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� 諸言

我が国における食中毒の発生は，ほぼ横ば

いの状況にあり，ここ２０年間をみると年間お

よそ２万人から４．５万人の患者が発生してい

る。公衆衛生の格段の向上にもかかわらず食

中毒は一向に減少していない。その理由とし

ては，食中毒の原因の大半を占める細菌やウ

イルスが食品と密接な環境に生息し，食品を

常に汚染する可能性があること，また我が国

の高温多湿な気象条件等が食中毒菌の増殖に

好条件を提供することなどが考えられる。

微生物を原因とする食中毒は，食中毒を引

き起こす微生物が食品に付着し，あるいは増

殖することによって発生する。従って，食中

毒を引き起こす微生物が食品をどのように汚

染するのか等を検討することは，食中毒の防

止を図る上で重要であると考えられる。

これまでも個別の食中毒事例について，病

因物質，原因食品，発生要因等が検討されて

きたが，汚染の要因等を総合的に分析した報

告は少ない１）。そこで，食中毒を未然に防止

するための基礎資料を得ることを目的に，大

規模食中毒をはじめとする事例を収集し，そ

の発生要因等に着目し解析を行ったので報告

する。

� 材料及び方法

１ 解析に用いた事例

平成元年から平成１５年までの全国食中毒事

件録（厚生労働省発行）第２編・主な食中毒

事件に報告されている事例２）を解析に用いた。

なお，解析対象は細菌性，ウイルス性食中

毒の６５事例であり，自然毒食中毒については

対象からはずした。

２ 解析の方法

食中毒事件例の中から，汚染の要因，増殖

の要因に着目して整理，集計し，その詳細を

解析した。

なお，ウイルスは食品中で増殖しないため，

ウイルスを原因とする食中毒事例について

は，増殖の要因の検討は行わなかった。

Ⅲ 結果

１ 汚染の要因

６５事例のうち汚染の要因について記述が

あった５２事例を，病因物質別（表１）と，汚
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染要因別（表２）にそれぞれ整理した。なお，

表２については，二つ以上の要因が記載され

ていた９事例は重複して計上した。

解析の対象とした事例は，サルモネラ属菌

が最も多く，つづいて腸管出血性大腸菌，ウェ

ルシュ菌，ノロウイルス，腸炎ビブリオ，黄

色ブドウ球菌，カンピロバクター等である。

また，汚染の要因について記述があった事例

は，サルモネラ属菌（１１），腸管出血性大腸

菌（９），ノロウイルス（８），黄色ブドウ球

菌（７），腸炎ビブリオ（６）の順であった。

汚染の要因の判明率は，ウェルシュ菌とそ

の他の病原性大腸菌では低かったが，全体で

は８０％と比較的高かった。

汚染の要因は，１）原材料そのものが汚

染，２）調理器具等を通じて他の食品を二次

汚染，３）調理従事者が食中毒菌やウイルス

を保菌し食材を汚染の３つに大別された。

原材料の汚染を疑うものは３２例と最も多

かった。これらは，汚染された原材料を未加

熱のまま摂取又は不十分な加熱が原因で病因

物質が生き残り，食中毒が発生したケースで

あった。原材料の汚染を疑うものについて，

病因物質と汚染されていた原材料との関係を

表３に示した。サルモネラ属菌によって汚染

されていたものが最も多く１１事例で，そのう

ち１０事例の食材は卵であった。腸管出血性大

腸菌は６事例でそのうち４事例は食肉又は食

肉加工品であった。カンピロバクターは３事

例で鶏肉と水，ノロウイルスは２事例で貝と

食中毒菌又はウイルス 対象事例数 汚染の要因について記述があった事例数

サルモネラ属菌 １４ １１

腸管出血性大腸菌 ９ ９

ウェルシュ菌 ８ ２

ノロウイルス（１） ８ ８

腸炎ビブリオ ７ ６

黄色ブドウ球菌 ７ ７

カンピロバクター ５ ４

その他の病原性大腸菌 ４ ２

セレウス菌 ２ ２

赤痢菌 １ １

計 ６５ ５２

表１ 病因物質別食中毒事例

（１）１事例はＡ型肝炎ウイルスとの混合感染

汚染の要因 事例数

原材料の汚染を疑うもの ３２

調理器具等からの二次汚染を疑うもの １５

調理従事者の保菌による汚染を疑うもの １５

表２ 汚染の要因別食中毒事例数
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井戸水であった。

調理器具等からの二次汚染を疑うもの，及

び調理従事者が保菌していた食中毒菌やウイ

ルスが原因と疑われるものが同数（それぞれ

１５）存在した。

二次汚染を疑うものについては，調理器具

や調理従事者が汚染の要因として疑われた。

卵の攪拌に使用したミキサーの洗浄殺菌不良

が原因でその後に調理した食品を汚染した

ケース，魚介類を入れていた容器を調理済み

食品の保管容器として使用し二次汚染が起き

たケース，ゾーニングの不備で魚介類の下処

理のはね水が調理済み食品にかかったと疑わ

れるケースなどがあった。

調理従事者の保菌が汚染の原因と考えられ

るものについては，ノロウイルスが６例と

もっとも多かった。ついで，黄色ブドウ球菌

４例，腸管出血性大腸菌３例，サルモネラ属

菌とウェルシュ菌がそれぞれ１例ずつであっ

た。

調理従事者の保菌が原因で発生した食中毒

は，数日間にわたって患者が発生する事例が

多かった。また，ノロウイルスなど感染力が

強い病因物質の場合，多くの従業員が保菌し

ているケースが多かった。さらに，食品，設

備，器具などが原因菌によって広範に汚染さ

れている事例もあった。

２ 増殖の要因

細菌を原因とする食中毒５７事例のうち，３３

事例で増殖の要因について記載があった。そ

れらの保存条件をみると，原因食品の常温保

存が２４例と最も多かった。その他，常温保存

後冷蔵あるいは冷蔵保存後常温保存したもの

が４例，はじめから冷蔵保存したものが５例

（うち３例は不十分な放冷のまま冷蔵）あっ

た。

食中毒菌が増殖した要因として，能力オー

バーの受注が冷蔵能力の不足や調理時間の延

長につながったケース，社員研修と重なり従

業員が不足し能力オーバーとなってしまった

ケース，パート従業員の衛生意識が低く常温

で長時間保存したケースなどがあった。客の

到着が遅れ調理から摂食までの時間が長く

なってしまったという特殊な事例もあった。

また，ウェルシュ菌を原因とする食中毒８

原材料を汚染していた微生物 事例数 食材（事例数）

サルモネラ属菌 １１ 卵（１０），イカ乾製品（１）

腸管出血性大腸菌 ６
食肉（３），食肉加工品（１）
水（１），その他（１）

カンピロバクター ３ 鶏肉（１），氷（１），わき水（１）

ノロウイルス ３ 井戸水（２），大アサリ（１）

黄色ブドウ球菌 ２ 低脂肪乳（１），錦糸玉子（１）

腸炎ビブリオ ２ ホタテ刺身（１）魚介類加工品（１）

病原性大腸菌 ２ 乾燥ワカメ（１），その他（１）

赤痢菌 １ 生カキ（１）

ウェルシュ菌 １ 液卵（１）

セレウス菌 １ 米飯（１）

表３ 原材料汚染を疑う事例における病因物質とその食材
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事例中６例については，加熱調理から摂食ま

でに長時間かかり，加熱調理したあと鍋のま

ま放冷したため十分冷却されず，さらに摂食

前に十分加熱されず又は加熱されないまま提

供され食中毒が発生したという事例であっ

た。

� 考察

細菌性食中毒は，食中毒菌による汚染とそ

の汚染した食中毒菌が食品中で増殖すること

によって発生する。従って，食中毒予防の３

原則と呼ばれる「清潔」，「加熱又は冷却」，「迅

速」は，汚染の防止や汚染した食中毒菌の殺

菌又は増殖の抑制をもとに考えられている。

また，ウイルス性食中毒についても清潔や加

熱の原則は適用できる。

これらの３原則を踏まえたうえで，より具

体的な食中毒予防対策を確立するためには，

現実に発生している食中毒がどのようなメカ

ニズムで発生しているかを知ることが大切で

ある。

今回，厚生労働省発行の全国食中毒事件録

をもとに汚染や増殖の要因を検討したとこ

ろ，汚染は主として３つの要因で発生してい

ることが分かった。

汚染の要因及び増殖の要因について，それ

ぞれ以下に考察する。

１ 汚染の要因

（１）原材料の汚染

汚染要因として最も多かったのは，原材料

そのものが汚染されている事例であり，全体

の５２％あった。従来から，サルモネラと卵，

腸管出血性大腸菌と食肉，ノロウイルスと貝

類，カンピロバクターと鶏肉，腸炎ビブリオ

と海産魚介類の関係が指摘されているが，こ

れらの食材はいわば「ハイリスク食品」とし

て注意する必要がある。今回の結果では，汚

染されていた原材料は卵関連が最も多く３８％

を占めた。卵は加熱せずに利用される場合が

ある。製造工程に加熱工程がない場合は殺菌

液卵を使用する，殻つき卵の場合は調理直前

に割卵するなどの配慮が必要であると考えら

れる。

（２）二次汚染

調理器具等からの二次汚染が疑われた事例

が１５例（２４％）あった。

二次汚染を引き起こした原因は調理器具や

調理従事者であったことから，ハイリスク食

品とその他の食品との調理器具の区分，作業

転換時における調理従事者の手洗いなど一般

衛生管理の重要性を再認識することが必要で

あると考えられる。

（３）調理従事者の保菌

調理従事者の保菌が汚染の要因と疑われた

事例が１５例（２４％）あった。

原因となった微生物はノロウイルス６例，

黄色ブドウ球菌４例，腸管出血性大腸菌３例，

サルモネラ属菌とウェルシュ菌がそれぞれ１

例であった。これらはヒトが腸管内に保菌す

る可能性が高いものや皮膚に常在する菌であ

る。

調理従事者は各都道府県の規則や指導等に

よって検便を実施しているが，検査対象微生

物は赤痢やサルモネラ属菌のみである場合が

多い。今回の事例では，赤痢やサルモネラ属

菌以外を保菌していたケースが１５事例中１４事

例（９３％）もあった。

保菌者検索の実施は，衛生意識の向上を図

るためにも一定の効果を有すると思われる

が，すべての食中毒菌を検索しているわけで

はないことも十分に理解しておく必要があ

る。このため，調理従事者の保菌を前提に，

日常の手洗い，使い捨て手袋の使用など衛生

対策を徹底する必要があると考えられる。

調理従事者の保菌が原因の食中毒事例で



（臼井宗一）食中毒の発生要因の検討

５― ―

は，多くの食品をはじめ，施設，調理器具な

どのふき取り検査から原因菌が検出されるこ

とが多い。調理従事者が保菌している場合，

適切な衛生措置を怠ると，汚染が広範囲に起

きる可能性があるといえる。調理従事者や毎

日の施設の洗浄消毒等の一般衛生管理の大切

さが改めて再認識されるべきである。

１９８７年から１９９６年に学校給食を原因として

発生した食中毒事件を分析した道野らの報

告１）によると，発生の要因が判明した６２事例

では，生食用の原材料の汚染（２９），不適切

な調理（２１），二次汚染（２１），長時間の放置

（２９），調理従事者の保菌（９）などが食中

毒の主な原因（重複あり）であったとしてい

る。今回の解析では，二次汚染と調理従事者

の保菌については同等の発生率（２４％）であっ

た。調理従事者の保菌が食中毒の要因となる

可能性が高いことに十分留意する必要がある

と考えられる。

２ 増殖の要因

食中毒防止には，食中毒菌を増殖させない

ための温度管理が重要であるが，原因食品を

常温で保存していたケースが７３％あった。腸

管出血性大腸菌，カンピロバクター，サルモ

ネラ属菌の一部は少量の菌数でも発症するこ

とがわかっているが，他の食中毒菌では食品

中に多量の菌が存在することが発症の要件と

なる。また，少量菌の存在で発症する可能性

のある食中毒菌でも，菌数が増加すればより

大量の患者を発生させる可能性がある。従っ

て，細菌の増殖にとって好都合な温度と増殖

する時間を与えることは危険な行為であると

いえる。

食中毒菌が増殖するための温度と時間が与

えられた原因をみると，能力オーバーの受注

や衛生知識の不足がみられた。能力オーバー

の受注は調理時間の延長につながる。また保

存条件も十分でない可能性が高い。温度と時

間を同時に与える最大の要因であると考えら

れる。

今回分析した食中毒事例は全国食中毒事件

録に掲載された事例であり，事例の選択にあ

たってバイアスがかかっている可能性があ

る。従って，汚染の要因等を定量的に解析で

きたとはいえないが，おおまかにリスク要因

を明らかにできたものと考えている。その結

果，ハイリスク食品の取り扱いに注意するこ

と，二次汚染や調理従事者の保菌による汚染

を防止するため，一般衛生管理の徹底を広く

啓発していく必要があると考えられる。
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