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R2 老人ホームの食中毒発生状況
発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

5月10日 宮城県 不明（施設の昼食） ウエルシュ菌 老人ホーム 36 11

6月11日 群馬県 不明（施設の給食） サルモネラ菌 老人ホーム 93 14

6月28日 群馬県 不明（施設の給食） ウエルシュ菌 老人ホーム 69 21

7月25日 千葉県 施設の昼食 ウエルシュ菌 老人ホーム 121 57

5月16日 千葉県 ｷｬﾍﾞﾂのシソ和え サルモネラ菌 老人ホーム 91 9

7月28日 千葉県
豚肉ｶﾞｰﾘｯｸｿ
ﾃｰ、揚げナス、
小松菜和え

ブドウ球菌 老人ホーム 59 17

10月25日 東京都 カンパチ刺身 不明 老人ホーム 95 4

3月13日 東京都 施設の給食 ノロウイルス 老人ホーム 149 16
7月17日 三重県 不明（施設の昼食） ブドウ球菌 老人ホーム 144 14
7月11日 大阪府 ｽﾍﾟｲﾝ風オムレツ ブドウ球菌 老人ホーム 39 12
12月29日 兵庫県 クリームシュー ウエルシュ菌 老人ホーム 136 78
12月6日 香川県 ビーフンソテー ブドウ球菌 老人ホーム 86 16
7月6日 大分県 イオンドリンク 化学物質 老人ホーム 13 13



R３老人ホームの食中毒事件例

発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

6月17日 栃木県 不明（施設の給食） サルモネラ属菌 老人ホーム 140 65

4月4日 群馬県 施設の給食 カンピロバクター 老人ホーム 20 6

2月18日 東京都 施設の昼食 ウエルシュ菌 老人ホーム 186 112

2月13日 大阪府 不明（施設の給食） ノロウイルス 老人ホーム 138 17

4月29日 大阪府 ｶﾎﾞﾁｬのそぼろ煮 ウエルシュ菌 老人ホーム 84 64

5月6日 大阪府 不明（施設の夕食） ウエルシュ菌 老人ホーム 99 22

4月14日 沖縄県 春雨の和え物 サルモネラ属菌 老人ホーム 179 ＊11
＊内１名死亡



事例：高齢者施設で２２人が食中毒

２０２１年５月１２日（産経新聞）大阪府の老
人ホームで６日の夕食を食べた入所者や従
事者が下痢、腹痛などの症状を訴えた。
原因物質はウエルシュ菌とみられる。

夕食はチンジャオロース、小松菜の炒め煮
であった。



事例：特別老後老人ホームで食中毒

２０２１年５月２日（沖縄タイムス）名護市の
特養施設で施設内で調理した給食を食べた
４０代から９０代の男女１１名がサルモネラ属
菌による食中毒を発症、１名が死亡した。調
査により「春雨の和え物」と患者便、調理従
事者便からサルモネラ属菌が検出された。





R2 保育所の食中毒発生状況
発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

10月16日 岐阜県 ミニトマト サルモネラ菌 保育所 122 34

9月12日 岐阜県 シャキシャキサラダ サルモネラ菌 保育所 205 57

5月29日 滋賀県 サバカレー焼き 化学物質 保育所 30 15

2月7日 大阪府 うるめイワシ 化学物質 保育所 173 46

6月6日 大阪府 ｻｻﾐと胡瓜のｻﾗﾀﾞ サルモネラ菌 保育所 118 16

6月30日 鳥取県 不明 サルモネラ菌 保育所 109 48

12月14日 広島県 サバのみぞれ煮 化学物質 保育所 108 42



R３保育所の食中毒事件例

発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

3月19日 岐阜県 不明（施設の給食） ノロウイルス 保育所 117 77

3月12日 京都府
お豆腐のブラウ
ニー

ノロウイルス 保育所 58 30

4月3日 長崎県 施設の給食 カンピロバクター 保育所 130 44



事例：保育園で児童３４人が食中毒

２０２０年１０月31日（中日新聞）岐阜県の
保育園で１５日の給食を食べ１～６歳の園児
３４人が下痢、発熱、腹痛を訴えた。
園児の便と給食の残品からサルモネラ菌
を検出。園児２４人が医療機関を受診、内３
人が入院した。給食は園児と職員１２２人が
食べている。



事例：認定こども園でノロウイルス集団感染

２０２１年１１月２５日（NHK）茨城県の認定
こども園で園児や職員合わせて５９人が嘔
吐、下痢を訴え、患者からノロウイルスが検
出された。
１１月の１日から２５日にかけて症状を訴え
ており、内１３人からノロウイルスが検出され
たことで園内で集団感染症が起こったとみた。





R2 事業所の食中毒発生状況
発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

12月11日 東京都 施設の朝食 ノロウイルス 事業場その他 13 7

2月14日 東京都 14日ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ料理 ブドウ球菌 事業所 50 15

11月10日 東京都 施設の夕食 ウエルシュ菌 事業所 167 46

3月18日 神奈川県不明（施設の給食） その他ウイルス 事業所 30 17

7月4日 滋賀県 春雨中華サラダ その他病原大腸菌 事業場その他 520 118

9月8日 大阪府 不明（施設の給食） ブドウ球菌 事業場その他 46 13

2月4日 兵庫県 不明（事業所給食） ノロウイルス 事業所 136 29

8月13日 愛媛県 施設の給食 サルモネラ属菌 事業所 468 36
10月11日 愛媛県 施設の食事 不明 事業所 52 35
9月8日 愛媛県 施設の昼食 不明 事業所 32 12
2月28日 鹿児島県不明（施設の昼食） ノロウイルス 事業所 327 116



R３事業所の食中毒事件例

発生日 発生場所 原因食品 原因物質 原因施設 摂食者数 患者数

4月8日 埼玉県 カボチャの甘煮 ウエルシュ菌 事業所 373 95

1月10日 高知県 不明（施設の食事）カンピロバクター 事業所 17 7



事例：障害者施設で食中毒

２０２１年１１月２２日（NHK）大分県の障害
者福祉施設で、入所者20代～60代の８人が

下痢や腹痛を訴えた。保健所の調査で患者
からウエルシュ菌検出された。施設での給食
の管理が不十分だったとみて、加熱に際して
は均一に熱が行き渡るよう指導した。



事例：障害者施設で集団食中毒か

２０２１年４月１５日（毎日新聞）羽生市内に
ある４カ所の障害支援施設で、７日に給食を
食べた３～８１歳の入所者９３人が下痢など
の症状を訴え、内２８人と調理者１人の便か
らウエルシュ菌を検出した。献立は豆腐ハン
バーグ、カボチャの甘煮などだった。



ウエルシュ菌の
食中毒を防ぐには



ウエルシュ菌について
１ 潜伏場所 土や水の中、動物の腸管内等幅広く生息

２ 原因食品 カレー、スープ、シチュー等

３ 菌の特徴 嫌気状態で発育、芽胞菌（１００℃、６時間耐性）
エンテロトキシン産生 ４５℃、１０分間で増殖
学校や給食施設、弁当屋に多い

４ 潜伏時間 ６～１８時間（平均１０時間）

５ 主症状 腹痛、水様性下痢



細菌の増え方について



煮込み料理中のウエルシュ菌

ゆっくり冷ますと
発芽・増殖

どうすれば
いい？

煮込んでも芽胞は生き残ります！



きちんと再加熱しないと・・・

増えた菌が生き残る

食中毒
（腹痛・下痢）



細菌が潜んでいるところを
見つけるために

検証が必要



細菌の簡易検査（ｻﾝｺﾘ）



チンゲンサイの茎



鶏肉

大腸菌群 ブドウ球菌



豚肉



チンゲンサイ
茎 葉



チンゲンサイの葉 消毒後

・流水で３回洗浄
・次亜塩素酸ナトリウム

200ppm溶液に５分間浸漬
・流水ですすぎ洗い



野菜・果物の殺菌
（大量調理施設衛生管理ﾏﾆｭｱﾙ）

• 次亜塩素酸ナトリウム溶液（２００mg/ﾘｯﾄﾙ
で５分間又は１００mg/ﾘｯﾄﾙで１０分間）

• 又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸水
（きのこ類を除く）、亜塩素酸ナトリウム溶液
（生食用野菜に限る）、次亜塩素酸水並び
に食品添加物として使用できる有機酸溶液



塩素消毒

消毒対象

使用塩素濃度

（５～６％次亜塩素酸ナトリウ
ム）

調理台、調理器具

ドアノブ、便座など

２００ｐｐｍ

水１ﾘｯﾄﾙに薬剤約４ｍｌ入れる

おう吐物や下利便
で汚染された床

など

１０００ｐｐｍ

水１ﾘｯﾄﾙに薬剤約２０ｍｌ入れる

※アルコール消毒もある程度の効果があります



加 熱

食材の加熱調理 中心温度８５℃、１分間以上の加熱

調理器具、ふきん、
タオルなど

１５分以上の煮沸消毒



34

食中毒を出さないために、ＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理が必要
（R3.6～許可施設、届出施設ともHACCPの管理に）

①衛生管理計画書を作成
②計画書に沿って衛生管理を実行、記録する。
③計画書の見直し
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質 疑 応 答



ありがとうございました
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長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」


