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食中毒って何？
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食中毒は、ウイルスや、細菌、化学
物質に汚染された食品や飲料水、ま
たはフグの肝、毒キノコなどを食べるこ
とによって発生します。
主な症状として、下痢、嘔吐、腹痛
といった胃腸炎症状などがあらわれま
す。



平成２９年神奈川県内 食中毒発生件数 （病因物質別）
※発生件数上位のみ抜粋

病因物質 発生件数 患者数

１ カンピロバクター・ジェジュニ/コリ ２４ １０１

２ アニサキス ２２ ２４

３ ノロウイルス １０ １９８

４ サルモネラ属菌 ２ ２３

４ 腸管出血性大腸菌（VT産生） ２ ５

６ ぶどう球菌 １ １６

６ その他の病原大腸菌 １ ６２

６ 不明 １ １５

～ ～ ～

合計 ６３ ４４４



平成２９年全国 食中毒発生件数 （病因物質別）
※発生件数上位のみ抜粋

病因物質 発生件数 患者数

１ カンピロバクター・ジェジュニ/コリ ３２０ ２，３１５

２ アニサキス ２３０ ２４２

３ ノロウイルス ２１４ ８，４９６

４ サルモネラ属菌 ３５ １，１８３

５ 植物性自然毒 ３４ １３４

６ ウエルシュ菌 ２７ １，２２０

７ 動物性自然毒 ２６ ４２

８ ぶどう球菌 ２２ ３３６

～ ～ ～

合計 １，０１４ １６，４６４
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食中毒発生件数上位の
・ノロウイルス
・カンピロバクター
・アニサキス
について解説します



ノロウイルス

潜伏期間 １～２日

主要症状
吐き気、嘔吐、下痢、腹痛など風邪によく
似た症状。通常３日ほどで回復。

原因食品 カキなどの二枚貝。食品の二次汚染。

特徴

一年中発生するが特に11～３月に多い。

人から人、嘔吐物やふん便を介した感染
がある。

少量のウイルスで感染する。

（撮影：神奈川県衛生研究所）



ノロウイルス 月別 食中毒発生件数
(平成２９年 全国）
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ノロウイルスは冬に多い



なぜ・・・冬にはやるのか？
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ノロウイルスの抵抗性
（ネコカリシウイルスなどのデータ）

★ステンレスなど→ 7日(室温)

★ 水 → 20日（25℃）
60日以上（４℃）

★ 乾燥 → 1日（37℃）
50日(4℃)

食と健康2012年10月号 伊藤武先生の文章 一部抜粋



ノロウイルスの感染経路

提供：国立医薬品食品衛生研究所 野田 衛 先生

平成25年11月・12月「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会資料より



ノロウイルスはとても小さい

• 付着した場合、洗浄等により落ちにくい
手指に付着すると、しわ、指紋、爪と皮膚の間に入り込む。

二枚貝（カキ、ホタテ、ハマグリ、アサリ、ホッキ貝など）に取
り込まれると、消化管(中腸腺)の奥まで侵入し、浄化に長時
間を必要とする。

• 浮遊しやすい

嘔吐物が乾燥し、塵や埃とともに空気中に舞い上がり、長時

間浮遊する。

提供：国立医薬品食品衛生研究所 野田 衛 先生

平成25年11月・12月「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会資料より



ノロウイルスは大量に排泄される

◆患者の

ふん便には、1ｇあたり100万～10億個

嘔吐物には、1ｇあたり100万個

のウイルスが含まれる

糞便1ｇで

⇒1万～1000万人を感染させる可能性！



１グラムあたり10億個のノロウイルスの量とは

提供：国立医薬品食品衛生研究所 野田 衛 先生

平成25年11月・12月「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会資料より



ノロウイルスの汚染が起こりやすい場所

• 手指が触るところ
• 糞便が汚染するところ
• 嘔吐物が汚染した場所

水道の蛇口 ドアノブ 洗面台 トイレの便座・フタ



ノロウイルスの消毒

ノロウイルスはアルコールに対する抵抗力が強いため、

消毒には「次亜塩素酸ナトリウム」※を使用する
※台所用塩素系漂白剤など

◆調理器具やドアノブなどの消毒

0.02%の次亜塩素酸ナトリウム(200ppm)で消毒

◆汚染がひどい場所の消毒

0.1%の次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm)で消毒



糞便や嘔吐物の中に大量にウイルス粒子が排泄される
回復した(症状が消えた)後も長期間ウイルスの排泄が続
く
感染しても症状が出ない場合がある
症状が出なくても糞便中にウイルス粒子を排出する
感染力が強く、10個～100個程度で感染･発病する
環境中で感染性を長期間維持し、なかなか不活化されな
い
エタノールが効きにくい。
ウイルス粒子は小さく、除去が難しい

ノロウイルスの特徴

食品取扱者による食中毒事件、
集団感染の制御がなかなか困難

提供：国立医薬品食品衛生研究所 野田 衛 先生

平成25年11月・12月「ノロウイルス食中毒の予防と対策」講習会資料より



加熱

手洗い

塩素系消毒
薬による消毒

ノロウイルスの予防



カンピロバクター



カンピロバクター

潜伏期間 １～７日。比較的長い。

主要症状
下痢、腹痛、吐き気、発熱、倦怠感、頭
痛など

原因食品
食肉（特に鶏肉）、

二次汚染された生野菜、水

特徴

動物の腸管内や、便の中に存在。

乾燥にきわめて弱い。

ギラン・バレー症候群を起こすこともある



カンピロバクター 月別 食中毒発生件数
(平成２９年 全国）
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６月に多く、夏期にやや減少し、
９月～10月に多く発生する



冷菜

食中毒鶏肉
感染経路

加熱不足

器具、
手の汚染
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カンピロバクターとは、どういう細菌？

• ニワトリ、ブタ、ウシなどの腸管内にいる

• 特に鶏の保菌率が高い（５０～８０％）

• 食品中では、増殖しない
新鮮な肉にもとから付いている菌で食中毒は起こる

• 感染力が強く、少量で感染



市販鶏肉のカンピロバクター
汚染調査の結果

カンピロバクター・ジェジュニ分離検体数

• 鶏レバー：５６検体中３７検体（６６．１％）

• 砂肝：９検体中６検体（６６・７％）

• 鶏肉：９検体中９検体（１００％）

厚生労働科学研究食品安全確保研究事業
「食品製造の高度衛生管理に関する研究」



加熱

二次感染

の防止

飲料水

の消毒

カンピロバクターの予防



アニサキス



サバ、アジ、イカ、イワシ、サンマなどに寄生する寄
生虫である。

食後２～８時間後に、激しい腹痛、嘔吐(胃アニサキス)

・

・

・

アニサキスの幼虫が内臓に寄生し、時間が経つと
筋肉へ移行する。

・

アニサキスについて

アニサキスが寄生している魚介類を生でまたは加
熱が不十分な状態で食べると食中毒が起こる。

10時間後以降に、激しい腹痛、腹膜炎症状・

（腸アニサキス）



アニサキス 月別 食中毒発生件数
(平成２９年 全国）
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アニサキス







• 魚を丸体で購入する際は、速やかに内臓を取り除
く

• 内臓を生で提供しない

• 目視で確認し、見つけたら除去し、生では提供しな
い

• 一般的な料理で使う程度の酢やわさびの量や濃度
では、アニサキスは死滅しないので注意

• 加熱する（70℃で瞬時に死滅）

• 冷凍する（－20℃で24時間以上）

アニサキスの予防



食中毒の予防のために



食中毒予防の三原則

１．つけない

２．増やさない

３．やっつける



家庭でできる
食中毒予防の
６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



厚生労働省 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



手洗いの方法 残存ウイルス数

手洗いなし 約1,000,000個

流水で15秒手洗い 約10,000個

ハンドソープで10秒または30秒もみ
洗い後、流水で15秒すすぎ

約100個

ハンドソープで60秒もみ洗い後、流
水で15秒すすぎ

約10個

ハンドソープで10秒もみ洗い後、流
水で15秒すすぎを２回繰り返す

約数個

手洗いの時間・回数による効果

出典 森巧次他：感染症学雑誌、80：496-500,2006

手洗いは１回よりも２回が効果大!!



ご清聴ありがとうございました。


