の原因となる病原

性菌株を標的とした毒素遺伝子（tdh遺伝子およびtrh遺伝子）

検出法も広く利用されている。 

（森地, 2009; 西渕, 2009） 

 

（７）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 

・ 水産食品（刺身、貝類、かに調理・加工品等）  

・ 二次汚染による各種食品 

（食品安全委員会, 2012） 

 

（２）汚染経路 ・ 主な生息場所は海洋及び汽水域、特に沿岸部に多い。水温が

15℃前後以上になると、動物プランクトンの増殖に伴って水中

でみられるようになり、魚介類を汚染する（西渕, 2009）。 

・ 手指、調理施設・器具等による交差汚染（食品安全委員会 , 

2012）。 

・ 腸炎ビブリオ食中毒の発生要因は、交差汚染（手指、調理施設

・器具等）（42.2％）が最も多く、次いで原材料（28.7％）、長時間

放置（不適切な温度管理、作り置き、前日調理、持ち帰り）

（20.8％）などが主である（熊谷ほか, 2003）。 

 

（３）汚染実態 ・ 主に魚介類、特にフィルターフィーダーの機能を果たす二枚貝

は汚染頻度及び割合が高い（西渕, 2009）。 

・ 消費者が直接入手する小売店などの消費端末で購入した、二

枚貝及び鮮魚の腸炎ビブリオ汚染実態調査結果は以下のとお

り（厚生労働省科学研究費補助事業, 2008; 2009）。 

表 tdh遺伝子陽性腸炎ビブリオの汚染実態 

検体 
(検体採取時期) 

検体数 
陽性 
検体数 

陽性率 
（%） 

TDH産生株 
分離検体数 

二枚貝及び鮮魚
(2008年6-11月) 

407 25 6.1 6 

二枚貝 

(2009年7-11月) 
189 24 12.7 7 

（国産 66 3 4.5 0 

（輸入 123 21 17.0 7 

  

 

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

・ 食塩非存在下（水道水及び蒸留水中）では急速に死滅する。 

・ 通常の加熱料理で容易に死滅する。 

・ 3％の食塩加TSB（Tryptic Soy Broth）培地（pH5.0～8.0）中で、

53℃でのD値※は0.9～4.0分（53℃） 

※最初に生存していた菌数を1/10に減少させるのに要する加熱時間 

（坂崎, 2000） 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 感染型  

（２）潜伏期間 6～24時間（平均12時間）（本田, 2009; 杉山, 2008）  

（３）症状 激しい腹痛と下痢（水様性又は粘液性）が主症状で、しばしば発熱

や嘔吐が見られる。（荒川, 2004） 

 

（４）有症期間 2～3日間で回復（吉田, 2002）  
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（５）予後 下痢などの主症状は一両日中に軽快し、回復する。高齢者では低

血圧、心電図異常などがみられることもあり、死に至ることもある。

（荒川, 2004） 

 

（６）発症に必要な菌数 ・ ボランティア実験や偶然の実験室感染のデータから、10万（1×

105）以上の菌数の病原性菌株により発症する（西淵, 2009）。 

・ 我が国でのデータ等を元に、FDAの評価書で腸炎ビブリオの用

量反応関係について検討されている。当該評価書では、神奈

川現象が陽性である病原性株が用いられていること等の条件

を満たした三つのヒトへの投与実験データが用いられている。こ

れらのデータは、計20名のボランティアに2×102-1×109cfu注の

用量の腸炎ビブリオの投与で、9名が胃腸炎症性を示したこと、

2×102及び2×105の投与では疾病が無かったことが報告されて

いる。（FDA, 2005） 

（注：細菌の数を表す単位で、集落形成単位（Colony Forming Unit）の

略） 

 

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 報告数 ・ 腸炎ビブリオ食中毒発生状況 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数（件） 9 9 9 6 3 

患者数（人） 87 124 164 47 224 

（厚生労働省「食中毒統計」） 

 

・ 2000-2009年までに発生した腸炎ビブリオ食中毒の患者数を年

齢区分別にまとめると、50歳代の割合が最も高く（21.6%）、次い

で60歳代（16.0%）、40歳代（14.1%）の順となっている。腸炎ビブリ

オは全ての年齢層に感受性があるが、生鮮魚介類を食べる機

会の少ない新生児や乳幼児の患者数は少ないことが示されて

いる（食品安全委員会, 2012）。 

 

・ 日本では血清型O４：K4、O４：K８及びO１：K５６による食中毒が

多かったが、1996年以降は血清型O３：K６による食中毒が主流

になっている（Obata et al., 2001; Yamazaki et al., 2003）。 

 

② 推定数 ・ 日本全国の腸炎ビブリオによる下痢症患者数は、食中毒患者

報告数よりも大幅に多いことが示唆されている。 

（厚生労働省, 2009）。 

・ 宮城県における腸炎ビブリオ食中毒推定患者数は、10万人当

たり100人（2005年度）と算出された（Kubota et al., 2011）。 

 

（２）海外   

① 実報告数 ・ 米国においては、カキへの汚染の報告あり（西渕, 2009）。  
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・ 我が国の輸入食品を多く生産しているアジアでは、年中高温な

東南アジア諸国から輸入される魚介類は年中腸炎ビブリオによ

る汚染が確認されている、また近年輸入が盛んな韓国な中国

などの東アジアでも、夏場の海水温が高い時期に汚染が多くみ

られる（西渕, 2009; 中口, 2005）。 

② 推定数 －  

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 1998年に、滋賀県において、給食弁当を原因とする患者数

1167名の食中毒が発生した（国立感染症研究所, 1999）。 

・ 2007年に宮城県で製造されたイカ塩辛を原因食品とした大規

模食中毒事件が発生し、患者総数は620名で1都8県に及んだ。

食中毒患者便からは従来法で、原因食品からはPCRとK6免疫

磁気ビーズと増菌法を組み合わせた方法で腸炎ビブリオO3：

K6 耐熱性溶血毒（TDH）陽性が検出された（加藤ほか, 2008）。 

 

（２）海外 －  

６ 食中毒低減のための

措置・取組 
 

 

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 食品衛生法に基づき、生食用の魚介類の調理については、食

品、添加物等の規格基準に食品一般の製造、加工及び調理基

準として、飲用適の水で十分に洗浄し、製品を汚染するおそれ

のあるものを除去しなければならないと定められている。 

・ 生食用鮮魚介類等に、腸炎ビブリオに関する表示基準（生食用

である旨の表示等）及び規格基準（ゆでだこ、生食用生鮮魚介

類、生食用かきにおける成分規格等）が定められている。 

・ 規格基準等の設定に際し、魚介類及び活魚の輸送の際に腸炎

ビブリオ汚染がない海水を使用すること、生食用鮮魚介類等は

低温で保存すること等について、関係営業者に対する指導及

び消費者に対する普及啓発を行うよう通知を発出している。 

 

【その他】 

・ （公社）日本食品衛生協会は、ホームページ「知ろう！防ごう！

食中毒」で腸炎ビブリオの予防方法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 魚介類は十分に加熱して食べる。 

 調理する直前まで冷蔵庫等（5℃以下）で保存する。 

 調理した刺身はできるだけ早く食べる。 

 他の食品と接触しないよう、冷蔵庫に食品を詰め込みすぎ

ない。 
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 魚介類を調理する際は、真水でよく洗う。  

 使った調理器具は、よく洗い、熱湯等で殺菌する。 

(日本食品衛生協会, 2010) 

（２）海外 【Codex】 

・ Guidelines on the application of general principles of food 

hygiene to the control of pathogenic Vibrio species in seafood. 

海産食品のビブリオ属菌に関する衛生実施規範並びに二枚

貝中の腸炎ビブリオ及びビブリオ・バルニフィカスの管理手法に

関する付属文書が定められている（Codex, 2010）。 

 

【カナダ】 

・ Biological, Chemical and Physical Standards for Food 

生カキ中の腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus, Vp)につい

て、微生物規格を設定している（CFIA, 2016）。 

 

【米国】 

・ FDAは、特に免疫力の弱まっている人は腸炎ビブリオ食中毒に

なると症状が重くなる可能性が高いので、生又は加熱不十分な

カキを避けるよう注意を喚起するとともに、カキの調理法を紹介

している（FDA, 2006）。 

 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【JEMRA】 

・ Risk assessment of Vibrio parahaemolyticus in seafood 

カキ、アカガイ、アジにおける腸炎ビブリオのリスク評価を実施 

(JEMRA, 2011)。 

生カキについて、モデルを用い、豪州・カナダ・日本・ＮＺの疾

患のリスクを評価した。アカガイについて、発展途上国、特にタ

イにおけるデータを元に定量的リスク評価を行った。日本で消

費されるアジについて、漁獲後または調理中の洗浄によるリス

ク軽減について評価を行った。 

 

・ Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of 

Microbiological Hazards in Foods Hazard identification, 

exposure assessment and hazard characterization of 

Campylobacter spp. In broiler chickens and Vibrio spp. in 

seafood  

水産食品中のビブリオ属細菌についてリスク評価を実施 

(JEMRA, 2001) 
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公衆衛生及び貿易に影響のある海産製品におけるビブリオ

属細菌のリスク評価を行った。メンバー国によるリスク評価を用

いて一般化し、他国に用いることができるか検査した。リスク評

価モデルを、違う製品及び国内外で関心の高い生物に適合す

る可能性を調査した。 

 

【米国】 

・ Quantitative Risk Assessment on the Public Health Impact of 

Pathogenic Vibrio parahaemolyticus in Raw Oysters 

生カキ中の病原性腸炎ビブリオの公衆衛生に与える影響に

関する定量的リスク評価書（FDA, 2005） 

シュミレーションモデルを用い、食中毒発生に貢献している要

素を明確にするとともに、違った管理手法による公衆衛生に与

えるインパクトを評価した。 

 

【EU】 

・ Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures 

relating to Public Health on Vibrio vulnificus and Vibrio 

parahaemolyticus (in raw and undercooked seafood) 

欧州委員会が生鮮及び加熱不十分な魚介類料理中のビブ

リオ・バルニフィカス及び腸炎ビブリオの公衆衛生に関する獣

医施策に関する科学委員会の意見書を公表。 （EU, 2001） 

ビブリオ・バルニフィカス及び腸炎ビブリオの発生率の定量化は

できなかったが、EUにおけるリスクは低いと思われる。生の海産

物の消費及び国際取引の増加は、EUにおけるビブリオ・バルニ

フィカス及び腸炎ビブリオの発生率を増加させるかもしれない。 

８ 今後必要とされるデー

タ 

－  

９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ ＣＦＩＡ. Biological, Chemical and Physical Standards for Food.  
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulati
ons/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation
-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standar

ds/eng/1425911733400/1425914896183 （accessed 
September 2, 2016）  

・ Codex. 2010. Guidelines on the application of general principles 
of food hygiene to the control of pathogenic Vibrio species in 
seafood. CAC/GL 73-2010. 

・ EU. 2001. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary 
Measures relating to Public Health on Vibrio vulnificus and 
Vibrio parahaemolyticus (in raw and undercooked seafood) 
http://old.wetgiw.gov.pl/files/4632_Vibrio%20out45_en.pdf 

 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/regulatory-initiatives/sfca/progress-on-the-consolidation-of-food-regulations/biological-chemical-and-physical-standards/eng/1425911733400/1425914896183
http://old.wetgiw.gov.pl/files/4632_Vibrio%20out45_en.pdf
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(Accessed July 29, 2016) 
・ FDA, 2005, Quantitative Risk Assessment on the Public Health 

Impact of Pathogenic Vibrio parahaemolyticus in Raw Oysters 
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/U
CM196915.pdf (Accessed July 29, 2016) 

・ FDA. 2006. Health warning about raw oysters from Pacific 
Northwest. 
https://aidsinfo.nih.gov/news/772/health-warning-about-raw-
oysters-from-pacific-northwest  (Accessed July 29, 2016) 

・ JEMRA. 2001. Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk 
Assessment of Microbiological Hazards in Foods Hazard 
identification, exposure assessment and hazard characterization 
of Campylobacter spp. In broiler chickens and Vibrio spp. in 
seafood.  

http://smas.chemeng.ntua.gr/miram/files/publ_280_11_2_2005.p
df (Accessed July 29, 2016) 

・ JEMRA. 2011. Risk Assessment of Vibrio parahaemolyticus in 
seafood. 
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/MRA_16_JE
MRA.pdf (Accessed July 29, 2016) 

・ Kubota K. et al. 2011. Estimating the burden of acute 
gastroenteritis and foodborne illness caused by Campylobacter, 
Salmonella, and Vibrio parahaemolyticus by using 
population-based telephone survey data, Miyagi Prefecture, 
Japan, 2005 to 2006. J Food Prot, 74(10), 1592-8. 

・ New Zealand Food Safety Authority. 2003. Risk profile: Vibrio 
parahaemolyticus in seafood. 
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Vi
brio-Science_Research.pdf (accessed August 24, 2015.) 

・ Obata H. et al. 2001. The trends of Vibrio parahaemolyticus 
foodborne outbreaks in Tokyo. 感染症学雑誌, 75, 485-489.  

・ Yamazaki M. et al. 2003. Epidemiological study of outbreaks and 
sporadic cases due to Vibrio parahaemolyticus –serotype O3:K6 
in Aichi Prefecture, Japan during 1988 to 2001. 感染症学雑誌, 
77, 1015-1023.  

・ 荒川英二. 2004. 感染症の話. 感染症発生動向調査週報2004
年第10週号 
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_10/k04_10.html 
（accessed July 29, 2016） 

・ 石橋正憲ほか. 2000. 腸炎ビブリオのＯＫ血清型組み合わせの
現状．日本細菌学雑誌, vol. 55, no. 3, 539-541. 

・ 加藤浩之ほか. 2008. イカ塩辛による腸炎ビブリオ食中毒事例. 
宮城県保健環境センター年報. 平成19年度年報 （No.26，
2008）. 48-50  

・ 熊谷進ほか編. 2003. 腸炎ビブリオ.HACCP: 衛生管理計画の
作成と実践 改訂データ編, 中央法規出版, 45-54 

・ 厚生労働省. 平成13年6月29日付食基発第22号厚生労働省医

http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM196915.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM196915.pdf
https://aidsinfo.nih.gov/news/772/health-warning-about-raw-oysters-from-pacific-northwest
https://aidsinfo.nih.gov/news/772/health-warning-about-raw-oysters-from-pacific-northwest
http://smas.chemeng.ntua.gr/miram/files/publ_280_11_2_2005.pdf
http://smas.chemeng.ntua.gr/miram/files/publ_280_11_2_2005.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/MRA_16_JEMRA.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/MRA_16_JEMRA.pdf
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Vibrio-Science_Research.pdf
http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/Risk_Profile_Vibrio-Science_Research.pdf
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薬局食品保健部基準課長通知「腸炎ビブリオの試験方法につ
いて」 

・ 国立感染症研究所. 1999. 腸炎ビブリオによる大規模食中毒の
発生事例：滋賀県. 病原微生物検出情報（IASR）, 20. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/20/233/dj2337.html (accessed July 
29, 2016) 

・ 坂崎利一. 2000. 3 Vibrio a Vibrio parahaemolyticus. 新訂 食水
系感染症と細菌性食中毒.中央法規出版, 153-167 

・ 食品安全委員会. 2012. 食品健康影響評価のためのリスクプロ
ファイル～生鮮魚介類における腸炎ビブリオ～（改訂版） 

・ 杉山寛治. 2008. 腸炎ビブリオ食中毒の変遷と現状 化学療法
の領域. 第24巻7号, 57-66 

・ 中口義次. アジアから世界に広がる新しい腸管感染症－腸炎ビ
ブリオ新クローンによる感染症－化学療法の領域第21巻4号, 

89-93 
・ 西渕光昭. 2009. 食品安全の事典 腸炎ビブリオ, 日本食品衛
生学会 朝倉書店, 109-114 

・ （公社）日本食品衛生協会. 2010. 知ろう！防ごう！食中毒. 腸
炎ビブリオ食中毒. 
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food
_poisoning/faq/page04.html (accessed July 29, 2016) 

・ 藤井建夫. 2006. 「腸炎ビブリオO３：K６株の増殖予測ソフト開発
のための基礎データ構築」平成18年度病原微生物データ分析実
験作業成果報告書. 1-19 

・ 本田武司. 2009. Vibrio parahaemolyticus食品由来感染症と食
品微生物. 中央法規出版, 207-215 

・ 森地敏樹. 2009. ビブリオ属菌検査法食品微生物検査マニュア
ル＜改訂第2版＞. 栄研化学株式会社, 186-191 

・ 吉田真一. 2002. 腸炎ビブリオ 戸田新細菌学＜改訂32版＞. 
南山堂, 583-586 

・ 小西良子. 2009. 平成21年度厚生労働省科学研究費補助事業 
食の安心・安全確保推進研究事業『細菌性食中毒の防止対策
に関する研究』：分担研究「腸炎ビブリオ食中毒の防止対策に関
する研究」, 87-139 

・ 小西良子. 2008. 平成20年度厚生労働省科学研究費補助事業 
食の安心・安全確保推進研究事業『細菌性食中毒の防止対策
に関する研究』：分担研究「腸炎ビブリオ食中毒の防止対策に関
する研究」, 122-165 

 

  

http://idsc.nih.go.jp/iasr/20/233/dj2337.html
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/faq/page04.html
http://www.n-shokuei.jp/food_safety_information_shokuei2/food_poisoning/faq/page04.html
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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） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 ビブリオ・バルニフィカス  

（２）分類   

① 菌種名 Vibrio vulnificus  

② 染色性 グラム陰性  

③ 酸素要求性 通性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成しない  

（３）特徴   

① 分布 ・ 低度好塩性であるため、主な生息場所は河口域から沿岸域。 

・ 中温性であり、水温が20℃を超えると盛んに増殖し、水環境に

普遍的に存在するようになる（篠田, 1998; 渡部, 2005）。 

 

② 運動性 １本の極鞭毛により活発に運動する（篠田, 1998; 渡部, 2005）。  

③ 毒素産生性 ・ 細胞溶解毒素（溶血毒素）、金属プロテアーゼ、RTX毒素など

多種類の毒素を細胞外に産生する。しかし毒性が極めて強い

毒素はなく、本菌感染症の発症には多種類の毒素や毒性因子

が複合的に関与している（Jones MK, 2009; 篠田, 2005; 三好, 

2008）。 

 

④ その他 ・ 汚染魚介類などを介して経口感染し、その後、血流中へと侵入

して敗血症を引き起こす。また創傷感染症の原因にもなる。し

かしながら、他のビブリオ属細菌とは異なり、胃腸炎や下痢症

はごく稀である（Jones MK, 2009; Tison DL, 1986; 三好, 2008）。 

・ 増殖には最適0.5％低度のNaClを要求するが、NaCl濃度8％以

上では増殖できない（篠田, 1998; 渡部, 2005）。 

・ 生化学的性状は腸炎ビブリオに似るが、ラクトースを炭素源とし

て利用できることで区別される（篠田, 1998; 渡部, 2005）。 

 

（４）発育条件   

① 温度域 8～43℃     （FDA, 2011）  

② pH域 5.0～10.0    （FDA, 2011）  

③ 水分活性 0.96         （FDA, 2011）  

（５）発育至適条件   

① 温度域 －  

② pH域 －  

③ 水分活性 －  
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（６）分離・検査方法 ・ 2％NaClを含むアルカリペプトン水などで増菌培養を行った後、

TCBS（thiosulfate citrate bile salts sucros）寒天培地などの選

択培地に塗沫し、37℃で18〜24時間培養する。形成された典

型的な集落を釣菌し、各種の生化学試験などを行い同定する。

さらに、本菌であることを確認するため、細胞溶解毒素（溶血毒

素 ）の遺伝子 vvhA を対象と した PCR （ polymerase chain 

reaction）を行う（FDA, 2009; 渡部, 2005）。 

 

（７）特記 －  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

刺身や寿司など、調理された生の甲殻類や魚介類に限られる

（Inoue, 2008; 篠田, 1998; 松本, 2008）。 

 

（２）汚染経路 水温が15～20℃を上回る夏季には、汽水域から海水域に生息す

る甲殻類や魚介類が高い濃度で汚染されている（Fukushima, 

2004）。 

 

（３）汚染実態 －    

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

 通常の調理温度である食品の中心温度が70℃で１分間（100

℃であれば数秒間）加熱すれば死滅する（厚生労働省 , 

2009）。 

 殻付きの貝類では、口が開いてから5分間以上茹でる、あるい

は口が開いてから9分間以上蒸す必要がある。また殻をむいた

カキは、3分間以上茹でる必要がある。（CDC, 2009） 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 感染型  

（２）潜伏期間 数時間から1～2日間（松本, 2008）  

（３）症状 ・ 健康な場合、軽度の胃腸炎を起こすことがあるが、重症になる

ことはほとんどない（厚生労働省, 2006; 国立衛生研究所）。 

・ 最も感受性の高い集団は、アルコール性肝炎や肝硬変など慢

性肝疾患を基礎疾患に持つ患者である。糖尿病やヘモクロマト

ーシス（血色素沈着症）の患者、および鉄剤服用者も高い感受

性を示す（Inoue, 2008; 篠田, 2005; 松本, 2008）。 

・ 悪寒、発熱、血圧低下、意識障害などの敗血症性ショックに加

え、上肢または下肢に疼痛、腫脹、発赤、紫斑、水疱、血疱な

どの特徴的な皮膚症状が表れる。 

（Inoue, 2008; 篠田, 2005; 松本, 2008） 

 

（４）有症期間 ビブリオ属菌による胃腸炎の症状は約3日間続く。 

（CDC） 

 

（５）予後 重篤化すると予後は極めて悪く、敗血症患者の50%以上は発症後

数日以内に死亡する（Inoue, 2008; 松本, 2008）。 

 

（６）発症に必要な菌数 －  
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４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   

① 報告数 ・ 1999～2003年の調査によると創傷感染を含め、年間19～27例

発生し、合計107例が確認された。このうち患者の基礎疾患が

明らかとなった83例の内訳としては、肝硬変が50例(60%)であ

り、肝癌の合併も９例あった。これに慢性肝炎19例を加えると83

例中69例（83%）の患者が肝疾患を有していた。 

・ 発生地域は熊本県が最も多く、福岡、佐賀、長崎など北九州地

域で全体の50％以上を占め、その他、山口から岡山にかけて

瀬戸内海沿岸と東京湾沿岸の患者が目立つ。 

（厚生労働省, 2006） 

 

② 推定数 －  

（２）海外   

① 実報告数 ・ 我が国の他、韓国や台湾など海産物を生で喫食する習慣を持

つ東アジア地域、生カキを喫食する米国のメキシコ湾沿岸諸州

などにおいて、本菌の感染症が発生している。しかし、いずれも

散発例であり、大規模な集団感染例や流行例は報告されてい

ない。また東南アジア、イスラエル、オーストラリア、ヨーロッパな

どでも感染症例が報告されている（Inoue, 2008; 松本, 2008）。 

・ 米国においては、本菌感染症はサーベイランスの対象となって

おり、毎年100名前後（創傷感染症を含む）の患者数が報告さ

れている（CDC）。 

 

② 推定数 －  

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 －  

（２）海外 －  

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 「ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A」を公開し、予防法を紹

介している。 

〈主な内容〉 

 肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持っている

場合や、貧血の治療で鉄剤を内服している場合は、特に夏

場の海産魚介類の生食は避け、適切に加熱調理したもの

を食べる。 

 手足に傷がある場合は6～10月には海水に入らない。 

 

・ 国立感染症研究所感染症情報センターのホームページにおい
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て、予防法を紹介している。 

〈主な内容〉 

 肝臓疾患を持っている場合は、夏季に生カキや十分調理さ

れていない魚や貝類を食べないようにする。 

 貝を煮るときは、貝が開いてからも5分間、蒸す場合には9

分間以上調理する。 

 開かない貝は食べないようにする。 

 むき身のカキは3分間以上茹でるか、191℃で10分間以上

油で焼く。 

 調理済みの食品が他の生の魚介類によって汚染されない

ようにする。 

（国立感染症研究所） 

（２）海外 【Codex】 

海産食品のビブリオ属菌に関する衛生実施規範並びに二枚貝中

の腸炎ビブリオ及びビブリオ・バルニフィカスの管理手法に関する

付属文書が定められている（Codex, 2010）。 

 

【米国】 

・ CDCでは、HPにビブリオ・バルニフィカスに関するファクトシート

を掲載。また、ビブリオ属食中毒の防除策として、カキや二枚貝

の加熱方法などを紹介（CDC, 2005; CDC）。 

・ FDAでは、ビブリオ・バルニフィカスのリスク管理方法を掲載

（FDA, 2011）。 

 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 【JEMRA】 

・ Risk Assessment of Vibrio vulnificus in raw oysters. 

生カキ中の定量的リスク評価を行い評価書を公表 

（JEMRA, 2005） 

 

【EU】 

・ Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures 

relating to Public Health on Vibrio vulnificus and Vibrio 

parahaemolyticus (in raw and undercooked seafood) 

生鮮及び加熱不十分な魚介類料理中のビブリオ・バルニフィカ

ス及び腸炎ビブリオの公衆衛生に関する獣医施策に関する科

学委員会の意見書を公表（EU, 2001）。 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

－  
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９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ CDC. 2009. Cholera and Other Vibrio Illness Surveillance 
(COVIS) 
http://www.cdc.gov/vibrio/surveillance.html (accessed July 
29, 2016) 

・ CDC. Cholera and Other Vibrio Illness Surveillance (COVIS) 
http://www.cdc.gov/vibrio/surveillance.html （accessed 
August 4, 2016) 

・ CDC. 2005. Vibrio vulnificus Fact Sheet. 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/25610 （accessed August 4, 
2016) 

・ Codex. 2010. Guidelines on the application of general principles 
of food hygiene to the control of pathogenic Vibrio species in 
seafood. CAC/GL 73-2010. 

・ EU. 2007. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary 
Measures relating to Public Health on Vibrio vulnificus and 
Vibrio parahaemolyticus (in raw and undercooked seafood) 
http://old.wetgiw.gov.pl/files/4632_Vibrio%20out45_en.pdf 
(accessed July 29, 2016) 

・ FDA. 2004. Chapter 9 - Vibrio, Bacteriological Analytical Manual 
(BAM)． 
http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMe
thods/ucm070830.htm （accessed August 4, 2016) 

・ FDA. 2011. Fish and Fishery Products Hazards and Controls 
Guidance Fourth Edition 
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegu

latoryInformation/GuidanceDocuments/Seafood/UCM251970.p
df （accessed August 4, 2016) 

・ Fukushima H and Seki R. 2004. Ecology of Vibrio vulnificus and 
Vibrio parahaemolyticus in brakish environments of the Sada 
River in Shimane Prefecture. 48: 221-229 

・ Inoue Y, Ono T, Matsui T, Miyasaka J, Kinoshita Y, Ihn H. 2009. 
Epidemiological survey of Vibrio vulnificus infection in Japan 
between 1999 and 2003, J Dermatol 35, 129-139 

・ Jones MK, Oliver JD. 2009. Vibrio vulnificus: disease and 
pathogenesis. Infect Immun 77, 1723-1733 

・ JEMRA. 2005. Risk assessment of Vibrio vulnificus in raw 
oysters. 
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/mra8.pdf 

(accessed July 29, 2016) 
・ Tison DL, Kelly MT. 1986. Virulence of Vibrio vulnificus strains 

from marine environments. Appl Environ Microbiol 51, 
1004-1006 

・ 厚生労働省. 2006. 「ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A」. 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa
/060531-1.html (accessed July 29, 2016) 

・ 国立感染症研究所. ビブリオ・バルニフィカス. 
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・ 篠田純男. 1998. ビブリオ・バルニフィカス感染症．毒素産生菌と
その感染症．医薬ジャーナル: 193-201 

・ 篠田純男. ビブリオの病原因子：Vibrio vuinificus を中心に．
Yakugaku Zasshi. 125: 531-547 

・ 松本浩一，大石浩隆，中島幹雄. 2008. ビブリオ・バルニフィカス
感染症の臨床と日本における疫学．化学療法の領域. 24: 
911-918 

・ 三好伸一. ビブリオ・バルニフィカスの病原性. 化学療法の領域. 
24: 879-884 

・ 渡部一仁，石井営次，上村尚，西川朱實，林賢一，三好伸一. 
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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） 

（細菌） 
作成日：2016年9月12日 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

（１）一般名 ボツリヌス菌  

（２）分類   

① 菌種名 Clostridium botulinum  

② 染色性 グラム陽性  

③ 酸素要求性 偏性嫌気性  

④ 形状 桿菌  

⑤ 芽胞形成 形成する。  

（３）特徴   

① 分布 土壌等の自然環境中に広く分布している。  

② 運動性 周毛性の鞭毛を有し、運動する。  

③ 毒素産生性 ・ ボツリヌス菌は産生する毒素の抗原性の違いによってA～G型

の7型に分類されている。 

・ ほとんどの菌株は1種類の型の毒素を産生するが、食中毒、乳

児ボツリヌス症等の検体から例外的に2種類の毒素を産生する

菌が分離されている。 

・ 各型毒素のヒトの感受性は明らかでないが、実験動物であるマ

ウスに対する毒力は、A、B、D型が最も強く、次いでC、E型で、

F、G型が最も弱い。 

・ 毒素は生体内ではコリン作動性末梢神経に作用し、神経伝達

物質であるアセチルコリンの遊離を阻害することにより麻痺を

引き起こす。 

（国立感染症研究所, 2008a） 

・ ヒトの経口致死量はA型毒素で数µgと推定されている。 

・ 毒素自体は易熱性で80℃で20分たんぱく分解菌（A、B及びF）

とたんぱく非分解菌（B、E及びF）がある。 

・ たんぱく非分解菌の毒素は、体内酵素（トリプシン等）の作用で

毒力が増強する。 

・ 人に病原性を示すのは、主にA、B、E及びF型である。 

・ C型及びD型菌は、家畜のボツリヌス感染症の原因である。 

（小久保ほか, 2005） 

 

④ その他   

（４）発育条件   
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① 温度域 タンパク分解菌：10～48℃ 

タンパク非分解菌：3.3～45℃ 

 

② pH域 タンパク分解菌：4.0～9.6 

タンパク非分解菌：5.0～9.6 

 

③ 水分活性 タンパク分解菌：0.94以上 

タンパク非分解菌：0.97以上 

 

（５）発育至適条件   

① 温度域 タンパク分解菌：37～40℃ 

タンパク非分解菌：30℃ 

 

② pH域 タンパク分解菌：6～7 

タンパク非分解菌：6～7 

 

③ 水分活性 タンパク分解菌：0.98 

タンパク非分解菌：0.99 

 

（６）分離・検査方法 ・ 食品、糞便及び血清からの毒素の検出（例） 

食品及び糞便はゼラチン希釈液を加え乳剤化し、血清はそ

のまま試料原液とする。必要に応じトリプシンを加え活性化した

後マウス腹腔内に注射し、ボツリヌス毒素による特有の症状

（腹壁の陥没、後肢麻痺及び呼吸困難）を呈して死亡すること

を確認する。種々の毒素型に対する抗毒素血清を注射したマ

ウスを用意することにより、毒素型を判定する（中和試験）。 

・ 食品、糞便及び血清からの菌の分離（例） 

増菌培地（ブドウ糖・デンプン加クックドミ－ト液体培地）に接

種し、30℃で7日間嫌気培養する。培養液をマウス腹腔内に注

射し、ボツリヌス毒素の存在が証明された場合、分離培地（卵

黄加GAM寒天又は卵黄加CW寒天培地）に画線し、30℃で48時

間嫌気培養する。集落を釣菌し、ブドウ糖・デンプン加クックドミ

－ト液体培地に接種し、30℃で4日間嫌気培養する。培養液を

マウス腹腔内に注射し、ボツリヌス毒素を検出し、中和試験に

より毒素型を決定する。 

（国立感染症研究所, 2008b） 

 

（７）特記 －  

２ 食品への汚染   

（１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 国内では「いずし」とその類似の食品、諸外国では野菜の水煮

缶詰、減塩燻製魚、減塩ハム、酢漬け魚、豆腐、納豆等の大豆

製品等の保存食品 

・ ミートパイ、からしれんこん等本来保存食品でないもの 

・ レトルト食品類似の殺菌不完全な市販食品 

・ 蜂蜜が生後3週間から8ヶ月齢の乳児が罹患する「乳児ボツリヌ

ス症」の媒介食品として報告されている。 
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（小久保ほか, 2005） 

（２）汚染経路 ・ 土壌等、広く環境中に存在しており、農作物、食肉、魚介類等

あらゆる食材を汚染する。耐熱性の芽胞を形成するため、加熱

調理後の食品内でも生存しており、嫌気条件下で増殖する。 

 

（３）汚染実態 －  

（４）殺菌・滅菌・失活

条件 

・ 芽胞を形成するので、通常の加熱調理条件で菌を完全に死滅

させることができないが、毒素は易熱性であるため、食べる直

前に加熱することは有効である。ボツリヌス菌食中毒の発生防

止には次の方法のいずれかを実施する。 

 120℃で4分又は100℃で360分以上の加熱による芽胞の完

全殺菌 

 物理的（pH4.6以下、水分活性0.94以下、温度3.3℃以下）、

化学的（亜硝酸ナトリウムのような抗菌剤の添加、ただし

pH6以上ではあまり効果が期待できない）に芽胞の発芽、

菌の増殖防止 

 80℃で20分又は100℃で数分の加熱調理により、産生毒素

の喫食直前の不活化 

（小久保ほか, 2005） 

 

３ 食中毒の特徴   

（１）分類・機序 生体外毒素型（乳児ボツリヌス症は生体内毒素型）  

（２）潜伏期間 2時間～14日間（8～36時間で現れることが多い）  

（３）症状 ・ 食餌性ボツリヌス症 

初期症状で視覚異常を訴えるとともに、口内の渇き、嗄声、

腹部の膨満感、吐き気、嘔吐、歩行異常、嚥下困難、便秘、全

身の筋弛緩等の症状を呈する。 

重症の場合は呼吸筋の麻痺による呼吸不全で致命的となる。 

・ 乳児ボツリヌス症 

便秘傾向に始まり、全身の筋力低下をきたす。鳴き声や乳を

吸う力が弱まり、頚部筋肉の弛緩によって頭部を支えられなく

なる。顔面は無表情になり、散瞳、眼瞼下垂、対光反射の緩慢

等、食餌性ボツリヌス症と同様な症状が現れる。 

（国立感染症研究所, 2008c） 

 

（４）有症期間 数週間～数ヶ月  

（５）予後 ・ 致死率が高い（食餌性ボツリヌス症：10～20％、乳児ボツリヌス

症：2％程度）（国立感染症研究所, 2008c） 

 

（６）発症に必要な菌数   

４ 食中毒件数・患者数   

（１）国内   
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① 実報告数 ・ ボツリヌス菌食中毒発生状況 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

事件数(件) 0 1 0 0 0 

患者数(人) 0 2 0 0 0 

（厚生労働省） 

 

② 推定数   

（２）海外   

① 報告数 ・ ボツリヌス菌食中毒発生状況 

年 2010 2011 2012 2013 2014 

事件数(件) 7 11 12 2 9 

患者数(人) 9 20 25 2 15 

（CDC） 

 

・ 米国では毎年110件程度のボツリヌス症が報告されており、うち

25％程度が食餌性ボツリヌス症、70％程度が乳児ボツリヌス症

である（CDC）。 

・ ・ 乳児ボツリヌス症は米国で年間80～100例の診断例がある

（国立感染症研究所, 2008e）。 

 

② 推定数   

５ 主な食中毒事例   

（１）国内 ・ 1984年以降に国内で発生した主な食中毒事例は以下のとお

り。 

 

（食餌性ボツリヌス症） 

年月 原因食品 患者数 
（死者数） 

出典 

1984.6 からしれんこん 31(9) 国立感染症研究
所, 1984 

1988.11 自家製の鮭のと
ば、イカの塩辛 

2(0) 国立感染症研究
所, 1989 

1993.1 里芋の煮物 4(0) 国立感染症研究
所, 1993 

1998.7 グリーンオリーブ 1(0) 国立感染症研究
所, 2000 

1999.8 ハヤシライスの

具 

1(0) 国立感染症研究

所, 1999a 

2007.4 いずし 1(0) 国立感染症研究
所, 2008d 

2012.3 あずきばっとう 2(0) 国立感染症研究
所, 2012 
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（乳児ボツリヌス症） 

年月 原因食品 患者数 
（死者数） 

出典 

1986.5 蜂蜜 1(0) 国立感染症研究
所, 1986 

1987.10 蜂蜜 1(0) 国立感染症研究
所, 1988 

1996.3 自家製野菜スー
プ 

1(0) 国立感染症研究
所, 1996 

2006.9 井戸水 1(0) 国立感染症研究
所, 2007 

  

（２）海外 ・ 1984年以降に海外で発生した主な食中毒事例は以下のとお

り。 

 

（食餌性ボツリヌス症） 

年月 原因食品 患者数 
（死者数） 

出典 

1984.8 たまねぎ及びピ
ーマンを詰めた
七面鳥ローフ 

2(0) 国立感染症研究
所, 1985 

1984.8 シチュー 1(0) 国立感染症研究
所, 1985 

1987.2 キノコ瓶詰 11(0) 国立感染症研究
所, 1987 

1990.7 焼き魚 3(0) 国立感染症研究
所, 1991 

1993.8 
1993.10 

焼きなすのオイ
ル漬け 

3(0) 
4(0) 

国立感染症研究
所, 1995a 

1994.6 シチュー 1(0) 国立感染症研究
所, 1995b 

1998.4 自家製タケノコ缶
詰 

13(2) 国立感染症研究
所, 1999b 

2001 （ 月
不明） 

発酵筋子 4(1) 国立感染症研究
所, 2002 

2006.3 自家製タケノコ缶
詰 

163(0) 国立感染症研究
所, 2006 

2007.7 チリソース缶詰 4(0) 国立感染症研究
所, 2008f 

  

 

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

（１）国内 【厚生労働省】 

・ 「乳児ボツリヌス症の予防対策について」により、自治体等に対
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して以下の旨を通知。 

 保護者、児童福祉施設等に対し、１歳未満の乳児に蜂蜜を

与えないように指導すること。 

（厚生労働省, 1987） 

・ 「ボツリヌス菌による食中毒及び上気道感染症様症状が初発

症状である食中毒について」により、自治体等に対し以下の旨

を通知。 

 食品からボツリヌス毒素が検出される、あるいは汚染が強く

疑われる場合には、健康に重篤な被害を引き起こす食品と

して取り扱うこと。 

 上気道感染症様症状を初発症状とする事例についても、食

品との関連性も念頭において調査を行うこと。 

（厚生労働省, 1997）  

・ 「気密性のある容器包装詰めの要冷蔵食品に係る取扱いにつ

いて」により、自治体等に対し以下の旨を通知。 

 pHが4.6を超え、かつ水分活性が0.94を超える食品について

は、中心部を80℃で20分の加熱に加え、10℃以下で保存す

ることにより衛生確保が図られる。 

 要製造食品であることが消費者等に明確に分かるようにす

ること。 

 流通業者、消費者に対しては、当該食品の取扱いについて

指導・啓発を行うこと。 

（厚生労働省, 1999） 

・ 「井戸水を原因食品とする乳児ボツリヌス症の報告について」

により、自家用飲用井戸や湧水等は、定期的な検査等衛生の

確保を図ること、1歳未満の乳児の調製粉乳の調製及び水分

補給には、以下のいずれかを念のため一度沸騰させ50℃程度

に冷ましたものを使用するよう通知。 

 水道水 

 水道法に基づく水質基準に適合することが確認されている

自家用飲用井戸等の水 

 調製粉乳の調製用として推奨される容器包装に充填し、密

栓又は密封した水 

（厚生労働省, 2006） 

・ 「容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策につ

いて」により、pHが4.6を超え、かつ水分活性が0.94を超える食

品のうち、120℃で4分間に満たない条件で殺菌を行ったものに

ついて、以下のいずれかの措置を講じるよう通知。 

 中心部の温度を120℃で4分間加熱する方法又はこれと同

等以上の効力を有する方法での殺菌 
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 冷蔵保存 

（厚生労働省, 2008; 消費者庁と厚生労働省, 2012） 

 

○その他 

・ （公社）日本食品衛生協会は、ホームページ「知ろう！防ごう！

食中毒」の「ボツリヌス菌食中毒」において、予防法を紹介して

いる。 

〈主な内容〉 

 容器が膨らんでいる缶詰、びん詰め、真空パック食品等は

食べない。 

 外見が真空パックに似ていても、表示を確認して適切な温

度で保存する。 

 1歳未満の乳児には、はちみつを与えない。 

((公社)日本食品衛生協会) 

（２）海外 【Codex】 

・ ボツリヌス菌の制御を含む「低酸性缶詰食品及び酸性化した

低酸性缶詰食品の衛生実施規範」を公表（内容面の最終改訂

は1993年）。 

（Codex, 1979） 

【米国】 

・ ‘Complete Guide to Home Canning’を公表し、食品別に、家庭

で缶詰を作る際に注意する事項について紹介。 

（USDA, 2009） 

 

７ リスク評価事例   

（１）国内 －  

（２）海外 ・ Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on the 

request from the Commission related to Clostridium spp in 

foodstuffs. 

芽胞を殺すことが最も信頼でき安全な選択肢である（殺菌条

件：たんぱく分解菌は121℃で3分、たんぱく非分解菌は90℃で

10分）。 

通常の家庭調理では芽胞を殺すことは出来ないため、調理

品は速やかに食べるか、63℃程度の高温で保つ又は7～8℃以

下に急速に冷やし、数日のうちに食べきるべき。（EFSA, 2005） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

－  

９ その他参考となる情報 －  

10 参考文献 ・ CDC. Botulism. Annual Summaries of Botulism Surveillance 
Reported to CSTE. 
http://www.cdc.gov/botulism/surveillance.html  （ accessed 

 

http://www.cdc.gov/botulism/surveillance.html
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July 25, 2016） 
・ CDC. Botulism: Epidemiological Overview for Clinicians. 

http://www.emergency.cdc.gov/agent/botulism/clinicians/epid
emiology.asp （accessed July 28, 2016） 

・ Codex. 1979. Code of Hygienic Practice for Low and  Acidified 
Low Acid Canned Foods (CAC/RCP 23-1979) 

・ USDA. Complete Guide to Home Canning. Your Source for 
Canning, Food Preserevation, and Gardening Information. 
https://www.extension.purdue.edu/usdacanning/  （ accessed 
August 4, 2016） 

・ 厚生労働省 . 1987. 昭和62年10月20日付け健医感第71号・衛
食第170号・衛乳第53号・児母衛第29号厚生省保健医療局感染
症対策室長・生活衛生局食品保健・乳肉衛生・児童家庭局母子
衛生課長連名通知. 乳児ボツリヌス症の予防対策について.  

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=ts
uchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%fb
%8e%99%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58&EFSNO=2846&FILE
=FIRST&POS=0&HITSU=11 （accessed July 25, 2016） 

・ 厚生労働省 . 1997. 平成9年7月11日付け衛食第223号衛入第
206号厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知. ボ
ツリヌス菌による食中毒及び上気道感染症様症状が初発症状
である食中毒について. 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=ts
uchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%83%7b
%83%63%83%8a%83%6b%83%58%8b%db%82%c9%82%e6%82%e9&EFS
NO=8344&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=2  （accessed July 25, 

2016） 
・ 厚生労働省. 1999. 平成11年8月30日付け衛食第130号厚生省
生活衛生局食品保健課長通知. 気密性のある容器包装詰めの
要冷蔵食品に係る取扱いについて.  
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=ts
uchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8b%43
%96%a7%90%ab%82%cc%82%a0%82%e9&EFSNO=8878&FILE=FIRS
T&POS=0&HITSU=3 （accessed July 25, 2016） 

・ 厚生労働省. 2008. 平成20年6月17日付け食安基発第0617003
号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査・監視安全課長
通知. 容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策に
ついて.  
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0708-3q.pdf 

（accessed July 25, 2016） 
・ 厚生労働省. 食中毒事件一覧速報. 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou
/shokuhin/syokuchu/04.html （accessed July 25, 2016） 

・ 小久保彌太郎. 2005. 現場で役立つ食品微生物Q&A.   
・ 国立感染症研究所. 1984. からしれんこんによるボツリヌス中毒
事件の概要. 病原微生物検出情報（IASR）, 5, ページ数不明. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/CD-ROM/records/05/05702.htm 

http://www.emergency.cdc.gov/agent/botulism/clinicians/epidemiology.asp
http://www.emergency.cdc.gov/agent/botulism/clinicians/epidemiology.asp
https://www.extension.purdue.edu/usdacanning/
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%fb%8e%99%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58&EFSNO=2846&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=11
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%fb%8e%99%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58&EFSNO=2846&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=11
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%fb%8e%99%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58&EFSNO=2846&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=11
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%93%fb%8e%99%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58&EFSNO=2846&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=11
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58%8b%db%82%c9%82%e6%82%e9&EFSNO=8344&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=2
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58%8b%db%82%c9%82%e6%82%e9&EFSNO=8344&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=2
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58%8b%db%82%c9%82%e6%82%e9&EFSNO=8344&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=2
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%83%7b%83%63%83%8a%83%6b%83%58%8b%db%82%c9%82%e6%82%e9&EFSNO=8344&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=2
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8b%43%96%a7%90%ab%82%cc%82%a0%82%e9&EFSNO=8878&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8b%43%96%a7%90%ab%82%cc%82%a0%82%e9&EFSNO=8878&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8b%43%96%a7%90%ab%82%cc%82%a0%82%e9&EFSNO=8878&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8b%43%96%a7%90%ab%82%cc%82%a0%82%e9&EFSNO=8878&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0708-3q.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
http://idsc.nih.go.jp/iasr/CD-ROM/records/05/05702.htm
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http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/dj3363.html
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ス事例について（米国テキサス州、インディアナ州、2007年）. 病
原微生物検出情報（IASR）, 29, 44. 

http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/dj3367.html  （accessed July 
28, 2016） 

・ 国立感染症研究所. 2012. 鳥取県で発生した国内5年ブリとなる
食餌性ボツリヌス症 . 病原微生物検出情報（ IASR ） , 33, 
218-219. 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/botulinum-m/botulinum-iasrd/248
3-kj3901.html （accessed July 26, 2016） 

・ 消費者庁と厚生労働省. 2012. 平成24年8月2日付け消食表第
343号・食安基発0802第3号・食安基発0802第4号消費者庁食品
表示課長・厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・
監視安全課長通知 . 容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌ
ス食中毒対策について. 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyo
usei/dl/120802_1.pdf （accessed July 25, 2016） 

・ （公社）日本食品衛生協会 . 知ろう！防ごう！食中毒. ボツリヌ
ス菌食中毒. 
http://www.n-shokuei.jp/eisei/sfs_index_s03.html  （ accessed 
July 25, 2016） 

 

  

http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/336/dj3367.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/botulinum-m/botulinum-iasrd/2483-kj3901.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/botulinum-m/botulinum-iasrd/2483-kj3901.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/120802_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/120802_1.pdf
http://www.n-shokuei.jp/eisei/sfs_index_s03.html
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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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(accessed May 30, 2016） 

・ 国立感染症研究所. 2006. A型肝炎ウイルスによる食中毒事例
－新潟市・新潟県. 病原微生物検出情報（IASR）, 27, 178. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/317/pr3171.html  (accessed May 
30, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2010a. ＜注目すべき感染症＞A型肝炎. 
感染症発生動向調査週報（IDWR）, 13, 6-10. 

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2010/idwr2010-13.pd
f (accessed May 30, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2010b. A型肝炎 2010年9月現在. 病原微
生物検出情報（IASR）, 31, 284-285 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/31/368/tpc368-j.html (accessed May 
30, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2011. A型肝炎ウイルスによる食中毒事例
－千葉市. 病原微生物検出情報（IASR）, 32, 78-79. 
http://idsc.nih.go.jp/iasr/32/373/pr3733.html (accessed May 
30, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2014. ＜注目すべき感染症＞2014年のA
型肝炎の増加. 感染症発生動向調査週報（IDWR）. 
http://www.nih.go.jp/niid/ja/hepatitis-a-m/hepatitis-a-idwrc/4
436-idwrc-1407.html (accessed May 30, 2016) 

・ 国立感染症研究所. 2015. A型肝炎 2010年～2014年. 病原微
生物検出情報（IASR）. 
http://www0.nih.go.jp/niid/idsc/iasr/36/419j.pdf (accessed 
May 30, 2016) 

 

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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http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/111115_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/tp0118-1.html
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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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