
令和元年度 社会福祉施設等研修会

長野県における平成30年度の

食中毒発生状況等について

大町保健福祉事務所

食品･生活衛生課

1



本日のポイント

１、食中毒発生状況

２、原材料の安全性の確保

３、HACCPに沿った衛生管理
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H29年度全国発生件数 H30年度全国発生件数

平成２９・３０年度 食中毒発生件数（長野県、全国）

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

長野県
発生件数

H29 1 2 3 1 1 3 5 16

H30 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 17

全国
発生件数

H29 65 85 84 75 99 114 102 77 82 66 86 123 1058

H30 162 149 117 102 109 137 85 94 100 1055
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平成３０年度病因物質別食中毒発生状況
（長野県内）

病因物質 件数 患者数

ノロウイルス ５ 129

寄生虫（アニサキス） ５ ５

腸管出血性大腸菌 ３ 13

植物性自然毒 ２ ４

ウエルシュ菌 １ 40

その他（洗浄剤） １ ３

合計 17 194

県内の学校給食施設における食中毒発生事例は無い 4



項 目 事例１ 事例２

発生年月日
平成30年８月22日

午後７時～
平成30年８月24日

午後３時～
発生場所 諏訪市、茅野市 長野市、小諸市、上田市

患者数 ２名 ４名
症状 腹痛、水様性下痢、発熱、血便等

原因食品等 ８月18日に
Ａ店が提供した食事
（ハンバーガー）

８月20日に
Ｂ店が提供した食事
（ハンバーガー）

病因物質 腸管出血性大腸菌Ｏ121

ハンバーガチェーンで発生した

Ｏ121食中毒事例 ～概要～

※食中毒とは断定されていないものの、全国的に、Ｏ121患者が同
時期に同系列店（計21店舗）を利用したことが判明している。
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ハンバーガチェーンで発生したＯ121食中毒事例
～汚染経路の追及～

すべての患者に共通

○２店舗で共通する原材料を使用
⇒特定できなかったが原材料汚染が疑われた。
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＜特徴＞

人や動物の腸管や土壌、下水に広く生息する。偏性嫌気性菌で芽
胞を作る。芽胞は100℃、１～６時間の加熱に耐える。一旦芽胞の
状態になった菌も発育至適温度になると発芽・増殖する。

※食中毒を引き起こすのは栄養型（芽胞でない状態）の菌。

＜症状＞

潜伏期は６～18時間（平均10時間）。

主症状は下痢と腹痛で、嘔吐や発熱はまれである。

＜過去の原因食品＞

煮込み料理（カレー、煮魚、野菜煮付けなどの前日調理）

＜対策＞

・加熱後の速やかな冷却または保温（10℃以下or65℃以上）

・食品を一時保存する場合は再加熱の徹底

（参考）ウエルシュ菌
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病因物質 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計

ノロウイルス ３ ２ ４ １ ３ ７ ３ 23

サルモネラ ２ ２

ウェルシュ ２ ２

セレウス １ １

化学物質 １ １ １ ２ ５

その他・不明 １ ２ １ ２ ６

計 ３ ０ ３ ２ ６ １ １ ８ ８ ７ 39

過去10年の学校給食における
病因物質別食中毒発生状況（全国）

※食中毒統計資料（厚生労働省）より。

Ｈ29：刻み海苔事件
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平成30年の学校給食における食中毒事例（全国）

発生月 発生場所 原因食品 病因物質 原因施設 患者数

３月 岡山県 給食 ノロウイルス
単独調理場
（小学校）

４０

３月 栃木県 給食 ノロウイルス
単独調理場
（小学校）

１８２

５月 栃木県 給食 ノロウイルス
単独調理場
（小学校）

２００

６月 栃木県
給食

（マグロフライ）
ヒスタミン

単独調理場
（その他）

２４

８月 大分県
給食

（サバの塩焼き）
ヒスタミン

単独調理場
（幼稚園）

３６

11月 島根県 給食 サポウイルス
単独調理場
（中学校）

５６

12月 北海道 給食
不明

（ブ菌？）
その他

（協同調理場？）
１５７
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＜特徴＞

マグロ類、カツオ類、サバ類等の赤身魚の扱いが不適切（常温で放
置する等）な場合、ヒスタミン生成菌が増殖し、ヒスタミンが生成され
る。ヒスタミンは耐熱性であることから、焼き物や揚げ物などの加熱
食品であっても食中毒が発生する。

＜症状＞

食後数分～３０分ほどでアレルギー様症状（皮膚の紅潮、頭痛、蕁
麻疹、発熱等）

＜過去の原因食品＞

イワシのつみれ汁、アジのフライ等

＜対策＞

・魚の冷蔵・冷凍保管の徹底。

・ヒスタミンが高濃度に蓄積されている際は唇や舌先に刺激を感じ
る場合がある。（検食）

（参考）ヒスタミン
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＜特徴＞

親芋で発芽しなかったイモ（芯が硬くなっている）、光に当たっ
て皮がうすい黄緑～緑色になったイモの表面の部分、芽が出
てきたイモの芽及び付け根部分などにソラニン等のステロイド
系アルカイド配糖体が含まれる。

＜症状＞

食後おおよそ30分から半日 で嘔吐、下痢、腹痛、目眩、動悸、
耳鳴、意識障害，痙攣、呼吸困難。 ひどい時は死に至る 。

＜過去の事例＞

学校で栽培・収穫したジャガイモを使った調理実習

＜対策＞

ジャガイモは収穫・購入後、新鮮なうちに食べ、長期間保存し
ない。保存する場合は冷暗所に置き、芽の出やすい環境 ( 高
温、明所 ) に放置しない。
写真等 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082078.html 11

（参考）ソラニン



原材料の安全性の確保

【原材料の受入れ】

•必要に応じて、食品納入業者の衛生管理の状況を確
認すること。

•原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品
納入業者等が、定期的に実施する微生物及び理化学
検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。

【大量調理施設衛生管理マニュアル】

・加熱せずに喫食する食品については、乾物や摂取量
が少ない食品も含め、製造加工業者の衛生管理の状況
について、自主管理記録票等を確認するとともに、ノロウ
イルス対策を適切に行っているかを確認すること。

刻み海苔事件後に
追加された内容
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HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Point

•従来の衛生管理手法は、最終製品の抜き取り検査等
により安全性を担保しようというものでしたが、HACCP
は、製造工程中の重要な段階を連続的に監視すること
によって、最終製品の安全性を担保するシステムで
す。

•集団給食施設における食中毒を予防するために調理
過程における重要管理事項を示した「大量調理施設衛
生管理マニュアル」も、HACCPの概念に基づいたもの
です。

HACCPに沿った衛生管理
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HA CCP

Hazard Analysis
（危害分析）

食中毒等の原因
となる要素を
洗い出すこと

Critical Control Point
（重要管理点）

食中毒等を防止する
ために注意すべきポ
イントを定めること

ＨＡＣＣＰのイメージ
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食品衛生上の危害

• 有害微生物（細菌、ウイルス）

• 寄生虫

生物的危害

（Biological Hazard）

• カビ毒、自然毒、ヒスタミン 等

• 洗浄剤、アレルギー 等

化学的危害

（Chemical Hazard）

• 金属片､ガラス片､石等 混入
物理的危害

（Physical Hazard）

危害とは、「健康への悪影響をもたらす可能性のある食品中の
生物的、化学的、物理的な物質、またはそのような状態の食品」

※一般的に生物的危害、化学的危害に起因する健康被害を食中毒という
15



食中毒の分類①～生物的危害～
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分類 主な生物的危害 主な由来 備考

芽胞菌

ボツリヌス菌 種々の食品
（土壌、河川、海洋、動物の体内
など自然界に広く分布するため）

セレウス菌 耐熱性毒素産生

ウェルシュ菌

無芽胞菌

サルモネラ属菌 食肉、鶏卵

腸炎ビブリオ 魚介類

黄色ブドウ球菌 ヒト（化膿巣など）、食肉 耐熱性毒素産生

カンピロバクター菌 食肉（特に鶏肉） 食中毒件数：多

腸管出血性大腸菌 食肉（特に牛肉）、ヒト

エルシニア菌 食肉（特に豚肉）

リステリア菌 乳、乳製品

ウイルス ノロウイルス ヒト、二枚貝 食中毒件数：多

寄生虫 アニサキス 魚介類（サバ、イカなど） 食中毒件数：多

※芽胞とは生育環境が悪くなると形成されるバリアのようなもの。
※芽胞や耐熱性毒素は通常の加熱では危害除去ができない。遵守する



食中毒の分類②～化学的危害～
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分類 主な化学的危害 主な由来 備考

カビ毒 アフラトキシン 輸入ナッツ類 等

動物性自然毒

テトロドトキシン フグ（有毒部位）

下痢性・麻痺性貝毒 貝類

ヒスタミン サバ等の赤身魚 食中毒件数：年数件

植物性自然毒
キノコ毒、アルカロイド
ソラニン

一部の野生キノコ類、野草
ジャガイモ

食中毒件数：年数件

化学物質
農薬、抗生物質 等

農作物、畜水産物
（残留基準値超過の場合）

洗浄剤、消毒剤 等 製造工程

（アレルゲン） 特定原材料（７品目）
小麦、乳、卵、ソバ、落花
生、エビ、カニ

特定原材料に準ずる
もの（20品目）

※化学的危害は通常の加熱では除去できない。
※アレルゲンは食中毒ではないが、管理を要する危害として記載。



（参考）食中毒等に関する
詳細な情報
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http://www.fsc.go.jp/

⇒トップページ左側の「ハザード情報」のタブ
（50音検索可能）

http://www.fsc.go.jp/


「食中毒予防の３原則」は、過去の事例を
危害分析（ＨＡ）した結果、導き出された
もので、重要管理点（ＣＣＰ）となり得る。
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Ａ： ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理
Ｂ： ＨＡＣＣＰの考え方を
取り入れた衛生管理

コーデックスＨＡＣＣＰの７原則に基
づき、食品等事業者自らが、使用す
る原材料や製造方法等に応じ、計画
を作成し、管理を行う。
【対象】
◆事業者の規模等を考慮
◆と畜場
◆食鳥処理場（認定小規模除く）

各業界団体が作成する手引書を参
考に、簡略化されたアプローチによ
る衛生管理を行う。

【対象】
◆小規模事業者（従事者５０名未満）
◆店舗での小売販売のみを目的とし
た事業者
◆提供する食品の種類が多く、変更
頻度が頻繁な業種（例：飲食店、給
食施設 等）
◆一般衛生管理の対応で管理が可
能な業種（例：包装食品の販売、保
管・運搬業 等）

現時点の方向性として、給
食施設については、規模に
よらず、Ｂの衛生管理で取り
組むことが可能。

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化
～制度の概要～

20


