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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
Arcobacter 属の
A. butzleri の
参照文
点数 検出点数（検出率%） 検出点数（検出率%） 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

・

・

・

（７）特記

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。

－

2 食品への汚染
（１）汚染されやすい食
品・摂食形態

・
・

（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

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。

【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
事件数(件)
24
26
患者数(人)
2,784
1,597
（参考）
年
1985
1990
事件数(件)
9
24

2013
19
854

2014
25
2,373

2015
21
551

1995
2000
2005
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
事件数(件)
4
3
患者数(人)
366
53

2011
7
198

2012
5
79

2013
16
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
事件数(件)
35
24
32
患者数(人)
1,493
723
1,091

2013
35
647

2014
38
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
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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 ・ 農場や処理場、流通段階における食肉（牛肉、豚肉と鶏肉）の
タ
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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・ 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．
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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)
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（検討会用）
作成日：2016 年 9 月 12 日

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

2011

熊本県

48

水様性下痢、腹
痛、嘔気、発熱

食中毒

2013

熊本県

70

軽度下痢、腹痛

食中毒

2015

広島県

44

沖縄県

219

静岡県

154

下痢、腹痛、発
感染症
熱（37～39℃） （推定）
下痢、腹痛、
食中毒
頭痛等
水様性下痢、血便、
食中毒
腹痛、嘔吐、発熱

2016

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。

11

原因食品等

参照
文献

井戸水
（推定）
サラダ等（キャ
ベツが共通）

1)

不明

1)

ニガナの白あ
え
食事（特定され
ていない）

1)

4)
5)

【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-435/6481435r09.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
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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
13
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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 ・ 食肉（特に豚肉）加工品
品・摂食形態
・ 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

・

② 推定数

－

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）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

・
・

（２）海外

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）。

－

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）。
15
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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.)
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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.)
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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
19

黄色ブドウ球菌 ©農林水産省

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 ・ 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
品・摂食形態
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）
20
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卵と液卵
野菜
麺類
乳製品
洋菓子
和菓子
冷凍食品

7％（9/135）
14％（69/478）
2％（6/244）
7％（5/71）
21％（29/141）
6％（14/243）
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 ・ 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
条件
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
事件数（件）
11
13
患者数（人）
223
275

2012
9
254

2013
19
396

2014
19
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 ○畜産物
タ
・ 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

（７）特記
２

○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）。
水分活性の低い食品（例：調製粉乳）中で長期間生存できる。

食品への汚染
（１）汚染されやすい食 乳幼児用調製粉乳
品・摂食形態
（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 菌株により熱抵抗性の違いが大きい。
条件
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

４

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）。

食中毒件数・患者数
（１）国内
① 報告数

－

② 推定数

－

（２）海外

５

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）。

主な食中毒事例
（１）国内

－
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（２）海外

６

・ 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）

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
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