
ア　食中毒事件一覧表

番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

1 1月7日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 中野区

2 1月10日 飲食店（一般）
飲食店の食事
及び弁当

仕出し弁当（刺身（サー
モン、マグロ、ハマチ）、
天ぷら、煮物、蟹ご飯、焼
鮭）等

不明 20 109 八王子市

3 1月12日 飲食店（一般） しめさば
しめさば、唐揚げ、そら
豆、ホッピー

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 港区

4 1月15日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

食べ放題メニュー（牛タ
ン、カイノミ、ハラミ、ホル
モン、上ミノ）、ささみのタ
タキ、馬刺し、鶏もも肉
（焼用）、鶏軟骨（焼用）、
ささみ（焼用）、ナムル、キ
ムチ盛り、チョレギサラダ

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 26 150 八王子市

5 1月16日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 江東区

6 1月22日 飲食店（一般） 会食料理

タイ海老トースト、鶏肉の
フォー、グリーンカレー、
海鮮五目焼きそば、パッ
タイ、ガパオ炒めご飯、バ
ナナロール、マンゴータ
ンゴ、白玉かぼちゃぜん
ざい等

ノロウイルス GⅡ 35 44 中央区

7 1月30日
飲食店
（仕出し）

仕出し弁当

和風ハンバーグ、ハムカ
ツ、春雨中華サラダ、じゃ
がいもれんこん炒め、も
やしメンマ炒め、オムレ
ツ、米飯、味噌汁

ノロウイルス GⅡ.17 217 891 葛飾区

8 1月30日 不明 不明 アニサキス 1 不明 千代田区

9 1月31日 飲食店（一般） 刺身盛合せ
刺身盛合せ（ヤリイカ、マ
グロ、赤貝、生しらす、ア
ジ、ブリ）

アニサキス 1 2 渋谷区

10 2月4日 飲食店（すし）
しめさばの
にぎり寿司

にぎり寿司（しめさば、ア
ナゴ、トリ貝、玉子焼、エ
ンガワ）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 江戸川区

11 2月5日 飲食店（一般） 飲食店の食事

半身揚げ、アボカド甘ダ
レ、ポテトサラダ、鶏白湯
ラーメン、プリン、昆布じ
め鶏わさ、鶏ユッケ、もも
肉西京焼き

カンピロバクター ジェジュニ 3 3 葛飾区

12 2月7日 不明 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 杉並区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

13 2月10日 飲食店（一般） 飲食店の食事

クラゲの冷菜、棒棒鶏、
海老チリ、海老のマヨ
ネーズ和え、肉団子の甘
酢あんかけ、コーンスー
プ、麻婆豆腐、胡麻団
子、杏仁豆腐、スペアリブ
の黒酢ソースかけ、鶏肉
とカシューナッツ炒め、餃
子、春巻、チンジャオロー
ス、レタスチャーハン、飲
み物

ノロウイルス GⅡ.17 7 7 多摩府中

14 2月14日
飲食店
（仕出し）

弁当

2月13日　日替わり弁当
（牛肉の和風煮、ハム
チーズフライ、切り干し大
根炒め煮、ジャーマンポ
テト、白菜の二色和え、
漬物、米飯）、サービス弁
当（ハヤシライスのメンチ
付）

ノロウイルス GⅡ 112 907 八王子市

15 2月17日 飲食店（一般） 酒類（洗浄剤） 中国銘酒
化学物質
（洗浄剤）

1 1 豊島区

16 2月17日 飲食店（一般） 水 水 塩素系漂白剤 2 2 中央区

17 2月18日 飲食店（一般） 生牡蠣の炙り

生牡蠣の炙り6個、パン
（お通し）、メリメロサラダ、
ローストチキン、ハラミス
テーキ（ローストビーフ）、
ピザ、パスタ、ポテト、ソー
セージ

ノロウイルス GⅡ 3 3 新宿区

18 2月19日 家庭 サバマリネ
サバマリネ、みそ汁、ほう
れん草おひたし（全て自
宅調理）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 江戸川区

19 2月20日 飲食店（一般） 炙りしめさば

牛もつ煮込み、まぐろ納
豆、塩ちゃんこ、唐揚げ、
冷やしトマト、出し巻き玉
子、ちゃんぽん麺、炙りし
めさば

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 4 中央区

20 2月28日 飲食店（一般） 刺身盛合せ

刺身盛合せ（アジ、ヤリイ
カ、しめさば、中トロ、ウ
ニ、タコ）、ポテトサラダ、
白海老かき揚げ

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 台東区

21 3月1日 飲食店（すし） にぎり寿司

にぎり寿司（マグロ、ア
ジ、サバ、タイ）、お椀（味
噌汁）、玉子焼、いかげ
そ焼、つまみ（中華クラ
ゲ）、アルコール類

アニサキス Anisakis pegreffii 1 1 新宿区

22 3月1日 飲食店（一般）
加熱不十分な鶏
料理（鶏レバー焼

き）

お通し（キャベツと紅ショ
ウガ）、名物レバテキ、ハ
ツテキ、焼き鳥、サラダ、
お茶漬け、セロリの浅漬
け、豆腐、アボカド、親子
丼、プリン、アイス

カンピロバクター ジェジュニ（P群） 5 8 中央区

23 3月6日 飲食店（一般）
鶏もも肉のクリー
ム煮を含むビュッ

フェ料理

鶏もも肉のクリーム煮、
たっぷり野菜カレー、筑
前煮、自家製鶏の唐揚
げ、サラダ、寿司、ドリンク
等

ウエルシュ菌 TW1 4 215 多摩小平

24 3月8日 家庭 イワシ刺身 イワシ刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 八王子市
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

25 3月11日 飲食店（一般） ヒラメ刺身

ヒラメの刺身、マグロの刺
身、小柱、えんがわユッ
ケ、小鮎の南蛮漬け、梅
とろろ、桜海老のかき揚
げ、玉子焼き、ご飯、味
噌汁、お新香、桜のムー
ス、お団子、コーヒー、お
茶

クドア
セプテンプンク

タータ
7 11 江東区

26 3月11日 不明 不明 不明 アニサキス 1 3 八王子市

27 3月14日 飲食店（一般） 飲食店の食事

コース料理（にぎり寿司、
サーモンとアボカド、鱈の
ソテーあん肝ソース、ハ
ゼの大葉揚げ、ロースト
ビーフ、海老と玉子の菜
の花あんかけ、いか塩
辛、ポテトフライ、飲料）等

ノロウイルス ＧⅡ.17 25 37 千代田区

28 3月20日
集団給食
（届出）

給食

3月19日の昼食(焼き肉
丼、春雨の中華サラダ、
たまごスープ）、
3月19日のおやつ（きなこ
揚げパン、牛乳）

ノロウイルス ＧⅡ 41 98 世田谷区

29 3月22日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（牡蠣料理を含

む）

牡蠣のオイル漬け、レ
バーペースト等

ノロウイルス
GⅠ、GⅡ、GⅠ・

GⅡ※
8 10 杉並区

30 3月24日 飲食店（一般） 会食料理

前菜盛合せ、スープ、鶏
唐揚げ中華風、海老とカ
シューナッツの炒め、イカ
とブロッコリーの炒め、ホ
タテと肉の旨煮、焼餃
子、エビチリ、チャーハ
ン、焼きそば、中華蒸し
パン、ライチ等

ノロウイルス GⅡ 34 250 台東区

31 3月24日 飲食店（一般） 刺身盛合せ

刺身盛合せ（本マグロ、タ
イ、ウニ、ニシン、カンパ
チ）、ふぐ昆布じめと花わ
さび酢、うどきんぴら、鯛
の塩辛（クリームチーズ添
え）、グリンピースすり流
し、桜ます幽庵焼、真鯛
桜蒸し白子あん、白魚の
おうどん、杏仁豆腐、シ
フォンケーキ、銀杏、日本
酒

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 新宿区

32 3月27日 飲食店（一般） しめさば

お通し（ツナサラダをのせ
たパン、おでん）、しめさ
ば、タケノコを焼いたも
の、白身魚（鯛）からあ
げ、海老しんじょ、鴨オー
ブン焼き、揚げ出し、だし
巻き玉子

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 新宿区

33 3月27日 不明 不明 アニサキス 1 3 千代田区

34 4月4日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオ造り アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 江戸川区

35 4月4日 飲食店（すし）
にぎり寿司及び

刺身

刺身（イカ、マグロ、ハマ
チ他）、寿司（コハダ、ア
ジ、ホタテ、イカ、アナゴ
他）、お吸い物

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 中央区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

36 4月5日 飲食店（一般） 飲食店の食事

4月3日（つぶ貝磯焼き、
から揚げ、餃子、焼鳥、
モダン焼き等）
4月4日（枝豆、山芋のつ
けもの、焼鳥、チャーハ
ン、寿司(ネギトロ巻）、焼
きそば等）

ノロウイルス GⅡ.2 8 8 板橋区

37 4月6日 飲食店（一般） 会食料理 会食料理 サポウイルス 81 179 大田区

38 4月7日 飲食店（一般） 飲食店の食事

鶏と揚げ玉ねぎの和風サ
ラダ、白レバームース、枝
豆、フライドポテト、鶏皮
ポン酢、焼き串（さび焼
き、せせり、かしわ、丸ハ
ツ、ぎんなん、ミニトマト）

カンピロバクター ジェジュニ 7 18 品川区

39 4月8日 飲食店（一般） 会食料理
ささみレアわさび焼き、大
山鶏レバーレア焼き等

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 13 22 港区

40 4月8日 飲食店（一般） 鶏わさ

お通し(切干大根）、アボ
カドのお漬物、鶏わさ、う
ま塩ごまキャベツ、ポテト
サラダ、だし巻き玉子、鶏
ささみのユッケ、鶏ハラミ
ポン酢、明太マヨポテト、
唐揚げ、飲み物

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 7 12 千代田区

41 4月9日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（鶏刺しを含む）

鶏刺身（鶏刺し、砂肝刺
し、ユッケ、レバー刺し、
はつ刺し）、鶏焼肉（モ
モ、セセリ、ボンジリ、鶏カ
ルビ、鶏ハラミ）、ライス、
親子丼

カンピロバクター ジェジュニ 3 5 墨田区

42 4月9日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

鶏胸肉のたたき、サラダ、
焼き鳥、揚げ物等

カンピロバクター ジェジュニ（Ｏ群） 5 7 八王子市

43 4月10日 魚介類販売業
カツオ刺身用の

冊
カツオの刺身 アニサキス

Anisakis simplex
sensu stricto

1 2 品川区

44 4月10日 魚介類販売業 イワシ刺身 刺身用イワシ アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 練馬区

45 4月10日 不明 不明 不明 シュードテラノーバ
Pseudoterranova

sp.
1 1 八王子市

46 4月11日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 江東区

47 4月14日 飲食店（一般） 飲食店の食事 不明 ノロウイルス ＧⅡ.4 28 35 千代田区

48 4月15日 不明
ブリ、金目鯛、

ヒラメ
ブリ、金目鯛、ヒラメ アニサキス

Anisakis simplex
sensu stricto

1 2 練馬区

49 4月16日 魚介類販売業 カツオ刺身 生カツオお造り アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 江戸川区

50 4月16日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス 1 2 杉並区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

51 4月20日 飲食店（一般） 飲食店の食事

ビーフステーキ、棒棒
鶏、チョリソーとサラミ、唐
揚げと鶏天、ミートボー
ル、豚の角煮と割包、
ビーフカレー、刺身の盛
合せ、サーモンとチーズ
とトマトのピンチョス、ソイ
の味噌焼き、ウニのクリー
ムパスタ、ミックスリーフサ
ラダ等

ノロウイルス GⅡ.4 27 457 多摩府中

52 4月23日 不明 刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 江戸川区

53 4月24日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 葛飾区

54 4月24日 飲食店（一般） 飲食店の食事
牡蠣と旬野菜の寄せ鍋、
生牡蠣、牡蠣フライ等

ノロウイルス GⅠ、GⅡ 9 22 品川区

55 4月26日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
2 2 中央区

56 4月30日 飲食店（一般） 刺身盛合せ
刺身盛合せ（本マス、炙り
しめさば、つぶ貝、金目
鯛、カツオ等）

アニサキス 1 2 渋谷区

57 5月2日
集団給食
（要許可）

給食 施設で調理した食事 ノロウイルス GⅡ.2 21 27 西多摩

58 5月4日
集団給食
（要許可）

原因施設が
提供した食事

Ａ定食：サワラの金山寺
味噌焼き、ご飯、味噌
汁、
Ｂ定食：鶏天丼　ごま香る
ポン酢ソース、味噌汁、
Ｃ定食：スパゲティミート
ソース、パン、スープ、
その他客が選べるメ
ニュー（6種程度から1品。
マカロニサラダ、春雨バ
ンバンジー、里芋の鶏そ
ぼろあんかけ等）

ノロウイルス GⅡ.2 38 95 多摩立川

59 5月5日 飲食店（一般）
生食用牡蠣

（冷凍）
生食用牡蠣等 ノロウイルス GⅡ 10 不明 渋谷区

60 5月6日 飲食店（一般） 飲食店の食事

各種焼肉、牛すじカルビ
ポン酢、キムチ、やみつき
塩キャベツ、ナムル、杏
仁豆腐当

ノロウイルス GⅡ.2 18 21 練馬区

61 5月8日 飲食店（一般） 刺身定食
刺身（生サバ、生カツオ、
マグロ、白身魚）、ご飯、
味噌汁、小鉢等

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 葛飾区

62 5月10日
集団給食
（要許可）

給食（果物、春雨
サラダ）

春雨サラダ、果物等 A群ロタウイルス 8 41 荒川区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

63 5月12日 飲食店（一般） 飲食店の食事

塩キャベツ、枝豆、きびな
ごの唐揚げ、揚げ出し豆
腐、酢モツ、焼き餃子、焼
鳥（ねぎま、皮、砂肝、レ
バー、ハツ、ぼんじり、さ
さみ、つくね、ソーセージ
／すべてタレ）

カンピロバクター ジェジュニ 3 3 品川区

64 5月13日 飲食店（一般） 飲食店の食事
鳥刺、焼き鳥、砂肝煮、
唐揚げ　等

カンピロバクター ジェジュニ 7 25 品川区

65 5月17日 飲食店（一般）
会食料理

（活あなごの薄造
りを含む）

穴子の刺身、穴子の天ぷ
ら、穴子の寿司等

アニサキス Anisakis pegreffii 1 2 港区

66 5月17日 飲食店（すし）
飲食店の食事

（サバ、マグロ、ヒ
ラメを含む）

にぎり寿司（マグロ、ヒラ
メ、甘海老、しめさば、水
たこ、イクラ、穴子）、巻物
（トロタク（マグロのトロとた
くあんが入っているも
の））、茶わん蒸し、味噌
汁

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 港区

67 5月19日 魚介類販売業
カツオ刺身用の

冊
カツオ刺身 アニサキス

Anisakis simplex
sensu stricto

1 3 江戸川区

68 5月20日 魚介類販売業 生カツオ（冊） カツオの刺身 アニサキス 1 不明 南多摩

69 5月20日 飲食店（すし） 寿司
寿司（食べ放題メニュー）
かつお等

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 多摩立川

70 5月21日 不明 不明
しめさば、ヒラメとサーモ
ンのお造り

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 江戸川区

71 5月21日 魚介類販売業 刺身
カツオ刺身、アジのたた
き

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 西多摩

72 5月21日 不明
カツオ・マグロの

刺身
カツオ・マグロの刺身 アニサキス

Anisakis simplex
sensu stricto

1 2 多摩立川

73 5月22日 飲食店（一般） 飲食店の食事

サラダ、カルパッチョ、ミッ
クスナッツ、スープ、パ
ン、アヒージョ、ピザ、チキ
ンのトマト煮込み、シュー
クリーム、エビピラフ

ノロウイルス GⅡ 4 4 渋谷区

74 5月24日 不明 刺身 アニサキス Anisakis pegreffii 1 2 江戸川区

75 5月26日 飲食店（一般） 飲食店の食事
サラダ、カレー、ナン、ラ
イス、デザート、ドリンク、
水

ノロウイルス GⅡ.2 6 6 南多摩

76 5月28日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（鶏のたたきを

含む）

鶏のたたき、枝豆、グリー
ンサラダ、串焼き（もも、
つくね、ささみ）、唐揚げ、
鶏玉子雑炊

カンピロバクター ジェジュニ 7 23 杉並区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

77 5月31日 飲食店（一般）
ココナッツチキン

カレー

ケータリング料理（ココ
ナッツカレー、ナン、ライ
ス、生春巻き、焼きビーフ
ン、揚げ物等）

ウエルシュ菌 77 100 豊島区

78 5月31日 魚介類販売業 イワシ刺身 生イワシの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 千代田区

79 6月12日 飲食店（一般）
刺身（ハタ、シマ
アジ、しめさば、
スルメイカ）

コース料理（前菜（小柱の
マリネ、アロエ順菜、冷
奴）、刺身（ハタ、シマア
ジ、しめさば、スルメイ
カ）、サーモン塩焼、はま
ぐりと空芯菜の酒蒸、胡
瓜みぞれ酢、カニ菊花和
え、チーズ豆腐、里芋ふ
わふわ、海老しんじょうと
夏野菜、ゴーヤと豚肉の
煮びたし、鍋（桜海老・ア
サリ）、地鶏の冷製ポン
酢、鯛しゃぶ（真鯛）、生
姜土鍋）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 4 品川区

80 6月13日 飲食店（一般） 会食料理

焼鳥（ささみさび、そり、
つなぎ、背肝、極皮、レ
バー）、ヤングコーン、ピリ
辛ザーサイ冷奴、長なす
漬物、お通し（梅干し）

カンピロバクター ジェジュニ 3 36 台東区

81 6月13日
飲食店（仕出

し）
ガパオチキンライ

ス弁当
ガパオチキンライス弁当 ウエルシュ菌 Hobbs12 20 48 中野区

82 6月15日 飲食店（一般）

会食料理
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

鶏のなめろう、飛騨地鶏
の刺身3点盛り等

カンピロバクター、
サルモネラ

ジェジュニ、
O4- 7

8 13 港区

83 6月15日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 中野区

84 6月16日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

「ムネレア」や「鶏ムネの
寿司」を含む加熱不十分
な鶏肉メニュー

カンピロバクター ジェジュニ 9 21 世田谷区

85 6月16日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

焼き鳥盛合せ、唐揚げ、
アンチョビポテト、バー
ニャカウダ、ガーリック
シュリンプ、焼きカマン
ベール、枝豆、ひよこ豆ト
マト煮、鳥そば、バゲット

カンピロバクター ジェジュニ 3 4 千代田区

86 6月18日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分の
鶏肉料理を含

む）

塩だれ炙りレバー、生牡
蠣

カンピロバクター ジェジュニ 5 5 多摩立川

87 6月22日 飲食店（一般）
刺身盛合せ
（しめさばを含

む）

刺身盛合せ（カツオ、しめ
さば、イワシ等）等

アニサキス
Anisakis　simplex
sensu　stricto

1 2 豊島区

88 6月23日 飲食店（一般） 刺身盛合せ

刺身盛合せ（アジ、マグ
ロ、タイ、ワラサ、カツオ、
カンパチ他）、明太豆腐、
トウモロコシのかき揚げ、
島らっきょうの沖漬け、も
ちピザ等

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 5 渋谷区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

89 6月23日 魚介類販売業 イワシ刺身 真イワシ造り アニサキス 1 1 墨田区

90 6月26日 飲食店（一般） 飲食店の食事

焼肉（カルビ、ロース、上
カルビ、特選ハラミ、上タ
ン塩、ザブトン）、サラダ、
ナムル、冷麵、キムチ、
スープ、ライス、オレンジ
シャーベット、韓国のり、
ソルロンタン等

腸管出血性大腸菌 Ｏ157VT2 20 51 多摩府中

91 6月27日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス 1 不明 多摩府中

92 6月30日 その他

調理実習の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

春巻き等 カンピロバクター ジェジュニ 10 34 北区

93 6月30日 飲食店（一般）
飲食店の食事

（鶏わさを含む）
鶏わさ、焼鳥、卵かけご
はん

カンピロバクター ジェジュニ 3 9 板橋区

94 7月4日
集団給食
（届出）

給食

バターロール、冷菜（鶏
のささ身、炒り卵、春雨、
キャベツ、きゅうりの和え
物）、プチトマト、スープ、
すいか

腸管出血性大腸菌 Ｏ121 VT2 34 94 世田谷区

95 7月4日 飲食店(弁当） にぎり寿司 にぎり寿司 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 荒川区

96 7月7日 家庭 エゾボラ
つぶ貝（自宅で塩茹でし
たもの）

テトラミン 1 1 南多摩

97 7月8日 魚介類販売業
刺身四点盛りもし
くはカツオ刺身

刺身四点盛り、カツオの
刺身

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 渋谷区

98 7月21日 飲食店（一般）
生食用鮮魚介類
（しめさば含む）

鯛豆腐、焼きそば、長芋
の梅和え、おまかせ刺身
盛合せ（サバ、カンパチ、
マグロ、貝類）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 杉並区

99 7月25日 飲食店（一般） 会食料理 レバー串等 カンピロバクター ジェジュニ 2 4 豊島区

100 7月25日 飲食店（一般） しめさば
しめさば、ホヤ、タコ焼
き、アルコール

アニサキス Anisakis pegreffii 1 2 足立区

101 7月30日 飲食店（一般） 刺身盛合せ
刺身盛合せ（スズキ、カツ
オ、平貝）、アスパラガス
の天ぷら、ツブ貝等

アニサキス 1 2 渋谷区

102 7月30日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

お通し（キュウリとセロリの
漬物）、レバテキ（白レ
バ）、焼鳥三種盛（つく
ね、モモ、ねぎま）、卵焼
き、鳥皮餃子、牛すじコ
ロッケ、カニクリームコロッ
ケ、バラ焼、炙りチャー
シュー、ちくわ磯辺チー
ズ揚げ、ごはん、飲み物

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 4 4 多摩府中
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

103 8月2日 飲食店（一般） 飲食店の食事

ローストビーフ、サラダ(レ
タス、プチトマト、大根）、
パスタ（トマト系）、焼売、
ひじきと根菜の煮物、揚
げ物(エビ入）、マンゴー
タルト、抹茶ケーキ、紅茶

腸管出血性大腸菌
O157　VT1、VT2

MLVA型：
18m0192

194 1776 文京区

104 8月3日 飲食店（すし） 飲食店の食事

刺身盛合せ（ボタン海
老、マグロ（中トロ）、赤貝
ヒモ、サバ、アジ、小柱、
玉子、白身魚）、甘海老
の刺身、寿司（イカゲソ、
イカ（スルメ、シロ）、ツブ
貝、アジ、カツオ他、つま
み（生姜てんぷら、イカ唐
揚げ、ウナギヒモ、ホヤ
酢）、日本酒

アニサキス Anisakis pegreffii 1 2 墨田区

105 8月5日 不明 不明
寿司（ヒラメ、メグロ、イカ
等）、刺身

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 杉並区

106 8月8日 飲食店（一般） 飲食店の食事
もやしとハムの和え物、刺
身、焼き鳥、タコとトマトの
カルパッチョ、えいひれ

ノロウイルス GⅡ 22 29 新宿区

107 8月9日 飲食店（一般） 刺身
刺身（マグロ、剣先イカ、
しめさば）を含むコース料
理

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 目黒区

108 8月11日 飲食店（一般） 飲食店の食事

焼き肉ランチ、ハラミラン
チ、タン塩ランチ、鶏せせ
りランチ、キムチ、冷奴、
サラダ、白米、みそ汁、
コース料理（牛カルビ、牛
もも、牛ハラミ、牛タン、鶏
せせり、ミックスホルモン
（レバー、小腸、ハツ）、野
菜盛り（人参、ピーマン、
長ネギ）、キムチ、もやし
ナムル、チョレギサラダ、
冷麺ハーフ、デザート）

腸管出血性大腸菌
O157　VT2
MLVA型：
18m0262

9 14 品川区

109 8月13日 飲食店（一般）
お造り（ヒラマサ、
イワシ、マダイ、
マグロを含む）

お造り4点盛り（ヒラマサ、
イワシ、マダイ及びマグロ
を含む）

アニサキス 1 1 港区

110 8月13日 飲食店（一般） 飲食店の食事

お通し（煮物）、牛レバ炙
り、もやしナムル、揚げナ
ス、チーズフライ、もつ煮
込、豚ハツ（串）、豚バラ
（串）、豚ハラミ（串）、豚タ
ン（串）、豚レバ（串）、ボ
ンジリ（焼鳥）、もも（焼鳥）
等

腸管出血性大腸菌、
カンピロバクター

O157、
ジェジュニ

4 4 新宿区

111 8月13日 飲食店（一般）
刺身定食（タイ、
ワラサを含む）

刺身定食（タイ・ワラサを
含む）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 千代田区

112 8月14日 飲食店（一般） 飲食店の食事

レバユッケ、ナンコツポン
酢、焼き串（豚ハラミ、豚
カシラ、豚シロ、とりつく
ね、とりささみ）、サラダ、ト
ロたく細巻き、いぶりがっ
こクリームチーズ

サルモネラ Ｏ4：i：- 5 7 品川区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

113 8月15日 家庭 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 江東区

114 8月16日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 不明 江戸川区

115 8月23日 飲食店（一般） 飲食店の食事
ラザニア、ローストビーフ
丼、クラムチャウダー、サ
ラダバー、飲み物

ノロウイルス ＧⅠ.7 3 3 世田谷区

116 8月23日 飲食店（すし） 寿司

寿司（ツナサラダ、ネギト
ロ、サバ、コハダ、アジ、
タコの生げそ、トロサーモ
ン）

アニサキス 1 1 墨田区

117 8月25日 飲食店（一般） 飲食店の食事

グループ１：カルビ、ロー
ス、牛タン、砂肝、ユッ
ケ、千切りキャベツ、米
飯、ウーロン茶
グループ2：千切りきゃべ
つ、サンチュ、ゴマだれ冷
めん、ごはん、肉（牛タ
ン、ロース、ハラミ、カシ
ラ、カイノミ）等

腸管出血性大腸菌
O157　VT2
MLVA型：
18ｍ0241

5 9 八王子市

118 8月27日 飲食店（一般） 刺身類
しめさば、イワシのたた
き、カンパチの薄造り

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 中央区

119 8月28日 飲食店（すし） すし弁当
すし弁当（お寿司８貫セッ
ト）（イシカレイ、タイ他）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 台東区

120 8月30日 飲食店（一般） 飲食店の食事

コース料理（炙り大判手ま
り寿司、キムチ盛合せ、
サラダ、出汁巻き卵、塩
焼3種盛、炙り焼きしゃぶ
すき（卵かけごはん付）、
蒸しホルモン、たれ焼き3
種盛、壺づけホルモン3
種盛、冷麵、デザート）、
ドリンク（酒、ソフトドリン
ク）

サルモネラ エンテリティディス 6 18 文京区

121 8月31日 飲食店（すし） 寿司
北海ちらし、寿司（中ト
ロ、生うに、穴子等）

腸炎ビブリオ 7 12 町田市

122 9月1日 飲食店（すし） 飲食店の食事 寿司(生うに等) 腸炎ビブリオ O3:K6 6 6 目黒区

123 9月1日 飲食店（すし） 飲食店の食事
寿司（中トロ、生うに、穴
子等）

腸炎ビブリオ 9 15 品川区

124 9月1日 飲食店（すし） 寿司 寿司（生うに等） 腸炎ビブリオ 16 33 西多摩

125 9月1日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、カンパチ、
数の子、車海老、生うに、
穴子等）

腸炎ビブリオ O3:K6 14 658 多摩小平
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

126 9月2日 飲食店（一般）
会食料理

（焼鳥を含む）
焼鳥、牛タン焼き、お通し
キャベツ、ドリンク類

カンピロバクター ジェジュニ 3 6 豊島区

127 9月2日 飲食店（すし） 飲食店の食事
寿司（中トロ、生うに、穴
子等）

腸炎ビブリオ 15 33 荒川区

128 9月2日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

鶏のたたき、鶏の串焼き
（レバー、ハツ、ぼんじり
等）

カンピロバクター ジェジュニ 2 2 北区

129 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（生うに、中トロ、穴
子等）

腸炎ビブリオ O3:K6 12 30 板橋区

130 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、生うに、穴
子等）

腸炎ビブリオ 1 2 町田市

131 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、生うに、穴
子等）

不明 3 4 町田市

132 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、カンパチ、
数の子、車エビ、生うに、
穴子等）

腸炎ビブリオ O3:K6 5 14 多摩立川

133 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、カンパチ、
数の子、車エビ、生うに、
穴子等）

腸炎ビブリオ O3:K6 12 17 多摩立川

134 9月2日 飲食店（すし） 寿司
寿司（中トロ、カンパチ、
数の子、車エビ、生うに、
穴子等）

腸炎ビブリオ O3:K6 9 632 多摩小平

135 9月3日 飲食店（すし） 飲食店の食事 腸炎ビブリオ O3:K6 10 12 杉並区

136 9月3日 飲食店（すし） 寿司
寿司（うに、中トロ等）、北
海ちらし

腸炎ビブリオ O3:K6 4 不明 多摩府中

137 9月8日 飲食店（一般） 刺身盛合せ

刺身（マグロ、イカ、イサ
キ、キンメ）、らっきょう、は
も、うに牛肉巻き、牛すじ
煮込み、穴子白焼、ポテ
トサラダ、貝、ポーク等

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 4 江東区

138 9月11日 飲食店（すし） 寿司
サンマ、サバ、イワシを含
む刺身及び寿司

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 中央区

139 9月12日 飲食店（一般） 刺身定食 刺身定食 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 大田区

140 9月13日 飲食店（一般） 刺身盛合せ
刺身盛合せ（マグロ、タ
イ、カンパチ、ヒラメのエン
ガワ、つぶ貝、ホタテ）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 大田区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

141 9月20日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（しめさばを含

む）

しめさば、生うに、生牡
蠣、モツの煮込み、
チューハイ、ビール

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 世田谷区

142 9月20日 飲食店（すし） 刺身、寿司

お通し（モズク、イカ）、タ
コの唐揚げ、小海老の唐
揚げ、卵焼き、ポテトサラ
ダ、ロール寿司（白身魚、
マグロ、イカ等）、ぜいたく
巻き（マグロで飯を巻いて
いる。マグロ、ウニ等）、本
日の鮮魚盛合せ（しめさ
ば、マグロ、マダイ、キン
メダイ、ホタテ等、６～８
種）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 8 中央区

143 9月21日 飲食店（一般） 飲食店の食事
焼き鳥（レバー、ハツ、ボ
ンジリ、ヤゲン、ネギマ）、
お通し、生ビール等

カンピロバクター ジェジュニ（Ｒ群） 7 11 八王子市

144 9月22日 飲食店（一般）
鶏のお造りを含

む食事

お通し（もやし和え物）、
鶏のお造り盛合せ、焼鳥
（ネギマ）、唐揚げ、つく
ね盛合せ、鶏煮込み、コ
ブサラダ、冷やしトマト、
キュウリ一本漬け、クラゲ
刺身、だし巻き玉子、飲
み物

カンピロバクター ジェジュニ 4 13 千代田区

145 9月23日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

焼鳥（レバー、ササミ、ハ
ラミ、ボンジリ、つくね）、
サンマの刺身、ニラ玉、
お通し（キャベツのゴマ油
和え）、酒類等

カンピロバクター ジェジュニ 4 7 渋谷区

146 9月23日 飲食店（一般） 飲食店の食事

串焼き（せせり、砂肝、ね
ぎま、つくね、ささみ、しい
たけ、ネギ）、中華そば、
鶏胸肉低温調理、トマト
煮びたし

カンピロバクター ジェジュニ 3 3 目黒区

147 9月23日 飲食店（一般） 飲食店の食事

5600円コース（前菜（イチ
ジクトマトソースフラン）、
野菜サラダ、串物（ささ
み、さがり、正肉2種、うず
ら肉、うずら卵、レバー、
つくね、ねぎま（鴨肉））、
レバーパテ、ほうじ茶プリ
ン、飲料）

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 8 9 文京区

148 9月24日 魚介類販売業 しめさば しめさば（半身） アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 2 杉並区

149 9月25日 飲食店（一般） 飲食店の食事
キャベツの浅漬け、焼
鳥、焼鳥丼

カンピロバクター ジェジュニ 4 5 目黒区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

150 9月25日 飲食店（一般） 飲食店の食事

お通し（豆腐）、鶏ナンコ
ツ梅水晶、鶏皮ぽん酢鬼
おろし、紅楽美ささみ昆
布〆、パクチーサラダ、
長いものわさび漬、軟骨
どりの羽根つき餃子、特
製つくね、混ざり串　赤、
混ざり串　白、アスパラ
ベーコン串、皮の串打ち
焼き、ねぎ間の串打ち焼
き、レバー串、手作りポテ
トサラダ、飲み物等

カンピロバクター ジェジュニ 2 3 中野区

151 9月27日 飲食店（一般） 飲食店の食事

昆布〆、鶏わさ、素揚げ3
点盛り（砂肝、ぼんじり、
せせり又はハラミ）、鶏の
土手煮、シメの鶏白湯雑
炊、お通し（サラダ）

カンピロバクター ジェジュニ 2 2 葛飾区

152 9月29日 飲食店（一般） 飲食店の食事

カルパッチョ盛合せ、牛も
も肉・ハラミのタンドール
ロースト盛合せ、サラダ、
飲み物等

不明 26 155 千代田区

153 10月1日 魚介類販売業 カツオ刺身 カツオの刺身 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 港区

154 10月2日 飲食店（一般） シイラのポワレ
シイラのポワレ等（ランチ
コース）

ヒスタミン 6 10 千代田区

155 10月2日 飲食店（すし） 飲食店の食事

にぎり寿司（アジ、イクラ、
サンマ、コハダ）、刺身
（赤貝、マグロ、サバ）、生
牡蠣、白子

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 3 目黒区

156 10月6日 飲食店（一般）

お造り（タイ、キン
メダイ、ブリの刺
身、しめさばを含

む）

刺身（お造り：タイ、金目
鯛利、しめさば、ブリ、イ
カ）、柿釜、茶碗蒸し、蓮
根餅素揚げ、小茄子、
栗、銀杏、きのこ鍋、土鍋
ごはん

アニサキス 1 2 渋谷区

157 10月7日 菓子製造業 みたらし団子 みたらし団子 黄色ブドウ球菌

コアグラーゼ型：4
型

エンテロトキシン
型：A型

7 9 北区

158 10月9日 飲食店（一般） 飲食店の食事 焼肉、ユッケ等 腸管出血性大腸菌 Ｏ157　VT2 8 14 杉並区

159 10月10日 飲食店（すし） 寿司 寿司（生サンマ等） アニサキス
Anisakis　simplex
sensu　stricto

1 2 豊島区

160 10月14日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（チャーシューを

含む）

チャーシュー丼、チャー
シュー丼大盛り、まぜそ
ば（温）、まぜそば（冷）

ウエルシュ菌 ＴＷ37 7 8 多摩府中

161 10月18日 飲食店（一般）
会食料理

（焼鳥を含む）

焼鳥（レバー、ぼんじり、
せせり、つくね等）、馬刺
し、フライドポテト、サラ
ダ、長芋わさび、揚げナ
スポン酢等

カンピロバクター ジェジュニ 3 3 豊島区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

162 10月24日 飲食店（一般） 飲食店の食事
お通しキャベツ、大山鶏
のレバテキ、もつ煮込み
等

カンピロバクター ジェジュニ 7 31 品川区

163 10月31日 飲食店（一般）
会食料理

（鶏白レバー刺し
を含む）

鶏白レバー刺し、鶏鉄板
焼き（ひなどり）、たっぷり
もやしのさっぱりナムル、
燻りがっことカマンベール
のポテトサラダ、ポテトフ
ライ（海老塩）、肉だんご
生ピーマン、たたききゅう
りのナムル、燻りがっこ、
苺のデコレーションケー
キ（持ち込み）

カンピロバクター ジェジュニ 8 9 渋谷区

164 11月5日 飲食店（一般）

飲食店の食事
（加熱不十分な
鶏肉料理を含

む）

前菜盛合わせ、本日のサ
ラダ、カルパッチョ（タ
コ）、カルパッチョ（鶏レ
バー）、熱々アヒージョ、
揚げ物盛合せ、ピザ2種
類、鶏もも肉の鉄板焼、
デザート、ドリンク類

カンピロバクター ジェジュニ 10 20 世田谷区

165 11月6日 飲食店（一般） 飲食店の食事

つくね、スナ、ハツ元、ハ
ツ、ボン、レバー、せせ
り、カワ、モモ、ダチョウ刺
し、ササミ刺し、むねタタ
キ、もつ煮、鶏わさ、タル
タル、酒類等

カンピロバクター ジェジュニ 7 7 足立区

166 11月10日 飲食店（一般） 飲食店の食事

お通し（ゴマ豆腐、カブと
カブの葉の煮びたし）、旬
の天然刺身盛合せ（7
点）、自家製イカの塩辛、
明太子とクリームチーズ
を練り込んだポテトサラ
ダ、熊本馬刺、牡蠣
（生）、煮穴子と京野菜の
天ぷら、銀ダラ西京焼、
生シシャモ焼、天上ブリ
刺、カワハギ刺、梅と生の
り茶漬け、天然インドマグ
ロ赤身中トロ刺、ホタテ貝
柱と舞茸の天ぷら、手羽
照り煮の唐揚、マグロの
漬丼黄身のせ、クリーム
チーズの味噌漬け、宮崎
牛ビーフカレー

ノロウイルス ＧⅠ 5 10 品川区

167 11月14日 飲食店（一般） 飲食店の食事 レバーねぎ塩和え等 カンピロバクター ジェジュニ 3 3 文京区

168 11月16日 飲食店（一般） 飲食店の食事

ミックスフライ定食(春巻
き、キスフライ、以下フラ
イ、味噌汁、自家製浅漬
け、スパゲティ、千切キャ
ベツ、ご飯、冷奴）、ロー
スカツ定食（ロースカツ、
味噌汁、自家製浅漬け、
スパゲティ、千切キャベ
ツ、ご飯、冷奴）、唐揚げ
定食（唐揚げ、味噌汁、
浅漬け、スパゲティ、千切
りきゃべつ、ご飯、小松菜
のおひたし）

ノロウイルス ＧⅡ.2 8 8 目黒区

169 11月29日 家庭 あじのなめろう あじのなめろう アニサキス
Anisakis
pegreffii

1 1 杉並区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

170 11月30日 魚介類販売業 しめさば
しめさば、ホヤ、タコ焼
き、アルコール

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 中央区

171 12月1日 飲食店（一般）
会食料理

（鶏刺し含む）

刺身盛合せ（マグロ、ブ
リ、鶏刺し、生つくね）、い
ぶりがっことマスカルポー
ネ、マグロとアボカドのブ
ルスケッタ、みそ汁、トマト
チーズ釜焼きポテサラ、
磯辺揚げ、和牛肩三角
炙りユッケ、たことアボカド
わさび醤油

カンピロバクター コリ 3 3 渋谷区

172 12月1日 その他
餅（いそべ、きな

こ）
餅（いそべ、きなこ） ノロウイルス ＧⅡ 143 不明 大田区

173 12月6日 飲食店(旅館） 飲食店の食事

白米、ロールキャベツ、
三点盛(海老チリ、揚げ蓮
根、フレンチポテト、サラ
ダ菜又はサニーレタス）、
カツ煮、鶏もも竜田揚げ、
吸い物、こんにゃく餅、香
の物（たくあん、さくら漬
け）

ノロウイルス ＧⅡ.3 38 77 文京区

174 12月8日 飲食店（一般） 飲食店の食事
刺身、焼鳥、揚げ物盛合
せ等

ノロウイルス GⅡ.2 15 18 港区

175 12月10日 家庭 しめさば しめさば アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 杉並区

176 12月10日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 品川区

177 12月12日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（鶏刺しを含む）

鶏刺し等 カンピロバクター ジェジュニ 6 17 杉並区

178 12月12日 飲食店（一般） 飲食店の食事
串焼き（レバー等）、ささ
みチーズ、刺身盛合せ

カンピロバクター ジェジュニ 2 2 八王子市

179 12月13日 飲食店（一般）

鮪玉子焼の
二色丼

(マグロ、しめさ
ば、タイを含む)

海鮮丼（サバ、マグロ、タ
イを含む）

アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 港区

180 12月13日 飲食店（一般） 飲食店の食事

鯛と生ハムのマリネ、牡蠣
とほうれん草のクリームコ
ロッケ、甘海老とホタテと
サーモンのタルタル等

ノロウイルス GⅠ 27 42 新宿区
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番号 発生月日 原因施設 原因食品 主な食事の内容 病因物質 血清型等 患者数
摂食
者数

保健所

181 12月14日 飲食店（一般） 飲食店の食事

コース料理（生ハム、オム
レツ、いわしの炭火焼、
白海老のパスタ、豚肉の
赤ワイン煮、鶏むね肉の
バター煮、牛サーロイン
のグリル、ロマノフ、飲料）

ノロウイルス ＧⅡ 8 12 杉並区

182 12月16日 飲食店（一般）
加熱不十分な鶏

肉料理

おばんざい盛合せ、鶏鮮
三点盛り（むね、ささみ、
もも）、サラダ（とりの生ハ
ム入り）、レバ刺し、鮮魚
盛合せ（サーモン、タイ、
カンパチ）、とり天タルタ
ル、ねぎま焼き、とり炊き
ごはん、スープ

カンピロバクター ジェジュニ 5 32 中央区

183 12月21日 飲食店（一般）
飲食店の食事
（鶏刺しを含む）

お通し（肉団子）、鳥刺し
（ささみ）、しんじょう揚げ、
鳥サラダ、手羽先、焼鳥
（もも）、焼鳥（レバー）、
焼鳥（つくね）、親子丼、
おしんこ（胡瓜と大根の糟
漬け）

カンピロバクター ジェジュニ、コリ 11 25 文京区

184 12月23日 飲食店（一般） 会食料理
鶏刺し三点盛り（もも刺
し、むね刺し、ささみ刺
し）等

カンピロバクター ジェジュニ 6 45 港区

185 12月26日 不明 不明 アニサキス
Anisakis simplex

sensu stricto
1 1 江東区

（注）「原因食品」には、原因として推定される食品を含む。

※　1検体でＧⅠ及びＧⅡを検出したもの

番号 概     要 

1 

 

 1月9日10時15分、中野区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

中野区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は1月6日昼に小平市内の寿司屋から出前をとり、マグロ、タイ、穴子、イカ、タコ、

数の子、イクラ等を喫食し、同日夜に新宿区内の居酒屋でしめさばを喫食していた。患者は1月7日から

胃痛等を呈していた。いずれの施設においても患者の喫食した魚介類は冷凍処理されていなかった。検

査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。新宿区内の居酒屋で

収去した参考品のしめさばから2個体のAnisakis simplex sensu strictoを検出したが、患者が喫食した

しめさばとは産地が異なっていた。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、小平市、新宿区の飲食店いずれも原因施設となる可能性があるため、中野区保健

所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

2 

 

 1月12日10時10分、患者グループ代表者から「1月10日昼、新年会で八王子市内飲食店から配達された

弁当を喫食した38名のうち14名が同日夕方から夜にかけて食中毒様症状を呈した。」旨、八王子市保健

所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら38名は1月10日11時に当該施設から配達された弁当を喫食後、14名が同日14時から

11日24時にかけて下痢、吐き気等を呈した。また、1月10日に当該飲食店を利用した12名の予約客のうち、

5名も同様の症状を呈していたことが判明した。検査の結果、患者及び従事者ふん便から病因物質を検出

しなかったが、食品残品（弁当内のカンパチの刺身）1検体から粘液胞子虫（Unicapsula seriolae）の

遺伝子を検出した。患者2グループの共通食は、当該飲食店が提供した食事のみであった。さらに、飲食

店で食事をした予約客のうち、カンパチの刺身が提供されていたのは患者グループのみであった。 

これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事及び弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

3 

 

 1月19日10時07分、医療機関から「診察した患者からアニサキス様虫体が摘出された。」旨、千代田区

千代田保健所に届け出があり、都食品監視課を通じて港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名で1月11日21時、港区内の飲食店を利用し、しめさば、そら豆、鶏の唐揚げ等

を喫食したところ、1名が同月12日4時から腹痛、発疹の症状を呈した。患者の発症前7日間における生鮮

魚介類の生食は当該飲食店のみであった。また、当該飲食店で提供されたしめさばは、水揚げから調理

までに冷凍処理工程はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu 

strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状は、アニサキス症によるものと一致していた。 

これらのことから、みなと保健所は、「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

1 

 

 1月9日10時15分、中野区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

中野区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は1月6日昼に小平市内の寿司屋から出前をとり、マグロ、タイ、穴子、イカ、タコ、

数の子、イクラ等を喫食し、同日夜に新宿区内の居酒屋でしめさばを喫食していた。患者は1月7日から

胃痛等を呈していた。いずれの施設においても患者の喫食した魚介類は冷凍処理されていなかった。検

査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。新宿区内の居酒屋で

収去した参考品のしめさばから2個体のAnisakis simplex sensu strictoを検出したが、患者が喫食した

しめさばとは産地が異なっていた。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、小平市、新宿区の飲食店いずれも原因施設となる可能性があるため、中野区保健

所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

2 

 

 1月12日10時10分、患者グループ代表者から「1月10日昼、新年会で八王子市内飲食店から配達された

弁当を喫食した38名のうち14名が同日夕方から夜にかけて食中毒様症状を呈した。」旨、八王子市保健

所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら38名は1月10日11時に当該施設から配達された弁当を喫食後、14名が同日14時から

11日24時にかけて下痢、吐き気等を呈した。また、1月10日に当該飲食店を利用した12名の予約客のうち、

5名も同様の症状を呈していたことが判明した。検査の結果、患者及び従事者ふん便から病因物質を検出

しなかったが、食品残品（弁当内のカンパチの刺身）1検体から粘液胞子虫（Unicapsula seriolae）の

遺伝子を検出した。患者2グループの共通食は、当該飲食店が提供した食事のみであった。さらに、飲食

店で食事をした予約客のうち、カンパチの刺身が提供されていたのは患者グループのみであった。 

これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事及び弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

3 

 

 1月19日10時07分、医療機関から「診察した患者からアニサキス様虫体が摘出された。」旨、千代田区

千代田保健所に届け出があり、都食品監視課を通じて港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名で1月11日21時、港区内の飲食店を利用し、しめさば、そら豆、鶏の唐揚げ等

を喫食したところ、1名が同月12日4時から腹痛、発疹の症状を呈した。患者の発症前7日間における生鮮

魚介類の生食は当該飲食店のみであった。また、当該飲食店で提供されたしめさばは、水揚げから調理

までに冷凍処理工程はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu 

strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状は、アニサキス症によるものと一致していた。 

これらのことから、みなと保健所は、「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

イ　事件の概要
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番号 概     要 

4 

 

 1月24日10時15分、医療機関から「胃腸炎症状を呈した患者2名の検便から、大腸菌数種類とカンピロ

バクターを検出した。患者らは大学の寮生で10名程発症しており、発症前に焼肉店を利用している。」

旨、八王子市保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら150名は1月13日及び14日12時、18時の4部に分かれて当該施設を利用し、焼肉（牛

タン、カイノミ、ハラミ等）、鶏ささみのタタキ、サラダ等を喫食した後、26名が1月15日17時から20日

6時にかけて下痢、発熱、腹痛等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便11検体からカンピロバクター・

ジェジュニ/コリを検出し、患者の潜伏期間及び症状は本菌によるものと一致した。 

 これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉を含む）」を原因とする食

中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

5 

 

 1月17日10時30分、江東区内の医療機関から「1月17日に受診した患者1名から、アニサキス様虫体を摘

出した。」旨、江東区保健所に届出があった。 

 調査の結果、患者は、発症日の5日前及び前日に東京都内の飲食店で魚介類を生食していた。発症日の

5日前に喫食した鉄火巻では、冷凍処理がされたマグロを使用していたが、発症日の前日に喫食した刺身

の盛合せ（ヒラメ、イカ、コハダ）については、当該飲食店にて冷凍処理はされていなかった。急性胃

アニサキス症の潜伏期間から、原因食品として発症日の前日に喫食した刺身の盛合せ（ヒラメ、イカ、

コハダ）が強く疑われたが、当該飲食店の仕入先が仕入伝票を残しておらず、正確な遡り調査ができな

かったことから、当該飲食店を原因施設と断定するに至らなかった。 

 これらのことから、江東区保健所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

  

 
原因施設 不明 

6 

 

 1月23日13時15分、患者から「1月21日12時に中央区内の飲食店を友人7名で利用したところ、1月22日

昼から夕方にかけて5、6名が食中毒症状を呈した。」旨、中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、1月21日12時から23日13時にかけて当該飲食店を利用した7グループ44名のうち、35名が1

月22日12時から25日9時30分にかけて嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便25検

体からノロウイルスＧⅡを検出した。患者の共通食は、当該飲食店での食事以外になかった。患者の症

状及び潜伏期間はノロウイルスによるものと一致していた。また、調理従事者1名及びホール担当1名の

検便からノロウイルスＧⅡを検出した。当該調理従事者は体調不良にもかかわらず出勤し、生春巻きや

サラダ等の未加熱食品の取扱いに従事していた。当該ホール担当は当該調理従事者が携わった賄い食を

喫食していた。 

 これらのことから、中央区保健所は「会食料理」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

7 

 

 1月31日14時20分、都内事業所から「昨日、仕出し弁当を喫食した社員27名のうち17名が食中毒様症状

を呈している。」旨、葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、葛飾区内の当該飲食店が調製する弁当は1月29日に計295か所に提供され、申し出のあっ

た患者グループのほか多数のグループに同様の症状を呈する者がいること判明した。患者ら217名は1月

29日に、当該施設が調製した弁当を喫食し、1月30日0時から31日24時にかけて腹痛、下痢、おう吐等を

呈した。患者らの共通食は、当該施設が調製した弁当のみであった。検査の結果、患者ふん便112検体、

調理従事者ふん便2検体及び拭き取り1検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。患者3名と調理従事者2名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子

配列の一部が100%一致した。調理従事者は不顕性感染であったため、2名の手指を介して食品にノロウイ

ルスが付着したと推察された。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「仕出し弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（仕出し） 

8 

 

 2月1日、医療機関から「アニサキスを摘出した患者を胃アニサキス症と診断した。」旨、中央区に届

け出があり、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は1月30日3時から腹痛症状を呈していた。患者は発症日以前7日間において、生鮮魚

介類を2か所の施設で喫食していたが、いずれの施設においても調理工程中に冷凍処理工程がなく、同様

苦情もなかったため、原因施設の特定に至らなかった。 

 これらのことから、千代田保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒事件と処理した。 

 

 
原因施設 不明 

9 

 

 2月2日16時、医療機関から「胃アニサキス症患者を診察した。」旨、横浜市に届け出があり、都食品

監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、1月30日19時30分、2名で渋谷区内の飲食店を利用し、刺身盛り合わせ（ヤリイカ、マグ

ロ、生シラス、赤貝、アジ、ブリ）を喫食したところ、1名が同月31日3時から下痢、腹痛の症状を呈し

た。検査の結果、患者から摘出された虫体はアニサキスと判明し、患者の潜伏期間及び症状がアニサキ

スによるものと一致していた。潜伏期間内での生鮮魚介類の生食は、当該飲食店以外になかった。また、

マグロ以外の刺身は冷凍処理工程がなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

7 

 

 1月31日14時20分、都内事業所から「昨日、仕出し弁当を喫食した社員27名のうち17名が食中毒様症状

を呈している。」旨、葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、葛飾区内の当該飲食店が調製する弁当は1月29日に計295か所に提供され、申し出のあっ

た患者グループのほか多数のグループに同様の症状を呈する者がいること判明した。患者ら217名は1月

29日に、当該施設が調製した弁当を喫食し、1月30日0時から31日24時にかけて腹痛、下痢、おう吐等を

呈した。患者らの共通食は、当該施設が調製した弁当のみであった。検査の結果、患者ふん便112検体、

調理従事者ふん便2検体及び拭き取り1検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。患者3名と調理従事者2名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子

配列の一部が100%一致した。調理従事者は不顕性感染であったため、2名の手指を介して食品にノロウイ

ルスが付着したと推察された。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「仕出し弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（仕出し） 

8 

 

 2月1日、医療機関から「アニサキスを摘出した患者を胃アニサキス症と診断した。」旨、中央区に届

け出があり、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は1月30日3時から腹痛症状を呈していた。患者は発症日以前7日間において、生鮮魚

介類を2か所の施設で喫食していたが、いずれの施設においても調理工程中に冷凍処理工程がなく、同様

苦情もなかったため、原因施設の特定に至らなかった。 

 これらのことから、千代田保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒事件と処理した。 

 

 
原因施設 不明 

9 

 

 2月2日16時、医療機関から「胃アニサキス症患者を診察した。」旨、横浜市に届け出があり、都食品

監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、1月30日19時30分、2名で渋谷区内の飲食店を利用し、刺身盛り合わせ（ヤリイカ、マグ

ロ、生シラス、赤貝、アジ、ブリ）を喫食したところ、1名が同月31日3時から下痢、腹痛の症状を呈し

た。検査の結果、患者から摘出された虫体はアニサキスと判明し、患者の潜伏期間及び症状がアニサキ

スによるものと一致していた。潜伏期間内での生鮮魚介類の生食は、当該飲食店以外になかった。また、

マグロ以外の刺身は冷凍処理工程がなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

10 

 

 2月5日、江戸川区内の医療機関より「腹痛を呈して当医院を受診した患者からアニサキス様虫体を摘

出した」旨の通報が江戸川区江戸川保健所にあった。 

 調査の結果、患者は2月3日18時頃、江戸川区内にある飲食店でにぎり寿司を夫と喫食したところ、翌4

日0時30分頃、腹痛等の症状を呈したため、医療機関を受診した。検査の結果、患者から摘出された虫体

は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。2月3日に当該施設で提供されたにぎり寿

司（しめさば、アナゴ、トリ貝、エンガワ）に関して冷凍処理工程がないことが確認された。患者の発

症前7日間で鮮魚介類を喫食したのは2月3日のにぎり寿司のみであり、潜伏期間及び症状がアニサキスに

よるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は「しめさばのにぎり寿司」を原因とする食中毒事件と断定した。 

  

 
原因施設 飲食店（すし） 

11 

  

 2月10日1時7分、葛飾区内の医療機関から「2月2日22時頃に葛飾区内の飲食店を利用した3名全員が食

中毒症状を呈している。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、2月2日22時から葛飾区内の飲食店を3名で利用し、鶏わさ、鶏ユッケ等を喫食したところ、

2月5日8時から7日5時にかけて全員が発熱、腹痛、下痢等の食中毒様症状を呈した。検査の結果、患者ふ

ん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の共通食は当該飲食店が提供した食事の

みであり、患者の潜伏期間及び症状はカンピロバクターによる食中毒の特徴と一致していた。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

12 

  

 2月7日10時30分頃、医師から「当院を受診した患者からアニサキスを摘出した。」旨、杉並区杉並保

健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は2月6日に新宿区内飲食店にてしめさばを含む刺身を喫食後、2月7日6時30分から腹

痛を呈したため医療機関を受診し、虫体が摘出された。当該施設で提供された刺身に使用された全ての

魚介類は漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かったが、同様苦情は無かった。検査の結果、患者から摘

出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであることが判明したが、患者の調査協力が十分に得

られず、当該飲食店以外での生鮮魚介類の生食の有無を確認することができなかったため原因施設、原

因食品の特定に至らなかった。 

 これらのことから、杉並保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒事件と処理した。 

 

 
原因施設 不明 

 
番号 概     要 

13 

 

2月12日17時、患者から「2月9日19時30分から会社の同僚7名で府中市内の飲食店で会食をしたところ、

7名とも10日深夜から11日明け方にかけておう吐、下痢等の症状を呈した。」旨、東京都保健医療情報セ

ンターを通じて多摩府中保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者ら7名は2月9日19時30分から21時にかけて当該飲食店を利用し、クラゲの冷菜、棒々

鶏、エビチリ等を喫食したところ、2月10日23時30分から12日4時にかけて、おう吐、倦怠感、寒気等の

症状を呈した。検査の結果、患者ふん便7検体、従事者ふん便2検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜

伏期間及び症状がノロウイルスによるものと近似していた。また、患者らの共通食は当該飲食店が提供

した食事のみであり、当該飲食店及び患者らの職場内での感染症を疑うエピソードはなかった。 

これらのことから、多摩府中保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

14 

 

 2月16日10時30分、事業所から「昼食に仕出し弁当を喫食した社員19名中7名が2月15日の朝からおう吐、

下痢等の症状を呈した。この19名は毎日同じ仕出し業者の弁当を食べている。」旨、八王子市保健所に

連絡があった。さらに、同様の連絡が他の事業所からもあった。 

 調査の結果、2月13日に当該施設が弁当（日替わり弁当またはサービス弁当）を提供したのは166か所

の配達先であり、当該弁当を喫食した907名のうち112名が2月14日6時から16日18時にかけて下痢、吐き

気、発熱等の症状を呈した。当該施設では、胃腸炎症状を呈していた従事者3名が業務に従事していたこ

とが判明した。検査の結果、患者ふん便18検体及び従事者ふん便5検体からノロウイルスＧⅡを検出し、

潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致した。患者らの共通食は当該施設が調整した弁当の

みである。 

 これらのことから、八王子市保健所は「弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（仕出し） 

15 

  

 2月21日14時30分頃、患者から「2月17日20時頃、豊島区内の飲食店で、中国銘酒を一口飲んだところ

喉痛を呈し救急車で搬送された。」旨、豊島区池袋保健所に連絡があった。 

 調査の結果、当該施設の従業員が大掃除で使用した塩素系漂白剤水溶性の残液を自己判断で中国酒類

の空きビンに移し、シンク下に一時保管していたものを、別の従業員が通常の酒と誤認し、酒類ボトル

棚に移し、更に別の従業員が注文に応じてショットグラスに注ぎ3名に提供した。その結果、1名が一口

飲んで発症し救急搬送された。残品検査の結果、原因食品は中国酒類（洗浄剤）、原因物質は洗浄剤と

した。 

 これらのことから、池袋保健所は当該施設によって提供された「酒類（洗浄剤）」を原因とする食中

毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

16 

 

 食中毒事件の詳報（P.142）に掲載 
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番号 概     要 

13 

 

2月12日17時、患者から「2月9日19時30分から会社の同僚7名で府中市内の飲食店で会食をしたところ、

7名とも10日深夜から11日明け方にかけておう吐、下痢等の症状を呈した。」旨、東京都保健医療情報セ

ンターを通じて多摩府中保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者ら7名は2月9日19時30分から21時にかけて当該飲食店を利用し、クラゲの冷菜、棒々

鶏、エビチリ等を喫食したところ、2月10日23時30分から12日4時にかけて、おう吐、倦怠感、寒気等の

症状を呈した。検査の結果、患者ふん便7検体、従事者ふん便2検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜

伏期間及び症状がノロウイルスによるものと近似していた。また、患者らの共通食は当該飲食店が提供

した食事のみであり、当該飲食店及び患者らの職場内での感染症を疑うエピソードはなかった。 

これらのことから、多摩府中保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

14 

 

 2月16日10時30分、事業所から「昼食に仕出し弁当を喫食した社員19名中7名が2月15日の朝からおう吐、

下痢等の症状を呈した。この19名は毎日同じ仕出し業者の弁当を食べている。」旨、八王子市保健所に

連絡があった。さらに、同様の連絡が他の事業所からもあった。 

 調査の結果、2月13日に当該施設が弁当（日替わり弁当またはサービス弁当）を提供したのは166か所

の配達先であり、当該弁当を喫食した907名のうち112名が2月14日6時から16日18時にかけて下痢、吐き

気、発熱等の症状を呈した。当該施設では、胃腸炎症状を呈していた従事者3名が業務に従事していたこ

とが判明した。検査の結果、患者ふん便18検体及び従事者ふん便5検体からノロウイルスＧⅡを検出し、

潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致した。患者らの共通食は当該施設が調整した弁当の

みである。 

 これらのことから、八王子市保健所は「弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（仕出し） 

15 

  

 2月21日14時30分頃、患者から「2月17日20時頃、豊島区内の飲食店で、中国銘酒を一口飲んだところ

喉痛を呈し救急車で搬送された。」旨、豊島区池袋保健所に連絡があった。 

 調査の結果、当該施設の従業員が大掃除で使用した塩素系漂白剤水溶性の残液を自己判断で中国酒類

の空きビンに移し、シンク下に一時保管していたものを、別の従業員が通常の酒と誤認し、酒類ボトル

棚に移し、更に別の従業員が注文に応じてショットグラスに注ぎ3名に提供した。その結果、1名が一口

飲んで発症し救急搬送された。残品検査の結果、原因食品は中国酒類（洗浄剤）、原因物質は洗浄剤と

した。 

 これらのことから、池袋保健所は当該施設によって提供された「酒類（洗浄剤）」を原因とする食中

毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

16 

 

 食中毒事件の詳報（P.142）に掲載 
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番号 概     要 

17 

 

2月18日13時20分、医療機関から「診察した患者2名が飲食店を利用し、食中毒様症状を呈している。」

旨、東京都保健医療情報センターを通じて新宿区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者ら4名は16日20時に新宿区内飲食店で会食し、生牡蠣の炙りを喫食した3名が18日2時

から同日3時にかけておう吐、発熱等を呈した。患者らの共通食は当該施設で提供された食事のみであり、

患者1名は当該施設のトイレの利用は無かった。検査の結果、患者ふん便3検体及び食品参考品（生牡蠣）

1検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「生牡蠣の炙り」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

18 

 

 2月19日17時10分、医療機関から「本日、腹痛等の症状を呈して受診した患者からアニサキス様の虫体

が摘出された。」旨、江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は2月18日に江戸川区内の販売店で購入した「生さば（真さば）」を自宅にてサバマ

リネに調理して同日21時に喫食した後、2月19日4時から腹痛、吐き気、おう吐の症状を呈した。なお、

患者は「生さば（真さば）」という名称等から生食用と誤認し、さばの加熱処理を行わなかったが、販

売店では、当該さばは生食用ではなく加熱用として販売されていた。検査の結果、患者から摘出された

虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキ

スによるものと一致し、また、患者の発症前7日間における生鮮魚介類の生食は、当該食品以外になかっ

た。 

これらのことから、江戸川保健所は「サバマリネ」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

19 

 

2月20日、中央区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、中央区

保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は2月19日19時に中央区内の飲食店を4名で利用し、冷やしトマト、まぐろ納豆、牛

モツ煮込み、炙りしめさば等を喫食したところ、患者のみが2月20日2時から発疹、腹痛の症状を呈した。

患者の喫食した魚介類のうち、マグロは冷凍処理工程があったが、炙りしめさばは皮目部分のみを炙り、

冷凍処理工程はなかった。患者は、アニサキス症が疑われる潜伏期間内に他にアニサキス症を発症する

可能性のある食品の喫食はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu 

strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「炙りしめさば」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

 
番号 概     要 

20 

 

 3月1日16時頃、医療機関から「台東区在住の患者からアニサキスを検出した。」旨、墨田区保健所に

一報があり、都食品監視課を通じて台東区台東保健所に連絡があった。 

 調査の結果、2月28日20時30分頃、2名で台東区内の飲食店を利用し、刺身盛合せを喫食したところ、

うち1名が腹痛を呈し医療機関を受診しアニサキスを摘出した。検査の結果、摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであり、患者の症状及び潜伏期間はアニサキスによるものと一致していた。患者

の2月25日から28日までの喫食状況を聞き取りしたところ、魚介類の生食は28日の当該施設で提供された

刺身の盛合せのみであった。また、当該施設では、アニサキスは目視確認で除去できると考えていたた

め、提供されたアジ、しめさばは冷凍処理されていなかった。 

 これらのことから、台東保健所は「刺身の盛合せ」を原因とする食中毒事件として断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 3月1日17時10分頃、八王子市内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。

患者は新宿区内の飲食店を利用し、アジ、タイ等のにぎり寿司を喫食したところ、翌日、腹痛、胃痛等

の食中毒症状を呈した。」旨、八王子市保健所に通報があり、都食品監視課を通じて新宿区保健所に連

絡があった。 

 調査の結果、患者は2月28日20時から21時40分に新宿区内の飲食店を2名で利用し、アジ、タイ等のに

ぎり寿司を喫食したところ、うち1名が3月1日5時頃から胃痛を呈していた。患者は、発症前9時間以内に

当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の生食はなかった。また、患者の喫食した魚介類はいずれも提供

までに加熱及び冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis pegreffii

であった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「にぎり寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

22 

 

3月8日14時8分、患者から「2月27日に中央区内の飲食店を同僚8名で利用したところ、3月1日から6名

が下痢、発熱等を呈した。医療機関を受診した者の検便検査でカンピロバクターを検出した。」旨、千

代田区千代田保健所に通報があり、都食品監視課を通じて中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら8名は2月27日17時30分日に当該飲食店を利用し、鶏レバー焼き、焼き鳥、ササミ

わさび等を喫食後、6名が3月1日0時から2日13時にかけて下痢、発熱等を呈した。患者全員の共通食は当

該施設で提供された食事のみであった。患者らが喫食したメニューの中には加熱不十分な鶏肉料理が含

まれており、中でも鶏レバー焼きは参考品収去の際に確認したところ加熱後にカットした断面から血液

が滴るほどであった。検査の結果、患者ふん便5検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏

期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、中央区保健所は「加熱不十分な鶏料理（鶏レバー焼き）」を原因とする食中毒事

件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

20 

 

 3月1日16時頃、医療機関から「台東区在住の患者からアニサキスを検出した。」旨、墨田区保健所に

一報があり、都食品監視課を通じて台東区台東保健所に連絡があった。 

 調査の結果、2月28日20時30分頃、2名で台東区内の飲食店を利用し、刺身盛合せを喫食したところ、

うち1名が腹痛を呈し医療機関を受診しアニサキスを摘出した。検査の結果、摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであり、患者の症状及び潜伏期間はアニサキスによるものと一致していた。患者

の2月25日から28日までの喫食状況を聞き取りしたところ、魚介類の生食は28日の当該施設で提供された

刺身の盛合せのみであった。また、当該施設では、アニサキスは目視確認で除去できると考えていたた

め、提供されたアジ、しめさばは冷凍処理されていなかった。 

 これらのことから、台東保健所は「刺身の盛合せ」を原因とする食中毒事件として断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 3月1日17時10分頃、八王子市内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。

患者は新宿区内の飲食店を利用し、アジ、タイ等のにぎり寿司を喫食したところ、翌日、腹痛、胃痛等

の食中毒症状を呈した。」旨、八王子市保健所に通報があり、都食品監視課を通じて新宿区保健所に連

絡があった。 

 調査の結果、患者は2月28日20時から21時40分に新宿区内の飲食店を2名で利用し、アジ、タイ等のに

ぎり寿司を喫食したところ、うち1名が3月1日5時頃から胃痛を呈していた。患者は、発症前9時間以内に

当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の生食はなかった。また、患者の喫食した魚介類はいずれも提供

までに加熱及び冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis pegreffii

であった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「にぎり寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

22 

 

3月8日14時8分、患者から「2月27日に中央区内の飲食店を同僚8名で利用したところ、3月1日から6名

が下痢、発熱等を呈した。医療機関を受診した者の検便検査でカンピロバクターを検出した。」旨、千

代田区千代田保健所に通報があり、都食品監視課を通じて中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら8名は2月27日17時30分日に当該飲食店を利用し、鶏レバー焼き、焼き鳥、ササミ

わさび等を喫食後、6名が3月1日0時から2日13時にかけて下痢、発熱等を呈した。患者全員の共通食は当

該施設で提供された食事のみであった。患者らが喫食したメニューの中には加熱不十分な鶏肉料理が含

まれており、中でも鶏レバー焼きは参考品収去の際に確認したところ加熱後にカットした断面から血液

が滴るほどであった。検査の結果、患者ふん便5検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏

期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、中央区保健所は「加熱不十分な鶏料理（鶏レバー焼き）」を原因とする食中毒事

件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

23 

 

3月7日11時13分、患者から「3月6日15時から2名で東久留米市内の飲食店を使用したところ、夜中から

翌朝にかけて2名とも腹痛、下痢を呈した。」旨、多摩小平保健所に連絡があった。さらに、別グループ

からも同様の連絡があった。 

調査の結果、患者ら2グループ5名は3月6日14時、15時にそれぞれ当該施設を利用し、ビュッフェ形式

の食事で鶏もも肉のクリーム煮、大根の煮物、焼きそば等を喫食した後、4名が3月6日19時から3月7日7

時にかけて下痢、腹痛、しぶり腹の症状を呈した。2グループの共通食は当該施設の食事のみであった。

検査の結果、参考食品（当日提供された鶏もも肉のクリーム煮の同ロット品）2検体、患者ふん便2検体

からエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌が検出された。患者の潜伏期間及び症状がウエルシュ菌によ

るものと酷似した。当該施設では、鶏もも肉のクリーム煮を一度に大量に調理し、3、4日かけて提供し

ており、提供時の再加熱、陳列保管中の温度管理が適切でなかったために残存した同菌を増殖させた可

能性が考えられた。 

これらのことから、多摩小平保健所は「鶏もも肉のクリーム煮を含むビュッフェ料理」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

24 

 

 3月8日10時30分、八王子市内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。患

者は前日にスーパーで購入した魚をさばいて食べている。」旨、八王子市保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は3月7日夕方に八王子市内の魚介類販売店で丸イワシを4尾購入し、同日20時頃、自

宅で三枚におろし、刺身に加工して喫食した後、3月8日2時30分から腹痛等を呈していた。患者は、発症

前1週間以内にこの食事以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者の喫食したイワシは喫食までに冷凍処

理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。

患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は「イワシ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

25 

 

 3月12日、患者から「3月11日12時から13時30分頃に、親戚5名で江東区内の飲食店を利用し会食したと

ころ、5名とも数時間後におう吐、下痢を呈した。」旨、江東区保健所に連絡があった。また、当該施設

にも別のグループから「3月11日昼に7名で利用し、うち2名が発症している」との連絡があった。 

 調査したところ、患者ら7名は11日14時30分から22時にかけて、おう吐、下痢等を呈していた。また、

患者の共通食は、当該施設が調理したヒラメの刺身を含む同じ料理であった。検査の結果、残品のヒラ

メの刺身、患者ふん便2検体及びおう吐物1検体から、クドア・セプテンプンクタータを検出した。患者

の症状及び潜伏期間は、クドア・セプテンプンクタータによる症状と一致していた。 

 これらのことから、江東区保健所は「ヒラメの刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

26 

 

3月13日9時50分頃、八王子市内の販売店から「3月10日20時頃にマイワシと活〆ブリを購入したお客様

が3月12日に病院を受診し、アニサキスを摘出したとの苦情があった。」旨、八王子市保健所に連絡があ

った。 

調査の結果、患者は3月10日20時30分に、ホタルイカの沖漬け、スモークサーモン、販売店で加工され

た刺身を自宅にて3名で喫食したところ、うち1名が3月11日5時から腹痛等の症状を呈していた。患者の

症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。販売店で加工された刺身以外の食品にアニサキスが

付着又は含まれている可能性が否定できないことから、八王子市保健所は原因施設及び原因食品不明の

食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

27 

 

3月15日11時、患者の勤務先から「3月13日夜に社員9名で千代田区内の飲食店を利用したところ、6名

が体調不良を呈して欠勤している。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。さらに、3月19日、同

届出者から「別部署に勤める社員が3月15日に当該飲食店を接待で利用したところ、同様の症状を呈して

いる。」旨、千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、3月13日から15日にかけて当該施設を利用した患者ら4グループ37名のうち25名が、3月14

日から17日にかけて下痢、腹痛、おう吐等を呈していた。患者の共通食は当該施設が調理し提供した食

事のみであり、感染症を疑うエピソードは無かった。検査の結果、患者ふん便18検体、従事者ふん便1検

体、拭き取り1検体及び食品参考品（加熱用牡蠣）1検体からノロウイルスＧⅡを検出し、患者1名と従事

者1名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子配列の一部が100%一致した。潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

28 

 

 3月21日11時50分、保育園園長から「3月20日16時から、職員8名、園児18名がおう吐、腹痛及び発熱を

呈した。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

調査の結果、園児及び職員41名が3月20日12時30分から22日7時50分にかけておう吐、吐き気、発熱等

の症状を呈した。患者らの共通食は、当該施設で調理提供した給食（昼食及びおやつ）のみであり、喫

食状況調査から、当該施設で提供された給食のうち3月19日の昼食に有意差が見られた。検査の結果、患

者ふん便38検体、調理従事者ふん便3名からノロウイルスＧⅡを検出した。患者らの症状及び3月19日の

給食を起点とする潜伏期間はノロウイルスによるものと一致していた。検食からはノロウイルスが検出

されず、原因食品の特定には至らなかったが、ノロウイルスが検出された調理従事者が3月19日昼食及び

おやつの調理にも従事していたため、3月19日の昼食及びおやつが原因食品と推定された。なお、当該施

設において、おう吐があった等の感染症を疑う情報はなかった。 

 これらのことから、世田谷保健所は当該施設が提供した「給食」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

26 

 

3月13日9時50分頃、八王子市内の販売店から「3月10日20時頃にマイワシと活〆ブリを購入したお客様

が3月12日に病院を受診し、アニサキスを摘出したとの苦情があった。」旨、八王子市保健所に連絡があ

った。 

調査の結果、患者は3月10日20時30分に、ホタルイカの沖漬け、スモークサーモン、販売店で加工され

た刺身を自宅にて3名で喫食したところ、うち1名が3月11日5時から腹痛等の症状を呈していた。患者の

症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。販売店で加工された刺身以外の食品にアニサキスが

付着又は含まれている可能性が否定できないことから、八王子市保健所は原因施設及び原因食品不明の

食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

27 

 

3月15日11時、患者の勤務先から「3月13日夜に社員9名で千代田区内の飲食店を利用したところ、6名

が体調不良を呈して欠勤している。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。さらに、3月19日、同

届出者から「別部署に勤める社員が3月15日に当該飲食店を接待で利用したところ、同様の症状を呈して

いる。」旨、千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、3月13日から15日にかけて当該施設を利用した患者ら4グループ37名のうち25名が、3月14

日から17日にかけて下痢、腹痛、おう吐等を呈していた。患者の共通食は当該施設が調理し提供した食

事のみであり、感染症を疑うエピソードは無かった。検査の結果、患者ふん便18検体、従事者ふん便1検

体、拭き取り1検体及び食品参考品（加熱用牡蠣）1検体からノロウイルスＧⅡを検出し、患者1名と従事

者1名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子配列の一部が100%一致した。潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

28 

 

 3月21日11時50分、保育園園長から「3月20日16時から、職員8名、園児18名がおう吐、腹痛及び発熱を

呈した。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

調査の結果、園児及び職員41名が3月20日12時30分から22日7時50分にかけておう吐、吐き気、発熱等

の症状を呈した。患者らの共通食は、当該施設で調理提供した給食（昼食及びおやつ）のみであり、喫

食状況調査から、当該施設で提供された給食のうち3月19日の昼食に有意差が見られた。検査の結果、患

者ふん便38検体、調理従事者ふん便3名からノロウイルスＧⅡを検出した。患者らの症状及び3月19日の

給食を起点とする潜伏期間はノロウイルスによるものと一致していた。検食からはノロウイルスが検出

されず、原因食品の特定には至らなかったが、ノロウイルスが検出された調理従事者が3月19日昼食及び

おやつの調理にも従事していたため、3月19日の昼食及びおやつが原因食品と推定された。なお、当該施

設において、おう吐があった等の感染症を疑う情報はなかった。 

 これらのことから、世田谷保健所は当該施設が提供した「給食」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

29 

 

3月22日14時30分、患者から「3月20日に杉並区内の飲食店を利用したところ、複数名が食中毒様症状

を呈している。」旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら10名は3月20日18時30分に当該飲食店で牡蠣の燻製オイル漬等を喫食後、8名が3月

22日0時から同日21時にかけておう吐、腹痛、発熱等を呈した。患者らの共通食は当該施設で提供された

食事のみであり、患者1名は当該施設のトイレの利用は無かった。検査の結果、患者ふん便7検体からノ

ロウイルスＧⅠを検出し、潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、杉並保健所は「飲食店の食事（牡蠣料理を含む）」を原因とする食中毒事件と断

定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

30 

 

 3月25日16時20分、医療機関から「現在診察中の患者2名について、おう吐等の食中毒様症状がある。

同一職場で3月23日、台東区内の飲食店で宴会があり、9名が発症し、別の病院を受診している。」旨、

東京都保健医療情報センターを通じて台東区台東保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは、3月23日に当該飲食店で提供された蒸し鶏、ピータン、クラゲ、キュウリ細切

り、豆腐ハム、砂肝、魚揚げ物、コーンスープ、酸辣湯スープ、とり唐揚中華風、エビチリ、チャーシ

ュー等を喫食していた。その後、3月24日4時から26日6時にかけて34名がおう吐、下痢、発熱の症状を呈

した。検査の結果、患者ふん便31検体、従事者ふん便3検体よりノロウイルスＧⅡが検出された。患者31

名の共通食は、当該施設の食事のみであり、患者らの症状及び発症までの潜伏期間はノロウイルスによ

るものと一致した。また、当該飲食店では、従業員の健康記録は実施しておらず、定期的な検便検査も

実施していなかった。当日の調理従事者のうち1名が3月22日からおう吐等の体調不良を呈していた。 

 これらのことから、台東保健所は「会食料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

31 

 

 3月27日10時13分、江戸川区江戸川保健所から「新宿区内の飲食店でニシンやカンパチ等の刺身を含む

コース料理を喫食した患者が、翌日から吐き気、おう吐、腹痛等の食中毒症状を呈し、江戸川区内の医

療機関に救急搬送された。内視鏡検査によりアニサキス様の虫体が摘出された。」旨、都食品監視課を

通じて、新宿区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は、3月23日18時30分から友人3名で、新宿区内の飲食店を利用し、刺身盛合せ（本

マグロ、タイ、ニシン、カンパチ、ウニ）を含む会食料理を喫食したところ、3月24日1時頃から患者の

み腹痛、吐き気等の症状を呈した。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の

生食はなかった。刺身盛合せに使用された魚種は冷凍処理されていなかった。検査の結果、患者から摘

出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と

一致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

32 

 

3月28日16時、医療機関から「当院を受診した患者からアニサキスを摘出した。」旨、台東区台東保健

所を通じて新宿区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は3月27日に新宿区内飲食店にてしめさば等を喫食後、1名が同日23時から腹痛、

下痢、おう吐等を呈したため医療機関を受診し、虫体が摘出された。当該施設で提供されたしめさばに

使用されたサバは漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かった。患者は発症前3日間において、当該施設で

提供されたしめさば以外に生鮮魚介類の生食はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、

Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一

致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

33 

 

 4月30日15時45分、患者から「港区の飲食店利用後、腸閉塞（腸アニサキス症疑い）になり、医療機関

に入院した。」旨、港区みなと保健所に通報があり、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連

絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は3月26日19時から港区内の飲食店を利用し、しめさば等を喫食した後、1名が

3月27日18時から発熱、腹痛、吐き気症状を呈した。患者は発症前7日間において、生鮮魚介類の生食は

なかったため原因施設として当該施設が疑われたが、当該施設では同様苦情がなく、しめさばの調理工

程において3枚におろしたさばを丸1日冷凍処理していたことから、原因施設の特定に至らなかった。 

 これらのことから、千代田保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒事件と処理した。 

 

 
原因施設 不明 

34 

 

4月6日9時30分、医療機関から「腹痛を呈して当院を受診した患者からアニサキスを摘出した。」旨、

江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら家族3名は4日17時30分頃に江戸川区内の魚介類販売業で購入した生カツオ造りを

同日19時に自宅で喫食した。その後、1名が同日23時から腹痛を呈したため、医療機関を受診し虫体が摘

出された。当該施設が販売したカツオ造りに使用されたカツオは漁獲から提供まで冷凍処理工程が無か

った。発症前7日間において、当該施設が販売した生カツオ造り以外に生鮮魚介類の生食はなかった。検

査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期

間及び症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は、「かつお刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

32 

 

3月28日16時、医療機関から「当院を受診した患者からアニサキスを摘出した。」旨、台東区台東保健

所を通じて新宿区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は3月27日に新宿区内飲食店にてしめさば等を喫食後、1名が同日23時から腹痛、

下痢、おう吐等を呈したため医療機関を受診し、虫体が摘出された。当該施設で提供されたしめさばに

使用されたサバは漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かった。患者は発症前3日間において、当該施設で

提供されたしめさば以外に生鮮魚介類の生食はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、

Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一

致していた。 

 これらのことから、新宿区保健所は「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

33 

 

 4月30日15時45分、患者から「港区の飲食店利用後、腸閉塞（腸アニサキス症疑い）になり、医療機関

に入院した。」旨、港区みなと保健所に通報があり、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連

絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は3月26日19時から港区内の飲食店を利用し、しめさば等を喫食した後、1名が

3月27日18時から発熱、腹痛、吐き気症状を呈した。患者は発症前7日間において、生鮮魚介類の生食は

なかったため原因施設として当該施設が疑われたが、当該施設では同様苦情がなく、しめさばの調理工

程において3枚におろしたさばを丸1日冷凍処理していたことから、原因施設の特定に至らなかった。 

 これらのことから、千代田保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒事件と処理した。 

 

 
原因施設 不明 

34 

 

4月6日9時30分、医療機関から「腹痛を呈して当院を受診した患者からアニサキスを摘出した。」旨、

江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら家族3名は4日17時30分頃に江戸川区内の魚介類販売業で購入した生カツオ造りを

同日19時に自宅で喫食した。その後、1名が同日23時から腹痛を呈したため、医療機関を受診し虫体が摘

出された。当該施設が販売したカツオ造りに使用されたカツオは漁獲から提供まで冷凍処理工程が無か

った。発症前7日間において、当該施設が販売した生カツオ造り以外に生鮮魚介類の生食はなかった。検

査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期

間及び症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は、「かつお刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

35 

 

 4月6日16時30分、医療機関から「4月4日21時45分頃から、2名が中央区内のすし店を利用し、にぎり寿

司及び刺身を喫食したところ、1名が4月5日3時頃から腹痛等の症状を呈した。翌日医療機関を受診した

ところ、胃からアニサキスが摘出された。」旨、江東区保健所に一報があり、都食品監視課を通じて中

央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は1週間以内に当該施設以外に鮮魚介類の生食はなく、提供されたにぎり寿司及び刺

身については、冷凍によるアニサキス対策を行っていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体

は、Anisakis simplex sensu strictoであり、患者の症状及び潜伏期間はアニサキスによるものと一致

した。 

 これらのことから、中央区保健所は「にぎり寿司及び刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

36 

 

 4月6日、患者から「4月3日又は4月4日に板橋区内の飲食店で会食したところ、4月5日から腹痛、下痢

等の食中毒症状を呈した。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて板橋区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は2グループ8名であった。1グループは勤務先の同僚3名が4月3日19時から、2グルー

プは勤務先の同僚5名が4月4日23時から板橋区内の飲食店を利用していた。患者8名は4月5日2時から6日8

時にかけて、全員が下痢、発熱、おう吐等を呈していた。2グループの勤務先は同じだが日常的な接点は

なく、患者の共通食は当該飲食店での食事以外になかった。検査の結果、患者ふん便7検体からノロウイ

ルスＧⅡが検出され、患者の潜伏期間と症状がノロウイルスによる食中毒と一致した。また、当該施設

及び患者周辺において感染症を疑わせるエピソードはなかった。 

 以上のことから、板橋区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

37 

 

 食中毒事件の詳報（P.143）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

38 

 

 4月11日、医療機関から「診察した患者が品川区内の飲食店を4月5日に利用し、4月9日から同行した5

名が下痢の症状を呈している。」旨、品川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら18名は4月5日19時に当該施設を利用し、焼鳥、鶏皮ポン酢、サラダ等を喫食した

後、4月7日17時から10日7時30分にかけて、下痢、寒気、腹痛等の症状を呈した。検査の結果、参考食品

1検体（鳥ささみ肉）、患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の潜伏期

間及び症状は、カンピロバクターによるものと一致した。患者の共通食は、当該飲食店が提供した食事

のみであった。当該飲食店では、焼鳥を半生で提供する旨客に伝えており、焼鳥の加熱不足が本件の原

因の可能性が高いが、加熱後の肉を生肉と同一の包丁でカットしていたことから、二次汚染の可能性も

否定できなかった。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

39 

 

 4月12日13時46分、患者から「4月6日に飲食店を利用した10名のうち5名が8日以降下痢、腹痛、発熱等

を呈した。」旨、港区みなと保健所に連絡があった。また、4月20日15時40分、同施設を12日に利用した

別のグループの患者からも同様の連絡があった。 

 調査の結果、発症者13名中12名が「ささみレアわさび焼き」を喫食していたが、当該メニューは加熱

時間や温度に対する定めがなく、中心部まで十分な加熱はなされていなかった。当該施設で提供された

鶏肉料理は生食用とはされておらず、別日に参考品として収去した鶏肉（もも、ささみ、レバー）を検

査した結果、サルモネラ属菌が検出されており、原因食品の原料となった鶏肉も腸管内容物による汚染

を受けていた可能性があった。使用された鶏肉が既にカンピロバクターに汚染され、これを加熱不十分

な状態で「ささみレアわさび焼き」として提供された可能性が高いと考えられる。しかし、発症者グル

ープは他にも「大山鶏レバーレア焼き」等の加熱不十分な食品を喫食していることや、調理器具を介し

た食品への汚染も否定できないことから、原因食品の特定には至らなかった。検査の結果、発症者13名

のうち6名のふん便から、カンピロバクターが検出されており、症状及び潜伏期間がカンピロバクター食

中毒によるものと一致した。また、カンピロバクターが検出された6名の共通食は、当該飲食店での会食

以外にはなかった。 

 これらのことから、みなと保健所は「会食料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

40 

 

 4月11日13時40分、港区から「4月6日に港区内の会社員12名が千代田区内の飲食店で喫食したところ、

4月9日から10日に7名が胃腸炎症状を呈した。」旨、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連絡

があった。 

 調査の結果、患者ら7名は4月6日17時30分頃から当該施設で鶏わさ、鶏ユッケ、鳥はらみポン酢等を喫

食していた。その後、4月8日17時から10日6時頃にかけて、下痢、発熱、腹痛、頭痛を呈していた。検査

の結果、複数の患者ふん便からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者らの共通食は、当該施

設以外になく、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致した。また、まな板等の調理器

具類は使用用途により使い分けていたこと、既製品はカットする程度の工程で提供する料理が多いこと

から二次汚染された食品が原因である可能性は低かった。 

 これらのことから、千代田保健所は「鶏わさ」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

41 

 

 4月11日16時30頃、患者から「友人と一緒に墨田区内の飲食店を利用し体調不良を呈した。」旨、墨田

区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは4月7日17時から19時に友人5名で墨田区内の飲食店を利用し、鶏刺身、鶏焼肉、

親子丼等を喫食したところ、3名が4月9日18時から10日5時30分にかけて下痢、腹痛、発熱等の症状を呈

した。患者らが喫食した鶏刺身は、冷水で締めて表面をバーナーで炙り、味付け等をして提供されてい

た。これらの料理に使用されていた鶏肉には、容器包装に加熱調理が必要な旨が表示されていた。検査

の結果、患者ふん便2検体及び参考品（鶏レバー、鶏ハツ）からカンピロバクター・ジェジュニが検出さ

れ、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバクターによる食中毒と一致した。患者の共通食は当該飲食店

の食事のみであり、他に共通する行動はなかった。 

 これらのことから、墨田区保健所は「飲食店の食事（鶏刺しを含む）」を原因とする食中毒と断定し

た。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

39 

 

 4月12日13時46分、患者から「4月6日に飲食店を利用した10名のうち5名が8日以降下痢、腹痛、発熱等

を呈した。」旨、港区みなと保健所に連絡があった。また、4月20日15時40分、同施設を12日に利用した

別のグループの患者からも同様の連絡があった。 

 調査の結果、発症者13名中12名が「ささみレアわさび焼き」を喫食していたが、当該メニューは加熱

時間や温度に対する定めがなく、中心部まで十分な加熱はなされていなかった。当該施設で提供された

鶏肉料理は生食用とはされておらず、別日に参考品として収去した鶏肉（もも、ささみ、レバー）を検

査した結果、サルモネラ属菌が検出されており、原因食品の原料となった鶏肉も腸管内容物による汚染

を受けていた可能性があった。使用された鶏肉が既にカンピロバクターに汚染され、これを加熱不十分

な状態で「ささみレアわさび焼き」として提供された可能性が高いと考えられる。しかし、発症者グル

ープは他にも「大山鶏レバーレア焼き」等の加熱不十分な食品を喫食していることや、調理器具を介し

た食品への汚染も否定できないことから、原因食品の特定には至らなかった。検査の結果、発症者13名

のうち6名のふん便から、カンピロバクターが検出されており、症状及び潜伏期間がカンピロバクター食

中毒によるものと一致した。また、カンピロバクターが検出された6名の共通食は、当該飲食店での会食

以外にはなかった。 

 これらのことから、みなと保健所は「会食料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

40 

 

 4月11日13時40分、港区から「4月6日に港区内の会社員12名が千代田区内の飲食店で喫食したところ、

4月9日から10日に7名が胃腸炎症状を呈した。」旨、都食品監視課を通じて千代田区千代田保健所に連絡

があった。 

 調査の結果、患者ら7名は4月6日17時30分頃から当該施設で鶏わさ、鶏ユッケ、鳥はらみポン酢等を喫

食していた。その後、4月8日17時から10日6時頃にかけて、下痢、発熱、腹痛、頭痛を呈していた。検査

の結果、複数の患者ふん便からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者らの共通食は、当該施

設以外になく、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致した。また、まな板等の調理器

具類は使用用途により使い分けていたこと、既製品はカットする程度の工程で提供する料理が多いこと

から二次汚染された食品が原因である可能性は低かった。 

 これらのことから、千代田保健所は「鶏わさ」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

41 

 

 4月11日16時30頃、患者から「友人と一緒に墨田区内の飲食店を利用し体調不良を呈した。」旨、墨田

区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは4月7日17時から19時に友人5名で墨田区内の飲食店を利用し、鶏刺身、鶏焼肉、

親子丼等を喫食したところ、3名が4月9日18時から10日5時30分にかけて下痢、腹痛、発熱等の症状を呈

した。患者らが喫食した鶏刺身は、冷水で締めて表面をバーナーで炙り、味付け等をして提供されてい

た。これらの料理に使用されていた鶏肉には、容器包装に加熱調理が必要な旨が表示されていた。検査

の結果、患者ふん便2検体及び参考品（鶏レバー、鶏ハツ）からカンピロバクター・ジェジュニが検出さ

れ、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバクターによる食中毒と一致した。患者の共通食は当該飲食店

の食事のみであり、他に共通する行動はなかった。 

 これらのことから、墨田区保健所は「飲食店の食事（鶏刺しを含む）」を原因とする食中毒と断定し

た。 
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番号 概     要 

42 

 

4月13日10時4分、患者から「4月7日に八王子市内の焼鳥屋で友人と7名で会食したところ、10日頃から

7名全員が下痢、発熱等を呈した。2名が医療機関を受診したところ胃腸炎と診断された。」旨、八王子

市保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら7名は4月7日20時に当該施設を利用し、鳥のたたき、とりわさ等を喫食後、5名が

同月9日8時から11日6時15分にかけて下痢、発熱等を呈した。患者全員の共通食は当該施設で提供された

食事のみであった。患者らが喫食した鳥のたたき、とりわさに使用された鶏肉は、要加熱の表示がされ

た加熱用食肉であったが、当該施設では加熱不十分な状態で提供していた。検査の結果、患者ふん便4検

体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一

致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は、「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉を含む）」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

43 

 

 4月11日16時頃、医療機関から「アニサキス食中毒の患者を診察した。」旨、大田区保健所に通報があ

り、都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は4月10日に品川区内の販売店でかつお刺身用の冊を購入した後、同日18時頃、

自宅でカットして喫食した。同日22時に1名が腹痛症状を呈し、受診先の医療機関で患者の胃から虫体が

摘出された。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが

判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。患者の発症前4日間における生

鮮魚介類の生食及び家庭での魚介類の調理は、当該食品以外になかった。また、当該販売店において加

工されたかつお刺身用の冊は、冷凍処理工程がなかった。 

これらのことから、品川区保健所は「かつお刺身用の冊」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

44 

 

4月10日16時頃、医療機関から「アニサキス食中毒の疑いがある区民の患者を診察した。」旨、練馬区

保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は4月9日19時頃、練馬区内の販売施設で購入したイワシの刺身を自宅で喫食したと

ころ、10日0時30分頃より腹痛、発疹、目の充血等の症状を呈した。検査の結果、患者から摘出された虫

体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。当該販売施設の取扱い状況は、販売当

日8時に冷凍処理を行っていない生食用イワシを入荷し、当日11時までに調理を行っていたが、最終的な

目視確認時に筋肉部位に寄生していたアニサキスを見落としていたことが、本件の要因であると考えら

れた。患者の発症前1か月間で鮮魚介類を喫食したのは当該イワシの刺身のみであり、潜伏期間及び症状

がアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、練馬区保健所は「イワシの刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

番号 概     要 

45 

 

 4月18日10時40分、医療機関から「本日、患者からアニサキスを検出し、食中毒の疑いがある。」旨、

八王子市保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は4月10日に上腹部に激しい痛みを呈し、医療機関を受診した。その後、4月18日に

胃カメラにてアニサキス様の寄生虫を発見した。患者への聞き取り調査を行ったところ、1～2週間前に

サバの刺身を食べた気がするが定かでないとのことだった。なお、当該患者は若干の認知症を患ってい

るということであった。核酸検出検査を行った結果、患者より検出された虫体はシュードテラノーバと

判明した。本件については、患者の調査協力が得られず、原因食品及び原因調査ができなかった。 

これらのことから、八王子市保健所は原因不明及び原因施設不明の食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

46 

 

 4月13日16時頃、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、江東区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は4月10日21時頃に江東区内の魚介類販売店で「カツオ刺身」を購入し、同日22時か

ら23時に自宅で喫食したところ、4月11日2時から腹痛等の症状を呈した。患者は、胃アニサキス症が疑

われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。カツオの刺身は、魚介類販売店及び流通段階で

冷凍処理されていなかった。また、カツオは4月8日に魚介類販売店に納品された後、10日に刺身に加工

されており、納品から加工までに2日が経過していた。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、江東区保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

47 

 

4月18日15時、患者から「4月14日昼に4名で千代田区内の飲食店を利用したところ、4名全員が15日夜

から16日朝にかけて食中毒様症状を呈した。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。さらに、同

日16時、営業者から「4月13日夜に4名で利用した客から、4名全員が14日夜から食中毒様症状を呈した旨、

メールで連絡があった。」旨、千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、4月13日から16日にかけて当該施設を利用した患者ら15グループ35名のうち28名が、同月

14日から18日にかけて吐き気、下痢、発熱等を呈した。患者の共通食は当該施設が調理し提供した食事

のみであり、感染症を疑うエピソードは無かった。患者に共通する喫食メニューはなかったが、ほとん

どの患者が付合せに生野菜を使用したメニューまたはサラダを喫食していた。検査の結果、患者ふん便

21検体及び従事者ふん便5検体（うち調理従事者4検体）からノロウイルスＧⅡを検出し、患者1名と従事

者3名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子配列の一部が100%一致した。潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

45 

 

 4月18日10時40分、医療機関から「本日、患者からアニサキスを検出し、食中毒の疑いがある。」旨、

八王子市保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は4月10日に上腹部に激しい痛みを呈し、医療機関を受診した。その後、4月18日に

胃カメラにてアニサキス様の寄生虫を発見した。患者への聞き取り調査を行ったところ、1～2週間前に

サバの刺身を食べた気がするが定かでないとのことだった。なお、当該患者は若干の認知症を患ってい

るということであった。核酸検出検査を行った結果、患者より検出された虫体はシュードテラノーバと

判明した。本件については、患者の調査協力が得られず、原因食品及び原因調査ができなかった。 

これらのことから、八王子市保健所は原因不明及び原因施設不明の食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

46 

 

 4月13日16時頃、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、江東区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は4月10日21時頃に江東区内の魚介類販売店で「カツオ刺身」を購入し、同日22時か

ら23時に自宅で喫食したところ、4月11日2時から腹痛等の症状を呈した。患者は、胃アニサキス症が疑

われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。カツオの刺身は、魚介類販売店及び流通段階で

冷凍処理されていなかった。また、カツオは4月8日に魚介類販売店に納品された後、10日に刺身に加工

されており、納品から加工までに2日が経過していた。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、江東区保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

47 

 

4月18日15時、患者から「4月14日昼に4名で千代田区内の飲食店を利用したところ、4名全員が15日夜

から16日朝にかけて食中毒様症状を呈した。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。さらに、同

日16時、営業者から「4月13日夜に4名で利用した客から、4名全員が14日夜から食中毒様症状を呈した旨、

メールで連絡があった。」旨、千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、4月13日から16日にかけて当該施設を利用した患者ら15グループ35名のうち28名が、同月

14日から18日にかけて吐き気、下痢、発熱等を呈した。患者の共通食は当該施設が調理し提供した食事

のみであり、感染症を疑うエピソードは無かった。患者に共通する喫食メニューはなかったが、ほとん

どの患者が付合せに生野菜を使用したメニューまたはサラダを喫食していた。検査の結果、患者ふん便

21検体及び従事者ふん便5検体（うち調理従事者4検体）からノロウイルスＧⅡを検出し、患者1名と従事

者3名の遺伝子解析を行った結果、双方の遺伝子配列の一部が100%一致した。潜伏期間及び症状がノロウ

イルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

48 

 

4月17日15時30分、医療機関から「アニサキス食中毒の疑いがある患者を診察した。」旨、練馬区保健

所に連絡があった。 

調査の結果、患者ら2名は4月13日に練馬区内の販売店でブリの冊、ヒラメと金目鯛の丸魚を購入し、

丸魚は販売店が冊に加工した。自宅にて冊を刺身用に1㎝幅に切り、13日及び14日に喫食したところ、1

名が15日2時頃に胃痛、吐き気等の症状を呈した。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致

した。当該販売店においてブリ、ヒラメ、金目鯛は冷凍処理がなかった。これらは販売用に加工した冊

及びサービスで加工した冊があり、責任の所在については不明のため、原因施設不明とした。 

これらのことから、練馬区保健所は原因施設不明の「ブリ、金目鯛、ヒラメ」を原因とする食中毒と

して処理した。 

 

 
原因施設 不明 

49 

 

 4月17日16時35分、江戸川区内医療機関から「4月16日に当院を受診した患者の胃痛が治まらないため

本日再受診したところ、胃内視鏡検査にてアニサキス様虫体を2隻摘出した。」旨の通報が江戸川区江戸

川保健所にあった。 

 調査の結果、患者は4月15日19時40分頃スーパーで調理加工された「カツオ刺身」を購入し、同日21時

ごろから自宅にて一人で喫食したところ、同月16日1時頃から胃痛、吐き気の症状を呈した。患者は16日

5時頃と17日14時頃区内の医療機関を受診し、二度目の受診時にアニサキス様虫体を摘出していた。患者

は当該食品の喫食以外に、発症前8日間に刺身などの生の魚介類の喫食はなかった。検査の結果、患者か

ら摘出された虫体はAnisakis simplex sensu stricto であることが判明し、患者の潜伏期間及び症状

がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

50 

 

 4月18日16時5分、患者から「4月15日15時30分頃、杉並区の魚介類販売店にてカツオ、明太子、鮭ハラ

スを購入した。同日17時30分から19時にかけて、自宅で妻と2人でカツオの刺身、明太子スパゲティー、

野菜サラダを喫食した。4月16日4時頃より腹痛を呈し、15時頃から痛みが激しくなったため、医療機関

を受診したところ内視鏡にてアニサキス様の虫体を摘出した。なお、妻は発症していない。」旨、杉並

区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者が発症前4日間にアニサキス感染が疑われる鮮魚介類を喫食したのは、4月15日に当

該施設にて購入したカツオのみであった。また、カツオの流通調査を行ったところ、水揚げから当該施

設での加工販売までの期間に冷凍処理は行われていなかった。医療機関で患者からアニサキスが摘出さ

れており、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、杉並保健所は「カツオの刺身」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

51 

 

 食中毒事件の詳報（P.145）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

52 

 

4月27日9時45分、医療機関から「当院を受診した患者の胃からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、

江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は、4月21日、22日及び23日の夕食時に刺身類を喫食し、23日23時から腹痛、吐

き気等を呈した。その後、4月27日に医療機関を受診し、胃から虫体が摘出された。虫体摘出日から遡り

11日間の喫食内容を確認したところ、4月21日にはホテルでイサキやタイの刺身等を、22日にはスーパー

で購入したマグロの刺身と漁港で行商人から購入したカツオを自宅で刺身に加工したものを喫食してい

た。そのうち、21日にホテルで提供されたイサキやタイ、22日に喫食した自宅で刺身に加工したカツオ

は、漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであることが判明し、症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は「刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 不明 

53 

 

 5月2日16時50分頃、患者から「受診した医療機関で胃からアニサキスが摘出された。販売店で購入し

たかつお刺身以外は直近で生魚の喫食はない。」旨、葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は4月22日23時30分頃に当該販売店でカツオ刺身を購入し、帰宅後、23日0時頃喫

食したところ、24日5時頃から腹痛、吐き気の症状を呈した。検査の結果、患者から摘出された虫体は、

Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによる

ものと一致した。当該販売店では、生食用生カツオを仕入れ、店内で加工して刺身用として販売してお

り、生かつおは流通経路及び当該施設において冷凍処理工程がなかった。 

これらのことから、葛飾区保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

54 

 

 4月26日11時、患者グループ代表者から「4月23日19時30分、品川区内の飲食店を22名で利用したとこ

ろ、複数名が体調を崩した。」旨の通報が品川区保健所にあった。 

 調査の結果、患者は4月23日19時30分頃から品川区内の飲食店にて生牡蠣、牡蠣鍋、牡蠣フライを含む

宴会コース料理を喫食したところ、4月24日7時から同月25日22時にかけて、9名が下痢、吐き気、腹痛、

発熱等の症状を呈していた。検査の結果、患者ふん便2検体からノロウイルスＧⅠ、4検体からノロウイ

ルスＧⅡ、2検体からノロウイルスＧⅠ、ＧⅡを検出した。当該飲食店では、牡蠣鍋は客が着席してから

卓上コンロで加熱を開始するが、店員から加熱時間や喫食のタイミングについての指示はなかった。牡

蠣フライは冷凍状態でフライヤーに投入していたが、加熱時間と温度の検討はなく、中心部85℃以上90

秒以上の加熱が行われていなかった可能性があった。患者の共通食は当該飲食店での会食しかなく、患

者の潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致しており、また患者周辺で感染症を疑う情報は

なかった。 

これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

52 

 

4月27日9時45分、医療機関から「当院を受診した患者の胃からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、

江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は、4月21日、22日及び23日の夕食時に刺身類を喫食し、23日23時から腹痛、吐

き気等を呈した。その後、4月27日に医療機関を受診し、胃から虫体が摘出された。虫体摘出日から遡り

11日間の喫食内容を確認したところ、4月21日にはホテルでイサキやタイの刺身等を、22日にはスーパー

で購入したマグロの刺身と漁港で行商人から購入したカツオを自宅で刺身に加工したものを喫食してい

た。そのうち、21日にホテルで提供されたイサキやタイ、22日に喫食した自宅で刺身に加工したカツオ

は、漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであることが判明し、症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は「刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 不明 

53 

 

 5月2日16時50分頃、患者から「受診した医療機関で胃からアニサキスが摘出された。販売店で購入し

たかつお刺身以外は直近で生魚の喫食はない。」旨、葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は4月22日23時30分頃に当該販売店でカツオ刺身を購入し、帰宅後、23日0時頃喫

食したところ、24日5時頃から腹痛、吐き気の症状を呈した。検査の結果、患者から摘出された虫体は、

Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによる

ものと一致した。当該販売店では、生食用生カツオを仕入れ、店内で加工して刺身用として販売してお

り、生かつおは流通経路及び当該施設において冷凍処理工程がなかった。 

これらのことから、葛飾区保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

54 

 

 4月26日11時、患者グループ代表者から「4月23日19時30分、品川区内の飲食店を22名で利用したとこ

ろ、複数名が体調を崩した。」旨の通報が品川区保健所にあった。 

 調査の結果、患者は4月23日19時30分頃から品川区内の飲食店にて生牡蠣、牡蠣鍋、牡蠣フライを含む

宴会コース料理を喫食したところ、4月24日7時から同月25日22時にかけて、9名が下痢、吐き気、腹痛、

発熱等の症状を呈していた。検査の結果、患者ふん便2検体からノロウイルスＧⅠ、4検体からノロウイ

ルスＧⅡ、2検体からノロウイルスＧⅠ、ＧⅡを検出した。当該飲食店では、牡蠣鍋は客が着席してから

卓上コンロで加熱を開始するが、店員から加熱時間や喫食のタイミングについての指示はなかった。牡

蠣フライは冷凍状態でフライヤーに投入していたが、加熱時間と温度の検討はなく、中心部85℃以上90

秒以上の加熱が行われていなかった可能性があった。患者の共通食は当該飲食店での会食しかなく、患

者の潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致しており、また患者周辺で感染症を疑う情報は

なかった。 

これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

55 

 

 4月26日12時頃、医療機関より「診察した患者からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、中央区保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者は4月25日に中央区内のスーパーでカツオの刺身のパックを購入し、夜に自宅で喫食

したところ、4月26日深夜から腹痛等の症状を呈した。一緒に喫食した妻からはアニサキス様虫体は摘出

されていないが、同様の症状を呈していた。患者は発症前1週間以内に当該食事以外に生の鮮魚介類の喫

食はなく、当該販売施設にて確認したところ、販売されたカツオには冷凍によるアニサキス対策が行わ

れていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであること

が判明しており、患者の症状及び潜伏期間がアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、中央区保健所は「カツオの刺身」を原因とした食中毒事件と断定した。 

  

 
原因施設 魚介類販売業 

56 

 

 5月2日10時20分頃、浦安市内の医療機関から「胃アニサキス症患者を診察した。」旨、渋谷区保健所

に連絡があった。 

調査の結果、患者は4月29日19時から渋谷区内の飲食店で刺身盛合せ（本マス、炙りしめさば、つぶ貝、

金目鯛、カツオ、アオリイカ等）を喫食し、4月30日4時から腹痛等の症状を呈した。患者は、胃アニサ

キス症が疑われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。刺身盛合せのうち、本マス及びアオ

リイカは店内で冷凍処理（-20℃で24時間以上）されていた。炙りしめさばは－20℃の冷凍庫で約7時間

処理されていたが、冷凍処理が不十分であった。その他の生鮮魚介類は冷凍処理されていなかった。検

査の結果、患者から摘出された虫体はアニサキス科アニサキス属の線虫であった。患者の症状及び潜伏

期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

57 

 

5月3日10時6分、医師から「近隣の大学サッカー部員4名が、5月2日からおう吐、下痢、発熱を呈して

当院を受診した。4名は大学の寮に住んでおり、3食とも寮で提供される食事を喫食している。受診した4

名以外にも、同様の症状を呈する者がいるようだ。」旨、西多摩保健所に連絡があった。 

 調査の結果、当該サッカー部員35名及び指導者4名のうち、寮に住んでいる部員21名が、5月2日20時か

ら3日18時にかけて発熱、おう吐、下痢等を呈した。入寮していない部員は発症しておらず、患者に共通

する食事は当該寮の食事のみであった。当該寮では、調理従事者1名で生徒及び指導者の約30名分の食事

を調理していたが、当該従事者は4月30日の夜中に胃痛を呈していたほか、日頃から手洗いが疎かになる

等、衛生管理に不備があることが調査時に確認された。検査の結果、患者ふん便17検体、調理従事者ふ

ん便1検体及び検食7検体からノロウイルスＧⅡを検出し、潜伏期間及び症状がノロウイルスによるもの

と一致していた。 

 これらのことから、西多摩保健所は当該寮が提供した「給食」を原因とする食中毒事件と断定した。 

  

 
原因施設 集団給食（要許可） 

番号 概     要 

58 

 

5月7日9時、事業所から「5月5日から当施設の従業員の中に体調不良者が増えている。体調不良者はい

ずれも5月3日に社員食堂を利用している。」旨、多摩立川保健所に連絡があった。また、同日11時、医

療機関から「胃腸炎症状を呈して受診した当該施設の従業員が、社員食堂を利用しており、他の従業員

も同様の症状を呈しているようである。」旨、西多摩保健所に連絡があり、多摩立川保健所に情報提供

があった。 

調査の結果、5月3日11時から18時にかけて当該社員食堂が調理提供した食事を喫食した95名のうち、

38名が5月4日6時から5日18時にかけて下痢、おう吐、吐き気等の症状を呈した。患者のうち1名は当該施

設の本部社員で、当日は当該施設に出張しており、当該社員食堂の利用は5月3日のみであったことから、

発症者の共通食は当該社員食堂以外にはなかった。検査の結果、患者ふん便35検体及び従事者ふん便1検

体からノロウイルスＧⅡが検出された。患者の症状及び潜伏期間はノロウイルスによる食中毒のものと

近似していた。また、当該施設及び当該社員食堂において感染症を疑うエピソードはなかった。 

これらのことから、多摩立川保健所は「原因施設が提供した食事」を原因とする食中毒事件と断定し

た。 

 

 
原因施設  集団給食（要許可） 

59 

  

 5月8日9時、渋谷区内営業者から「5月5日に当店を利用した複数グループから食中毒様症状の患者が出

ている。」旨の報告が渋谷区保健所にあった。 

 調査の結果、5月3日19時から7日にかけて当該飲食店を利用した複数グループから10名の患者が発生し

ていた。患者らは当該飲食店で生牡蠣、蒸し牡蠣、ピザ、サラダ等を喫食し、5月5日3時頃から7日夜に

かけて、腹痛、吐き気、下痢、おう吐等の症状を呈していた。検査の結果、患者ふん便6検体からノロウ

イルスＧⅡを検出した。当該飲食店では生食用冷凍牡蠣を使用し、「生牡蠣」は流水解凍したものを水

洗した殻に盛付け提供していた。「蒸し牡蠣」は流水解凍し殻に盛り付けスパークリングワインをふり

かけ250℃のオーブンで4分間加熱して提供していたが、調理後の「蒸し牡蠣」の中心温度を計測したと

ころ、85℃以下であった。また、当該飲食店から収去した同ロットの生食用冷凍牡蠣を検査したところ、

8検体中5検体からノロウイルスＧⅡ、1検体からノロウイルスＧⅠ、ＧⅡを検出した。患者10名の共通食

は当該施設で提供された牡蠣しかなく、生食用冷凍牡蠣及び患者からノロウイルスＧⅡが検出された。

患者の潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致しており、当該飲食店内での感染症を疑う情

報はなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「生食用牡蠣（冷凍）」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

58 

 

5月7日9時、事業所から「5月5日から当施設の従業員の中に体調不良者が増えている。体調不良者はい

ずれも5月3日に社員食堂を利用している。」旨、多摩立川保健所に連絡があった。また、同日11時、医

療機関から「胃腸炎症状を呈して受診した当該施設の従業員が、社員食堂を利用しており、他の従業員

も同様の症状を呈しているようである。」旨、西多摩保健所に連絡があり、多摩立川保健所に情報提供

があった。 

調査の結果、5月3日11時から18時にかけて当該社員食堂が調理提供した食事を喫食した95名のうち、

38名が5月4日6時から5日18時にかけて下痢、おう吐、吐き気等の症状を呈した。患者のうち1名は当該施

設の本部社員で、当日は当該施設に出張しており、当該社員食堂の利用は5月3日のみであったことから、

発症者の共通食は当該社員食堂以外にはなかった。検査の結果、患者ふん便35検体及び従事者ふん便1検

体からノロウイルスＧⅡが検出された。患者の症状及び潜伏期間はノロウイルスによる食中毒のものと

近似していた。また、当該施設及び当該社員食堂において感染症を疑うエピソードはなかった。 

これらのことから、多摩立川保健所は「原因施設が提供した食事」を原因とする食中毒事件と断定し

た。 

 

 
原因施設  集団給食（要許可） 

59 

  

 5月8日9時、渋谷区内営業者から「5月5日に当店を利用した複数グループから食中毒様症状の患者が出

ている。」旨の報告が渋谷区保健所にあった。 

 調査の結果、5月3日19時から7日にかけて当該飲食店を利用した複数グループから10名の患者が発生し

ていた。患者らは当該飲食店で生牡蠣、蒸し牡蠣、ピザ、サラダ等を喫食し、5月5日3時頃から7日夜に

かけて、腹痛、吐き気、下痢、おう吐等の症状を呈していた。検査の結果、患者ふん便6検体からノロウ

イルスＧⅡを検出した。当該飲食店では生食用冷凍牡蠣を使用し、「生牡蠣」は流水解凍したものを水

洗した殻に盛付け提供していた。「蒸し牡蠣」は流水解凍し殻に盛り付けスパークリングワインをふり

かけ250℃のオーブンで4分間加熱して提供していたが、調理後の「蒸し牡蠣」の中心温度を計測したと

ころ、85℃以下であった。また、当該飲食店から収去した同ロットの生食用冷凍牡蠣を検査したところ、

8検体中5検体からノロウイルスＧⅡ、1検体からノロウイルスＧⅠ、ＧⅡを検出した。患者10名の共通食

は当該施設で提供された牡蠣しかなく、生食用冷凍牡蠣及び患者からノロウイルスＧⅡが検出された。

患者の潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致しており、当該飲食店内での感染症を疑う情

報はなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「生食用牡蠣（冷凍）」を原因とする食中毒事件と断定した。 
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番号 概     要 

60 

 

 5月10日14時頃、中野区民から「5月5日に練馬区内の焼肉屋を利用したところ、5月7日の朝から体調不

良になった。」旨、練馬区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、当該施設が5月5日、6日に提供した食事を喫食した患者4グループ18名のうち、13名のふ

ん便からノロウイルスＧⅡが検出された。当該施設における喫食メニューについて、発症者と非発症者

の有意差が認められるものはなく、原因食品の特定には至らなかった。しかし、4グループの患者らに共

通する食事は、5月5日、6日に当該施設が提供した食事以外になく、4グループ同士の共通行動もなかっ

た。また、喫食日前後でおう吐物や下痢等の目撃情報はなく、客席やトイレの利用による患者の偏りが

なかったことから、感染症によるものとは考えにくかった。ノロウイルスが検出された従業員3名のうち

調理従事者1名は不顕性感染者であり、従業員の手洗いが不十分であったことにより、食品を介してノロ

ウイルスの汚染が拡がったと推定された。さらに、従業員3名と患者4名のノロウイルスの遺伝子検査の

結果、遺伝子型(ノロウイルスＧⅡ.2)が一致した。 

 これらのことから、練馬区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

61 

 

 5月9日午前9時、杉並区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。患者は

葛飾区内の飲食店で刺身定食を喫食している。」旨、杉並区杉並保健所に通報があり、都食品監視課を

通じて葛飾区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は5月8日12時30分に、葛飾区内の飲食店で刺身定食（刺身盛合せ（マグロ、カツオ、

マダイ、しめさば各2切れ）、白飯、味噌汁、小鉢）を喫食したところ、5月8日15時から腹痛の症状を呈

した。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。刺身盛合せ

のうち、マグロ以外の生鮮魚介類は冷凍処理されていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体

はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「刺身定食」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

62 

 

5月16日17時50分、医療機関から「当院の従事者と入院患者に体調不良を呈している者がおり、食中毒

を疑っている。」旨、荒川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、当該医療機関の従事者と入院患者41名の共通食は当該施設で毎日提供されていた食事の

みであり、8名が5月10日から12日にかけて発熱、下痢等を呈した。検査の結果、患者ふん便8検体、調理

従事者ふん便1検体、拭き取り6検体及び検食2検体（果物、春雨サラダ）からＡ群ロタウイルスを検出し、

症状がＡ群ロタウイルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、荒川区保健所は「給食（果物、春雨サラダ）」を原因とする食中毒事件と断定し

た。 

 

 
原因施設 集団給食（要許可） 

番号 概     要 

63 

 

 5月15日9時頃、患者から「5月10日に3名で飲食店を利用したところ、3名全員が発熱、下痢、腹痛等の

体調不良になった。」旨、品川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は5月10日18時から品川区内の飲食店を利用し、焼き鳥（つくね、砂肝、レバ

ー等）、酢モツ、焼き餃子等を喫食した後、5月12日13時から13日5時にかけて下痢、発熱、腹痛等の症

状を呈した。検査の結果、参考食品2検体（鳥レバー（生）、鳥ハツ（生））、患者ふん便2検体からカ

ンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の症状及び潜伏期間は同菌によるものと一致していた。

患者らの共通食は、当該施設の他に弁当があったが、弁当製造施設に同様苦情や生の鶏肉の取り扱いが

なく、参考食品、従事者ふん便等の検査で病原物質を検出しなかった。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

64 

 

 5月17日、患者グループから「5月10日に飲食店を貸切り、同僚25名で会食をしたところ、6名が体調不

良を呈している。」旨の連絡が品川区保健所にあった。 

 調査の結果、患者らは、5月10日18時から品川区内の飲食店にて同僚25名で会食し、鶏刺し、焼き鳥、

ポテトサラダ等を喫食していた。このうち7名が5月12日17時から16日4時にかけて、下痢、腹痛、発熱、

頭痛等の症状を呈していた。患者全員の共通食は鶏刺しであった。医療機関で実施した患者1名の検便か

らカンピロバクター・ジェジュニを検出した。使用していた鶏肉には全て加熱用の表示があったが、当

該飲食店は鶏刺しとして調理していた。焼き鳥については炭火を用い、加熱時間を特に決めずに調理し

ていた。特にむねについては、他の串の5割程度の時間しか加熱を行っていなかった。当該飲食店から収

去した鶏刺身（レバー）からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の共通食は当該飲食店の

会食のみであった。また患者からカンピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状

がカンピロバクターによるものと一致していた。 

これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

65 

 

 食中毒事件の詳報（P.147）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

66 

 

 5月17日12時40分、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、港区みなと保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は5月16日14時に1名で港区内の飲食店でにぎり寿司（マグロ、ヒラメ、甘海老、し

めさば等）等を喫食したところ、5月17日1時から腹痛、発熱の症状を呈した。患者は、胃アニサキス症

が疑われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。当該飲食店の食事のうち、アニサキス虫体

が付着、混入する可能性のある魚介類はしめさば、マグロ及びヒラメであり、流通過程や当該施設にお

いて、いずれも冷凍処理工程はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu 

strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「飲食店の食事（サバ、マグロ、ヒラメを含む）」を原因とする

食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 
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番号 概     要 

63 

 

 5月15日9時頃、患者から「5月10日に3名で飲食店を利用したところ、3名全員が発熱、下痢、腹痛等の

体調不良になった。」旨、品川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は5月10日18時から品川区内の飲食店を利用し、焼き鳥（つくね、砂肝、レバ

ー等）、酢モツ、焼き餃子等を喫食した後、5月12日13時から13日5時にかけて下痢、発熱、腹痛等の症

状を呈した。検査の結果、参考食品2検体（鳥レバー（生）、鳥ハツ（生））、患者ふん便2検体からカ

ンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の症状及び潜伏期間は同菌によるものと一致していた。

患者らの共通食は、当該施設の他に弁当があったが、弁当製造施設に同様苦情や生の鶏肉の取り扱いが

なく、参考食品、従事者ふん便等の検査で病原物質を検出しなかった。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

64 

 

 5月17日、患者グループから「5月10日に飲食店を貸切り、同僚25名で会食をしたところ、6名が体調不

良を呈している。」旨の連絡が品川区保健所にあった。 

 調査の結果、患者らは、5月10日18時から品川区内の飲食店にて同僚25名で会食し、鶏刺し、焼き鳥、

ポテトサラダ等を喫食していた。このうち7名が5月12日17時から16日4時にかけて、下痢、腹痛、発熱、

頭痛等の症状を呈していた。患者全員の共通食は鶏刺しであった。医療機関で実施した患者1名の検便か

らカンピロバクター・ジェジュニを検出した。使用していた鶏肉には全て加熱用の表示があったが、当

該飲食店は鶏刺しとして調理していた。焼き鳥については炭火を用い、加熱時間を特に決めずに調理し

ていた。特にむねについては、他の串の5割程度の時間しか加熱を行っていなかった。当該飲食店から収

去した鶏刺身（レバー）からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の共通食は当該飲食店の

会食のみであった。また患者からカンピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状

がカンピロバクターによるものと一致していた。 

これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

65 

 

 食中毒事件の詳報（P.147）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

66 

 

 5月17日12時40分、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、港区みなと保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は5月16日14時に1名で港区内の飲食店でにぎり寿司（マグロ、ヒラメ、甘海老、し

めさば等）等を喫食したところ、5月17日1時から腹痛、発熱の症状を呈した。患者は、胃アニサキス症

が疑われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。当該飲食店の食事のうち、アニサキス虫体

が付着、混入する可能性のある魚介類はしめさば、マグロ及びヒラメであり、流通過程や当該施設にお

いて、いずれも冷凍処理工程はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu 

strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「飲食店の食事（サバ、マグロ、ヒラメを含む）」を原因とする

食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 
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番号 概     要 

67 

 

5月21日10時00分、医療機関から「腹痛を呈して当院を受診した患者の胃からアニサキス様虫体を摘出

した。患者は5月19日にカツオの刺身を喫食している。」旨、江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら家族3名は、5月19日16時10分頃に江戸川区内の魚介類販売業で購入した生カツオ

の冊を自宅で刺身に調理し、同日20時に喫食した。その後、1名が同日23時から腹痛を呈したため、21日

に医療機関を受診し、胃から虫体が摘出された。発症前6日間において、当該施設が販売した生カツオの

冊から調理した刺身以外に発症3日前及び4日前にも刺身を喫食していたが、胃アニサキス症の潜伏期間

とされる8時間以内の喫食ではなかったため、発症源となる可能性は低いと考えられた。また、当該施設

が販売した生カツオの冊に使用されたカツオは漁獲から提供まで冷凍処理工程が無かった。検査の結果、

患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期間及び症状

がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、江戸川保健所は「カツオ刺身用の冊」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

68 

 

 5月22日9時30分、患者から「5月20日午前に販売店で購入した生カツオを喫食したところ、腹痛を呈し、

5月21日に医療機関でアニサキス虫体を2隻摘出した。」旨、南多摩保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は5月20日に稲城市内の販売店で生カツオ（冊）を購入し、自宅で刺身に加工し、

喫食した。患者が発症前4日以内に生鮮魚介類の生食及び自宅での魚介類の加工調理は、当該食品のみで

あった。患者から摘出された虫体は、医療機関から民間検査機関に検査依頼されており、「アニサキス

幼虫を示唆する虫体が認められた」旨の検査結果を受けた。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによ

るものとほぼ一致した。当該販売店では、丸体を冷蔵状態で仕入れ、店内で加工して販売しており、生

カツオは流通経路及び当該施設において冷凍処理工程がなかった。 

これらのことから、南多摩保健所は「生カツオ（冊）」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

69 

 

5月21日正午過ぎ、立川市内医療機関から「本日診察した患者からアニサキスを摘出した。」旨の連絡

が多摩立川保健所にあった。 

調査の結果、患者は5月20日11時から13時にかけて、妻と2名で立川市内のすし店にて食べ放題メニュ

ーを喫食したところ、同日16時頃から腹部膨満感があり、20時頃から胃痛を呈していた。5月21日8時30

分、近医を受診したが、内視鏡治療が必要と判断され同日9時30分に届出の医療機関を受診しアニサキス

が摘出された。検査の結果、虫体はAnisakis simplex sensu stricto であることが判明した。患者は

メニューが多く喫食したものを覚えていなかったが、当該飲食店では冷凍されていない鮮魚メニューが

多くあった。当該店舗ではアニサキス対策として下処理用作業台の上部に照明を設置し、加工した冊の

目視検査を実施、また皮引き後、寿司だね用に薄切り加工時と合計3回の目視確認を実施していたが、筋

肉部位にもぐり込んだアニサキスを発見できなかった。患者の症状及び潜伏期間がアニサキスによるも

のと一致していた。また、発症前4日間の喫食遡り調査から、鮮魚の生食は当該飲食店しかなかった。 

これらのことから、多摩立川保健所は「寿司」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

番号 概     要 

70 

 

 5月21日11時20分、江戸川区内の医療機関から「5月21日8時頃、腹痛等の症状を呈して受診した患者か

らアニサキス様虫体が摘出された。」旨、江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は5月20日に千葉県の鮮魚販売店にて、サバ、ヒラメ、サーモン、マグロを購入し、

サバとサーモンは三枚おろし、ヒラメは5枚おろしに調理してもらい、マグロはお造りに調理包装された

商品を購入した。帰宅後、患者自身でサバはしめさばに、ヒラメとサーモンはお造りに調理して、家族3

人で喫食した。5月21日3時頃、患者は胃痛、腹痛、下痢、吐き気等の症状を呈したため、8時頃に医療機

関を受診したところ、胃壁からアニサキス様虫体を摘出した。5月14日から20日までの患者の喫食状況を

確認したところ、当該販売施設以外にも生の魚介類の喫食歴として、5月18日に江戸川区内のスーパーに

て購入したスモークサーモンを喫食していた。患者が5月20日に喫食していたマグロは冷凍処理されてい

たが、サバ、ヒラメ、サーモンについて冷凍加工はなかった。また、5月18日に喫食していたスモークサ

ーモンは、一度冷凍し解凍後に販売した商品であった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

simplex sensu strictoであり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。しかし、患者自

身が自宅で調理した食品を含め、複数の冷凍工程のない刺身を生食しており、原因及び原因食品の特定

には至らなかった。 

 これらのことから、江戸川保健所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

71 

 

 5月22日15時40分、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、西多摩保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は5月20日19時半頃に青梅市内の販売店でカツオ刺身やアジタタキ等を購入し、20時

に自宅で喫食したところ、5月21日3時から腹痛を呈した。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間

内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。カツオは冷凍処理工程がなく、アジは－20℃に設定した冷凍庫

に24時間保管していたが、中心温度や保管時間等の記録はなかった。検査の結果、患者から摘出された

虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致して

いた。 

 これらのことから、西多摩保健所は「刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

  

 
原因施設 魚介類販売業 

72 

 

5月22日16時35分、医師から「アニサキス症の患者を診察し、虫体を摘出した。」旨、多摩立川保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら夫婦2名は、5月20日16時頃に近隣の魚介類販売店でカツオとマグロの冊を購入し、

自宅で刺身に調理したものを同日19時に喫食した。その後、1名が5月21日4時から胃痛を呈し、医療機関

を受診したところ虫体が摘出された。発症前4日間において、5月20日夕食の刺身以外に生鮮魚介類の生

食はなかった。しかし、領収書や表示等は既に廃棄され、当該施設においても患者らが購入したことを

確認することができなかったため、原因施設の特定に至らなかった。検査の結果、患者から摘出された

虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによる

ものと近似していた。 

 これらのことから、多摩立川保健所は「カツオ・マグロの刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 不明 

- 68 -

東京都の食中毒概要H30_本文.indd   68 2020/02/27   15:45



番号 概     要 

70 

 

 5月21日11時20分、江戸川区内の医療機関から「5月21日8時頃、腹痛等の症状を呈して受診した患者か

らアニサキス様虫体が摘出された。」旨、江戸川区江戸川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は5月20日に千葉県の鮮魚販売店にて、サバ、ヒラメ、サーモン、マグロを購入し、

サバとサーモンは三枚おろし、ヒラメは5枚おろしに調理してもらい、マグロはお造りに調理包装された

商品を購入した。帰宅後、患者自身でサバはしめさばに、ヒラメとサーモンはお造りに調理して、家族3

人で喫食した。5月21日3時頃、患者は胃痛、腹痛、下痢、吐き気等の症状を呈したため、8時頃に医療機

関を受診したところ、胃壁からアニサキス様虫体を摘出した。5月14日から20日までの患者の喫食状況を

確認したところ、当該販売施設以外にも生の魚介類の喫食歴として、5月18日に江戸川区内のスーパーに

て購入したスモークサーモンを喫食していた。患者が5月20日に喫食していたマグロは冷凍処理されてい

たが、サバ、ヒラメ、サーモンについて冷凍加工はなかった。また、5月18日に喫食していたスモークサ

ーモンは、一度冷凍し解凍後に販売した商品であった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

simplex sensu strictoであり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。しかし、患者自

身が自宅で調理した食品を含め、複数の冷凍工程のない刺身を生食しており、原因及び原因食品の特定

には至らなかった。 

 これらのことから、江戸川保健所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

71 

 

 5月22日15時40分、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、西多摩保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は5月20日19時半頃に青梅市内の販売店でカツオ刺身やアジタタキ等を購入し、20時

に自宅で喫食したところ、5月21日3時から腹痛を呈した。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間

内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。カツオは冷凍処理工程がなく、アジは－20℃に設定した冷凍庫

に24時間保管していたが、中心温度や保管時間等の記録はなかった。検査の結果、患者から摘出された

虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致して

いた。 

 これらのことから、西多摩保健所は「刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

  

 
原因施設 魚介類販売業 

72 

 

5月22日16時35分、医師から「アニサキス症の患者を診察し、虫体を摘出した。」旨、多摩立川保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら夫婦2名は、5月20日16時頃に近隣の魚介類販売店でカツオとマグロの冊を購入し、

自宅で刺身に調理したものを同日19時に喫食した。その後、1名が5月21日4時から胃痛を呈し、医療機関

を受診したところ虫体が摘出された。発症前4日間において、5月20日夕食の刺身以外に生鮮魚介類の生

食はなかった。しかし、領収書や表示等は既に廃棄され、当該施設においても患者らが購入したことを

確認することができなかったため、原因施設の特定に至らなかった。検査の結果、患者から摘出された

虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによる

ものと近似していた。 

 これらのことから、多摩立川保健所は「カツオ・マグロの刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 不明 
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番号 概     要 

73 

 

 5月25日、患者から「5月21日に4名で飲食店を利用したところ、23日におう吐、下痢等の医療炎症状を

呈した。同行者も同様症状を呈している。」旨、横浜市に通報があり、都食品監視課を通じて渋谷区保

健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら4名は5月21日19時から渋谷区内の飲食店を利用し、サラダ、カルパッチョ、スー

プ等を喫食したところ、4名が5月22日21時から23日11時にかけて腹痛、下痢、おう吐等の症状を呈した。

4名の共通食は当該施設の食事に限定された。検査の結果、患者ふん便3検体、従業員ふん便2検体からノ

ロウイルスＧⅡが検出された。患者の症状及び潜伏期間はノロウイルスによるものと一致した。また、

当該施設において感染症を疑うエピソードはなかった。 

これらのことから、渋谷区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

74 

 

 5月25日10時30分、江戸川区内医療機関から「本日診察した患者からアニサキス様虫体を摘出した。患

者は直近にスーパーで購入した白身魚を喫食している。」旨の通報が江戸川区江戸川保健所にあった。 

 調査の結果、患者は5月22日及び23日に江戸川区内の異なる2か所のスーパーでアジ、マダイを購入し、

自宅で刺身に加工して喫食していた。2か所で購入したアジ、マダイともに冷凍処理工程を経ていなかっ

たことから、原因施設及び原因食品の特定には至らなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は

Anisakis pegreffii であることが判明し、患者の症状及び潜伏期間がアニサキスによるものと一致し

ていた。また、患者を診察した医師から食中毒患者届出票が提出されていた。 

 これらのことから、江戸川保健所は原因施設不明の「刺身」を原因とする食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

75 

 

 5月27日10時07分、医療機関から「5月25日21時から日野市の飲食店を利用した6名全員が5月26日18時

頃より、おう吐、下痢、発熱を呈し、うち3名が当クリニックを受診している。」旨、東京都保健医療情

報センターを通じて南多摩保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は5月25日21時頃より6名で当該施設を利用し、カレー、ナン、ライス、サラダ、デ

ザート等を喫食した。患者のうち、喫食以前に消化器症状を呈している者はおらず、また、6名の共通食

は当該施設が調理し提供されたもの以外にはなかった。検査の結果、患者6名及び調理従事者1名のふん

便からノロウイルスＧⅡが検出された。また、遺伝子検査の結果、患者2名と調理従事者1名のノロウイ

ルスの塩基配列の一部に相同性が認められた。患者の症状及び潜伏期間はノロウイルスによるものと一

致した。 

 これらのことから、南多摩保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

76 

 

 5月31日15時30分、杉並区内の医療機関から「自身が勤務する病院の職員23名が杉並区内の飲食店で会

食をしたところ、鶏のタタキを喫食した14名中7名が食中毒症状を呈している。」旨、杉並区杉並保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは5月25日19時30分から22時にかけて、23名で杉並区内の飲食店でサラダ、鶏のタ

タキ、串焼き、大山鶏の唐揚げ等を喫食したところ、7名が5月28日9時から30日5時にかけて下痢、腹痛、

発熱、倦怠感等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便7検体及び参考品（鶏のたたき）からカンピロ

バクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバクターによる食中毒と一致し

た。患者7名の共通食は当該飲食店の食事のみであり、カンピロバクターに感染する可能性のある食事は

当該飲食店の食事以外になかった。 

 以上のことから、杉並保健所は「飲食店の食事（鶏のたたきを含む）」を原因とする食中毒と断定し

た。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

77 

 

6月1日、医療機関から「大学の新入生歓迎会でケータリング料理を喫食した学生及び教員ら複数名が

体調不良を呈した。」旨、文京区文京保健所を通じて豊島区池袋保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら100名は5月31日16時30分頃から、文京区内の大学で行われた新入生歓迎会でケー

タリング料理を喫食後、77名が同月31日から6月1日にかけて下痢、腹痛、しぶり腹を呈した。歓迎会で

提供されたケータリング料理は豊島区内の飲食店で調理されたものであった。提供された食事の中でも

ココナッツチキンカレーは、当該飲食店で当日8時に調理後、歓迎会で提供されるまでの8時間以上、寸

胴鍋に入れ常温保管されていた。また、患者全員の共通食は歓迎会での食事のみであった。検査の結果、

患者ふん便3検体からウエルシュ菌を検出し、潜伏期間及び症状が同菌によるものと一致していた。 

 これらのことから、池袋保健所は「ココナッツチキンカレー」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

78 

 

 6月4日9時45分、営業者から「5月30日に当該施設で生イワシ刺身を購入し喫食した客から、翌朝から

腹痛を呈し、5月31日に医療機関でアニサキスを摘出した旨の連絡を受けた。」旨、千代田区千代田保健

所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は5月30日19時に千代田区内の販売店で生イワシ刺身を購入し、同日20時に自宅

にて喫食したところ、5月31日5時から腹痛、吐き気、おう吐の症状を呈した。患者は発症前1週間以内に、

鮮魚介類の生食として当該食品の他、海鮮丼を喫食していた。当該施設で販売した生いわしは流通経路

及び当該施設において冷凍処理工程はなかった。一方、海鮮丼に使用されていたマグロ、サーモン、ネ

ギトロ等はいずれも冷凍処理されたものであった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致

した。 

これらのことから、千代田保健所は「イワシ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 
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76 

 

 5月31日15時30分、杉並区内の医療機関から「自身が勤務する病院の職員23名が杉並区内の飲食店で会

食をしたところ、鶏のタタキを喫食した14名中7名が食中毒症状を呈している。」旨、杉並区杉並保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは5月25日19時30分から22時にかけて、23名で杉並区内の飲食店でサラダ、鶏のタ

タキ、串焼き、大山鶏の唐揚げ等を喫食したところ、7名が5月28日9時から30日5時にかけて下痢、腹痛、

発熱、倦怠感等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便7検体及び参考品（鶏のたたき）からカンピロ

バクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバクターによる食中毒と一致し

た。患者7名の共通食は当該飲食店の食事のみであり、カンピロバクターに感染する可能性のある食事は

当該飲食店の食事以外になかった。 

 以上のことから、杉並保健所は「飲食店の食事（鶏のたたきを含む）」を原因とする食中毒と断定し

た。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

77 

 

6月1日、医療機関から「大学の新入生歓迎会でケータリング料理を喫食した学生及び教員ら複数名が

体調不良を呈した。」旨、文京区文京保健所を通じて豊島区池袋保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら100名は5月31日16時30分頃から、文京区内の大学で行われた新入生歓迎会でケー

タリング料理を喫食後、77名が同月31日から6月1日にかけて下痢、腹痛、しぶり腹を呈した。歓迎会で

提供されたケータリング料理は豊島区内の飲食店で調理されたものであった。提供された食事の中でも

ココナッツチキンカレーは、当該飲食店で当日8時に調理後、歓迎会で提供されるまでの8時間以上、寸

胴鍋に入れ常温保管されていた。また、患者全員の共通食は歓迎会での食事のみであった。検査の結果、

患者ふん便3検体からウエルシュ菌を検出し、潜伏期間及び症状が同菌によるものと一致していた。 

 これらのことから、池袋保健所は「ココナッツチキンカレー」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

78 

 

 6月4日9時45分、営業者から「5月30日に当該施設で生イワシ刺身を購入し喫食した客から、翌朝から

腹痛を呈し、5月31日に医療機関でアニサキスを摘出した旨の連絡を受けた。」旨、千代田区千代田保健

所に連絡があった。 

 調査の結果、患者1名は5月30日19時に千代田区内の販売店で生イワシ刺身を購入し、同日20時に自宅

にて喫食したところ、5月31日5時から腹痛、吐き気、おう吐の症状を呈した。患者は発症前1週間以内に、

鮮魚介類の生食として当該食品の他、海鮮丼を喫食していた。当該施設で販売した生いわしは流通経路

及び当該施設において冷凍処理工程はなかった。一方、海鮮丼に使用されていたマグロ、サーモン、ネ

ギトロ等はいずれも冷凍処理されたものであった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis 

simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致

した。 

これらのことから、千代田保健所は「イワシ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

- 71 -

東京都の食中毒概要H30_本文.indd   71 2020/02/27   15:45



番号 概     要 

79 

 

6月13日10時40分、患者グループの代表者から「6月11日に品川区内の飲食店を4名で利用し刺身等を食

べたところ、1名が6月12日3時頃から胃痛を呈し医療機関を受診したところ、アニサキスが摘出された。」

旨の通報が品川区保健所にあった。 

 調査の結果、患者は6月11日19時から当該飲食店を利用し、刺身（ハタ、シマアジ、サバ、スルメイカ）

を喫食し、同月12日3時から腹痛を呈し、医療機関を受診していた。 

 当該飲食店では、提供当日に丸のまま氷づめされた鮮魚を仕入れ、12時から14時までの間に下処理を

行っていた。営業者はアニサキスの知識はあり、アニサキスの寄生の有無を確認しながら処理を行って

いたが、これらの鮮魚は冷凍処理がされていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

simplex sensu stricto であることが判明した。患者の症状及び潜伏期間がアニサキスによるものと一

致していた。また、発症前4日間の喫食遡り調査から、鮮魚の生食は当該飲食店しかなかった。 

 これらのことから、品川区保健所は「刺身（ハタ、シマアジ、しめさば、スルメイカ）」を原因とす

る食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

80 

 

 6月20日、医療機関から「6月12日に3名で外食し、14日夜から下痢、発熱の症状を呈した患者が受診し

た。同行者2名も発症しているようだ。」旨、台東区台東保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者3名は6月12日18時から20時頃にかけて、当該施設で地鶏串（ささみさび、そり、つ

なぎ、背肝、極皮、レバー等を喫食していた。その後、6月14日夜から下痢、発熱、腹痛、おう吐を呈し

ていた。検査の結果、患者ふん便からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者グループに聞き

取り調査したところ、地鶏串（ささみさび、レバー）が加熱不十分の状態だったとの回答を得た。患者

らが肉類の生又は半生を共通して喫食したのは、当該施設以外になく、症状及び潜伏期間がカンピロバ

クターによるものと一致した。 

 これらのことから、台東保健所は「会食料理」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

81 

 

 6月15日12時15分頃、宅配弁当の仲介業者から「弁当を喫食した人の中で複数の体調不良者がいる。」

旨、中野区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは6月13日12時から12時30分にかけて、48名で3種の弁当（ガパオチキンライス弁

当、照り焼きチキンサンド弁当、サンドイッチ弁当）をそれぞれ喫食したところ、6月13日18時から14日

8時にかけて、ガパオチキンライス弁当を喫食した20名が下痢、腹痛等の症状を呈した。検査の結果、患

者ふん便5検体、6月13日の検食、6月14日の検食及び調理従事者ふん便1検体からウエルシュ菌が検出さ

れた。患者20名の共通食は当該弁当のみであり、患者の潜伏期間及び症状がウエルシュ菌による食中毒

と一致した。提供されたガパオチキンは前日に大量調理されており、加熱又は冷却工程の温度管理が徹

底されず、再加熱の温度管理が不十分であった可能性が考えられた。 

 これらのことから、中野区保健所は「ガパオチキンライス弁当」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（仕出し） 

番号 概     要 

82 

 

6月21日16時54分、患者の勤務先から「6月15日に港区内の飲食店で13名の会食をしたところ、15日か

ら8名が下痢、腹痛、発熱等を呈した。」旨、港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら13名は6月15日18時30分に当該施設を利用し、鶏のなめろう、地鶏の刺身等を喫食

後、8名が6月15日23時から20日21時にかけて下痢、腹痛、発熱等を呈した。患者全員の共通食は当該施

設で提供された食事のみであった。患者らが喫食した鶏のなめろう、地鶏の刺身に使用された鶏肉は、

加熱用食肉であったが、当該施設では加熱不十分な状態で提供しており、発症者のほとんどがその両方

を喫食していた。検査の結果、患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニ、1名からサルモネ

ラО7を検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクター及びサルモネラによるものと一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「会食料理（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする食中

毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

83 

 

6月15日、医療機関から「診察した患者からアニサキス様虫体を検出した。」旨、杉並区杉並保健所に

通報があり、都食品監視課を通じて中野区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は6月15日3時から腹痛症状を呈した。患者は発症前の6月14日に武蔵野市内の飲食店

でカツオ刺身等を喫食していた他、13日に杉並区内の飲食店で寿司、マグロとアボカドのサラダ、同日

同区内の販売店で購入した巻きずし、11日に同区内の販売施設で購入したカツオの刺身等を喫食してい

た。喫食した巻きずしの種類特定ができなかった販売施設を除き、いずれの施設においても患者が喫食

した魚介類は冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu 

strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、中野区保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

84 

 

6月21日9時20分、世田谷区内医療機関から「当院を受診した研修施設の研修生4名から、カンピロバク

ターを検出した。研修生らは6月15日に世田谷区内の飲食店で宴会を行っており、生の鶏肉の寿司などを

食べている。」旨の届出が世田谷区世田谷保健所にあった。 

調査の結果、患者らは6月15日19時から当該飲食店を21名で利用し、鶏生肉のすし、串焼き（鶏胸肉レ

ア）などの加熱不十分なメニューを含むコース料理を喫食していた。このうち9名が6月16日から19日に

かけて、腹痛、下痢、発熱、頭痛等の症状を呈していた。患者9名の喫食遡り調査から、共通利用施設は

当該飲食店と研修施設の食堂であることが判明したが、研修施設の食堂利用者には、当該グループ以外

の患者発生はなかった。患者全員の共通メニューはポテトサラダ、シーザーサラダ、寄せ鍋、串焼き（鶏

胸肉レア、鶏レバー）、雑炊であった。このうち串焼き（鶏胸肉レア、鶏レバー）は中心部に赤みの残

る加熱不十分な状態で提供していた。検査の結果、患者9名全員及び従事者2名からカンピロバクター・

ジェジュニを検出した。従事者らは賄として日常的に店舗で提供されている加熱不十分な鶏肉メニュー

を喫食していた。患者の症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致していた。 

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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82 

 

6月21日16時54分、患者の勤務先から「6月15日に港区内の飲食店で13名の会食をしたところ、15日か

ら8名が下痢、腹痛、発熱等を呈した。」旨、港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら13名は6月15日18時30分に当該施設を利用し、鶏のなめろう、地鶏の刺身等を喫食

後、8名が6月15日23時から20日21時にかけて下痢、腹痛、発熱等を呈した。患者全員の共通食は当該施

設で提供された食事のみであった。患者らが喫食した鶏のなめろう、地鶏の刺身に使用された鶏肉は、

加熱用食肉であったが、当該施設では加熱不十分な状態で提供しており、発症者のほとんどがその両方

を喫食していた。検査の結果、患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニ、1名からサルモネ

ラО7を検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクター及びサルモネラによるものと一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「会食料理（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする食中

毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

83 

 

6月15日、医療機関から「診察した患者からアニサキス様虫体を検出した。」旨、杉並区杉並保健所に

通報があり、都食品監視課を通じて中野区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は6月15日3時から腹痛症状を呈した。患者は発症前の6月14日に武蔵野市内の飲食店

でカツオ刺身等を喫食していた他、13日に杉並区内の飲食店で寿司、マグロとアボカドのサラダ、同日

同区内の販売店で購入した巻きずし、11日に同区内の販売施設で購入したカツオの刺身等を喫食してい

た。喫食した巻きずしの種類特定ができなかった販売施設を除き、いずれの施設においても患者が喫食

した魚介類は冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu 

strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、中野区保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

84 

 

6月21日9時20分、世田谷区内医療機関から「当院を受診した研修施設の研修生4名から、カンピロバク

ターを検出した。研修生らは6月15日に世田谷区内の飲食店で宴会を行っており、生の鶏肉の寿司などを

食べている。」旨の届出が世田谷区世田谷保健所にあった。 

調査の結果、患者らは6月15日19時から当該飲食店を21名で利用し、鶏生肉のすし、串焼き（鶏胸肉レ

ア）などの加熱不十分なメニューを含むコース料理を喫食していた。このうち9名が6月16日から19日に

かけて、腹痛、下痢、発熱、頭痛等の症状を呈していた。患者9名の喫食遡り調査から、共通利用施設は

当該飲食店と研修施設の食堂であることが判明したが、研修施設の食堂利用者には、当該グループ以外

の患者発生はなかった。患者全員の共通メニューはポテトサラダ、シーザーサラダ、寄せ鍋、串焼き（鶏

胸肉レア、鶏レバー）、雑炊であった。このうち串焼き（鶏胸肉レア、鶏レバー）は中心部に赤みの残

る加熱不十分な状態で提供していた。検査の結果、患者9名全員及び従事者2名からカンピロバクター・

ジェジュニを検出した。従事者らは賄として日常的に店舗で提供されている加熱不十分な鶏肉メニュー

を喫食していた。患者の症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致していた。 

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

85 

 

 6月25日9時、患者から「6月15日19時30分から22時に、4名で飲食店を利用したところ、3名が16日16時

から18日6時にかけて発熱、下痢、腹痛等の症状を呈した。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。 

調査の結果、当該施設を利用した4名は、焼鳥盛合せ、アンチョビポテト、バーニャカウダ等を喫食し

ていた。患者の申し出によると焼鳥の中心部が生であったとのことで、不十分な加熱によりカンピロバ

クターが生残した可能性が示唆された。検査の結果、患者のふん便3検体からカンピロバクター・ジェジ

ュニが検出された。患者の共通食は当該施設での会食のみであり、潜伏期間及び症状がカンピロバクタ

ーによるものと一致していた。 

 これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

86 

 

 6月21日10時45分、患者から「6月16日に、大学時代の同級生5名で立川市内の飲食店を利用し、生牡蠣、

鶏半生レバー料理等を喫食したところ、6月19日深夜から38℃以上の発熱、下痢、悪寒を呈した。他の4

名も同様の症状を呈している。」旨、多摩立川保健所に連絡があった。 

 調査の結果、6月16日20時頃から、5名で立川市内の飲食店で塩だれ炙りレバー、鶏の唐揚げ、生牡蠣、

牛ハラミ串、おまかせ串焼き盛、刺身5種盛等を喫食したところ、6月18日21時から20日18時にかけて、5

名全員が発熱、下痢、頭痛、腹痛、寒気等の症状を呈した。患者全員が喫食したものは塩だれ炙りレバ

ー及び生タコであった。塩だれ炙りレバーは中をレアの状態で仕上げ、提供されていた。検査の結果、

患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバ

クターによる食中毒と一致した。患者5名の共通食は当該飲食店の食事のみであり、カンピロバクターに

感染する可能性のある食事は当該飲食店の食事以外になかった。 

 これらのことから、多摩立川保健所は、「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因と

する食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

87 

 

6月22日15時10分、医療機関から「当院を受診した患者の胃からアニサキス虫体を摘出した。」旨、豊

島区池袋保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら夫婦2名は、6月21日20時に豊島区内飲食店を利用し、刺身の盛合せを喫食した。

その後、1名が22日0時から腹痛、下痢、吐き気を呈したため、医療機関を受診したところ虫体が摘出さ

れた。発症前7日間の喫食内容を確認したところ、発症6日前、7日前に刺身や寿司を喫食していたが、そ

の後体調不良は呈していなかった。 

検査の結果、食品残品（しめさば）及び患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu stricto

であることが判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、池袋保健所は「刺身盛合せ（しめさばを含む）」を原因とする食中毒事件と断定

した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

番号 概     要 

88 

 

 6月26日11時40分、横浜市内の医療機関から「胃アニサキス症患者を受診した。」旨、横浜市に通報が

あり、都食品監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら5名は6月22日18時から渋谷区内の飲食店を利用し、刺身盛合せ（タイ、ワラサ、

カンパチ、カツオ等）、かき揚げ等を喫食したところ、1名が6月23日2時から腹痛症状を呈した。患者の

発症前に生魚介類の生食は、当該食品のみであった。患者が喫食した刺身盛合せのうち、タイ、ワラサ、

カンパチ、カツオは流通経路及び当該施設において冷凍処理工程がないことが判明した。検査の結果、

患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間

及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛り合わせ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

89 

 

 6月24日18時37分、墨田区内のスーパー従業員から「6月22日に当店でイワシの刺身を購入し喫食し

た客が、腹痛を呈し医療機関でアニサキスが摘出された。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて

墨田区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は6月22日18時54分に当該販売店でイワシ刺身を購入し、同日20時頃自宅で喫食した

ところ、6月23日3時頃から腹痛を呈し、医療機関にてアニサキスが摘出されていたことが判明した。患

者の発症前一週間に当該品以外の鮮魚の喫食はなかった。当該販売店では、鮮魚の取り扱いに関してマ

ニュアルがあったが、担当者はマニュアルに反し、仕入れ翌日に加工を行っていた。また、患者から摘

出された虫体は医療機関で廃棄されていたため、虫体の同定は行えなかった。 

 これらのことから、墨田区保健所は「イワシ刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

90 

 

食中毒事件の詳報（P.149）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

91 

 

 6月29日15時、小金井市の販売店から「6月27日に当店でカツオの刺身を購入し喫食した客から、医療

機関を受診したところアニサキスが摘出されたとの届出があった。」旨、多摩府中保健所に連絡があっ

た。 

 調査の結果、患者は6月27日19時52分、当該販売店で「カツオ刺身用」（冊）、ポン酢等を購入し、20

時30分頃から自宅で喫食したところ、同日21時30分頃から腹痛等の症状を呈した。患者は、発症前1週間

以内に当該販売店で購入したカツオ刺身以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者の喫食したカツオ刺

身は冷凍処理工程がなかった。患者が受診した医療機関で、患者の体内からアニサキス様虫体が摘出さ

れており、摘出時の虫体写真を確認した。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、多摩府中保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 
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番号 概     要 

88 

 

 6月26日11時40分、横浜市内の医療機関から「胃アニサキス症患者を受診した。」旨、横浜市に通報が

あり、都食品監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら5名は6月22日18時から渋谷区内の飲食店を利用し、刺身盛合せ（タイ、ワラサ、

カンパチ、カツオ等）、かき揚げ等を喫食したところ、1名が6月23日2時から腹痛症状を呈した。患者の

発症前に生魚介類の生食は、当該食品のみであった。患者が喫食した刺身盛合せのうち、タイ、ワラサ、

カンパチ、カツオは流通経路及び当該施設において冷凍処理工程がないことが判明した。検査の結果、

患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間

及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛り合わせ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

89 

 

 6月24日18時37分、墨田区内のスーパー従業員から「6月22日に当店でイワシの刺身を購入し喫食し

た客が、腹痛を呈し医療機関でアニサキスが摘出された。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて

墨田区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は6月22日18時54分に当該販売店でイワシ刺身を購入し、同日20時頃自宅で喫食した

ところ、6月23日3時頃から腹痛を呈し、医療機関にてアニサキスが摘出されていたことが判明した。患

者の発症前一週間に当該品以外の鮮魚の喫食はなかった。当該販売店では、鮮魚の取り扱いに関してマ

ニュアルがあったが、担当者はマニュアルに反し、仕入れ翌日に加工を行っていた。また、患者から摘

出された虫体は医療機関で廃棄されていたため、虫体の同定は行えなかった。 

 これらのことから、墨田区保健所は「イワシ刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

90 

 

食中毒事件の詳報（P.149）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

91 

 

 6月29日15時、小金井市の販売店から「6月27日に当店でカツオの刺身を購入し喫食した客から、医療

機関を受診したところアニサキスが摘出されたとの届出があった。」旨、多摩府中保健所に連絡があっ

た。 

 調査の結果、患者は6月27日19時52分、当該販売店で「カツオ刺身用」（冊）、ポン酢等を購入し、20

時30分頃から自宅で喫食したところ、同日21時30分頃から腹痛等の症状を呈した。患者は、発症前1週間

以内に当該販売店で購入したカツオ刺身以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者の喫食したカツオ刺

身は冷凍処理工程がなかった。患者が受診した医療機関で、患者の体内からアニサキス様虫体が摘出さ

れており、摘出時の虫体写真を確認した。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、多摩府中保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 
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番号 概     要 

92 

 

7月4日15時30分頃、学校から「6月29日に生徒25名が調理実習を行なったところ7月2日から10名が発熱、

腹痛、下痢等の食中毒様症状を呈している。そのうち1名が医療機関を受診したところ、カンピロバクタ

ー食中毒が疑われると診断を受けた。春巻きは、メニューの生の鶏肉を使用し、生焼けであったとの申

し出がある。」旨、北区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら34名は6月29日10時30分頃に調理実習のため学校内で「イタリアン春巻き」等を調

理し喫食後、10名が6月30日10時から7月4日8時にかけて発熱、下痢、腹痛等を呈した。イタリアン春巻

きは、春巻きの皮がきつね色になる程度に加熱され、中身のささみ肉が加熱不十分な状態であった。生

徒はささみ肉の調理を終えた後に未加熱で喫食する野菜を細切していた。患者全員の共通食は調理実習

の食事のみであった。検査の結果、患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏

期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、北区保健所は「調理実習の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 その他 

93 

 

 7月9日、医師から「診察した患者2名のふん便からカンピロバクターを検出した。」旨、板橋区保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら9名は6月28日19時から板橋区内の飲食店を利用し、焼鳥、鶏わさ、焼鳥ごはん等

を喫食したところ、3名が6月30日23時50分から7月2日5時にかけて下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈した。

検査の結果、患者ふん便2検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の潜伏期間及び症

状はカンピロバクターによるものと一致した。また、患者の共通食は当該施設の食事のみであった。 

これらのことから、板橋区保健所は「飲食店の食事（鶏わさを含む）」を原因とする食中毒と断定し

た。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

94 

 

 7月10日17時40分、世田谷区世田谷保健所感染症対策課から「区内保育園において、7月5日、6日に2歳

から5歳の園児複数名が胃腸炎症状を呈しているが、職員に体調不良者はない。」旨の報告が世田谷保健

所食品衛生担当にあった。 

 調査の結果、園児88名中28名及び職員36名中6名が、7月4日16時から7月12日19時にかけて下痢、腹痛、

発熱等の症状を呈していた。患者らの共通食は園の給食だけであった。検査の結果、園関係者104名中37

名（調理従事者2名を含む）及び7月3日の検食（冷菜）から腸管出血性大腸菌Ｏ121ＶＴ2が検出された。

Ｏ121ＶＴ2を検出した冷菜の原材料は、きゅうり、キャベツ、鶏肉、卵、春雨と調味料であった。きゅ

うり、キャベツ、鶏肉、卵はいずれも和える前に加熱されていたが、中心温度の測定と記録があったの

は鶏肉のみであった。春雨はゆでた後、下処理とは別のシンク内でざるを用いて水さらしを行ったが、

この工程前にシンクの消毒は行っていなかった。また、その他の検食や材料、園内の菜園の土を検査し

たが当該菌の検出はなかった。さらに冷菜には園内の菜園で栽培したプチトマトが添えられていたこと、

当該施設では、調理従事者も給食を食べていたため、調理従事者からの汚染かどうかの判別はできなか

った。 

 これらのことから、世田谷保健所は「給食」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 集団給食（届出） 

番号 概     要 

95 

 

 7月4日16時、患者から「7月3日に荒川区内の魚介類販売店で購入した寿司を一人で喫食したところ、

同日16時頃から胃痛を呈し、医療機関を受診したところ、胃からアニサキス様寄生虫が摘出された。」

旨、荒川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は7月3日から遡って4日間に、当該施設で購入した寿司以外に鮮魚介類の生での喫食

はなかった。また、購入したにぎり寿司には冷凍処理がされていない鮮魚介類が使用されていた。検査

の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであり、患者の症状及び潜伏期

間はアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、荒川区保健所は「にぎり寿司」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（弁当） 

96 

 

 7月8日16時58分、患者から「スーパーで購入したツブ貝を自宅で塩茹でにして喫食したところ、30分

後に体調不良となり救急搬送された。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて南多摩保健所に連絡

があった。 

調査の結果、患者は7月7日18時頃、川崎市内の販売店で「北海道産ツブ貝」（4個入り）を購入し、自

宅で塩茹でにして同日20時に喫食したところ、食後30分後から目の異常、頭痛等を呈した。残品（貝殻）

の検査の結果、当該品はエゾボラと推定され、テトラミンが検出された。患者が発症前3日以内にツブ貝

を喫食したのは当該品のみであった。 

販売店で販売時にテトラミンに関する注意喚起はなく、患者自身もその知識を有していなかったため、

ツブ貝の唾液腺を除去することなく調理し、喫食してしまったとことにより食中毒が発生したと考えら

れた。 

以上のことから、南多摩保健所は家庭における「エゾボラ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

97 

 

7月9日14時10分、医療機関から「胃アニサキス症患者を診察した。」旨、渋谷区保健所に連絡があっ

た。 

 調査の結果、患者ら2名は、8日夜に渋谷区内魚介類販売店で刺身四点盛り、カツオの刺身を購入し、

同日19時に喫食した。その後、1名が同日21時から腹痛、吐き気等を呈したため、医療機関を受診したと

ころ虫体が摘出された。発症前の喫食内容を確認したところ、当該販売店で購入した刺身以外に生鮮魚

介類の生食はなかった。 

検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜

伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身四点盛りもしくはカツオの刺身」を原因とする食中毒事件

と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 
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95 

 

 7月4日16時、患者から「7月3日に荒川区内の魚介類販売店で購入した寿司を一人で喫食したところ、

同日16時頃から胃痛を呈し、医療機関を受診したところ、胃からアニサキス様寄生虫が摘出された。」

旨、荒川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は7月3日から遡って4日間に、当該施設で購入した寿司以外に鮮魚介類の生での喫食

はなかった。また、購入したにぎり寿司には冷凍処理がされていない鮮魚介類が使用されていた。検査

の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであり、患者の症状及び潜伏期

間はアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、荒川区保健所は「にぎり寿司」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（弁当） 

96 

 

 7月8日16時58分、患者から「スーパーで購入したツブ貝を自宅で塩茹でにして喫食したところ、30分

後に体調不良となり救急搬送された。」旨、東京都保健医療情報センターを通じて南多摩保健所に連絡

があった。 

調査の結果、患者は7月7日18時頃、川崎市内の販売店で「北海道産ツブ貝」（4個入り）を購入し、自

宅で塩茹でにして同日20時に喫食したところ、食後30分後から目の異常、頭痛等を呈した。残品（貝殻）

の検査の結果、当該品はエゾボラと推定され、テトラミンが検出された。患者が発症前3日以内にツブ貝

を喫食したのは当該品のみであった。 

販売店で販売時にテトラミンに関する注意喚起はなく、患者自身もその知識を有していなかったため、

ツブ貝の唾液腺を除去することなく調理し、喫食してしまったとことにより食中毒が発生したと考えら

れた。 

以上のことから、南多摩保健所は家庭における「エゾボラ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

97 

 

7月9日14時10分、医療機関から「胃アニサキス症患者を診察した。」旨、渋谷区保健所に連絡があっ

た。 

 調査の結果、患者ら2名は、8日夜に渋谷区内魚介類販売店で刺身四点盛り、カツオの刺身を購入し、

同日19時に喫食した。その後、1名が同日21時から腹痛、吐き気等を呈したため、医療機関を受診したと

ころ虫体が摘出された。発症前の喫食内容を確認したところ、当該販売店で購入した刺身以外に生鮮魚

介類の生食はなかった。 

検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜

伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身四点盛りもしくはカツオの刺身」を原因とする食中毒事件

と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 
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番号 概     要 

98 

 

 7月23日12時08分、医療機関から「7月22日に受診した患者の胃から、アニサキス様の虫体を摘出した。」

旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者ら3名が7月20日21時30頃から杉並区内の飲食店を利用し、刺身盛合せ（しめさば、

カンパチ、マグロ等）、鯛豆腐、焼そば等を喫食したところ、1名が7月21日3時から腹痛、吐き気の症状

を呈した。患者が発症前7日間及び診断までの間に鮮魚介類を生食したのは、当該施設での食事のみであ

った。当該施設で提供された刺身盛合せに使用されたさば、カンパチ及びマグロは、流通過程及び当該

施設での冷凍処理工程はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu 

strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

これらのことから、杉並保健所は「生食用鮮魚介類（しめさばを含む）」を原因とする食中毒とする食

中毒と断定した。 

  

 
原因施設 飲食店（一般） 

99 

 

 7月30日、横浜市から都食品監視課を通じ、「横浜市内医療機関が7月26日18時30分に診察した患者が、

豊島区内の飲食店で生焼けのレバー串を含む食事をしたところ、2名が腹痛、下痢等の体調不良を呈して

いる。」旨の報告が豊島区池袋保健所にあった。 

 調査の結果、患者は7月24日19時から同僚4名で当該飲食店を利用し、うち2名が7月25日21時から26日

13時にかけて下痢、発熱、腹痛、頭痛等の症状を呈していた。当該グループはレバー串を含む焼き鳥各

種、ポテトサラダ、焼きそば、だし巻き玉子、牛筋の煮込み、鶏スープなどを喫食していた。このうち

レバー串について患者から半生であった旨の証言があった。さらに営業者によると、ほとんどの串焼き

において、十分な加熱をせずに提供していたとの申告がされている。検査の結果、患者2名のふん便から

カンピロバクター・ジェジュニが検出され、参考食品のモモ、レバー、ハツ及び肉用まな板のふきとり

からもカンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の症状及び潜伏期間がカンピロバクターによ

るものと一致し、患者の共通食は当該飲食店での食事のみであった。 

 これらのことから、池袋保健所は「会食料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

100 

 

 7月30日13時30分頃、通報者から「7月25日14時頃に会食した2名のうち1名が、同日23時頃より胃の痛

みを発症した。7月27日に草加市内の医療機関を受診し、内視鏡により寄生虫が摘出された。」旨、足立

区足立保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者が発症前1週間以内に生の魚介類を喫食したのは当該施設で調理された「しめさば」

のみであった。また、当該販売施設では目視による寄生虫の除去は実施されていたが、冷凍によるアニ

サキス対策が行われていないことが判明した。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis 

pegreffiiであり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、足立保健所は「しめさば」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

101 

 

 7月31日18時、患者から「渋谷区内の飲食店を利用後、体調不良を呈した。」旨、渋谷区保健所に連絡

があった。 

 調査の結果、患者は7月30日19時40分頃から渋谷区内の飲食店を2名で利用し、刺身盛合せ（スズキ、

カツオ、タイラ貝）等を喫食したところ、1名が7月31日4時30分から腹痛を呈し、医療機関で胃からアニ

サキス虫体を摘出していた。患者は、アニサキス症が疑われる潜伏期間内に当該飲食店での食事以外に

生鮮魚介類の生食はなかった。また、患者の喫食した刺身盛合せのうちスズキとカツオはいずれも提供

までに冷凍処理工程がなかった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

102 

 

8月1日16時30分、患者の勤務する医療機関から「7月28日に職員4名が調布市内の居酒屋を利用したと

ころ、4名全員が体調不良を呈し、食中毒の疑いがある。」旨、多摩府中保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者4名は7月28日20時頃に当該飲食店を利用し、レバテキ、焼き鳥等を喫食後、4名が7

月30日23時から8月1日2時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。患者全員の共通食は当該飲食店で提供

された食事のみであった。このうち、レバテキは患者全員が喫食しており、使用された鶏肉は要加熱の

表示がされた加熱用食肉であったが、当該飲食店では加熱不十分な状態で提供していた。検査の結果、

患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニを、1検体からカンピロバクター・コリを検出し、

潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、多摩府中保健所は、当該飲食店が調理し提供した「飲食店の食事（加熱不十分な

鶏肉料理を含む）」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

103 

 

8月9日、医療機関から腸管出血性大腸菌感染症発生届（以下、発生届）が山梨県に提出され、都食品

監視課を通じて文京区文京保健所に連絡があった。その後、複数の自治体に提出された発生届の患者ら

が、共通して文京区内の飲食店を利用していることが判明した。 

調査の結果、患者ら1,776名は、8月2日から4日の間に当該飲食店を利用し、ローストビーフ、サラダ、

パスタ等のビュッフェ料理を喫食したところ、194名が8月2日午前から20日8時にかけて腹痛、発熱、下

痢等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便36検体及び従事者ふん便4検体から検出された腸管出血性

大腸菌のＭＬＶＡ型が一致した。患者の症状及び潜伏期間は、腸管出血性大腸菌によるものと一致した。

患者らの共通食は当該施設の食事のみであった。 

これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

101 

 

 7月31日18時、患者から「渋谷区内の飲食店を利用後、体調不良を呈した。」旨、渋谷区保健所に連絡

があった。 

 調査の結果、患者は7月30日19時40分頃から渋谷区内の飲食店を2名で利用し、刺身盛合せ（スズキ、

カツオ、タイラ貝）等を喫食したところ、1名が7月31日4時30分から腹痛を呈し、医療機関で胃からアニ

サキス虫体を摘出していた。患者は、アニサキス症が疑われる潜伏期間内に当該飲食店での食事以外に

生鮮魚介類の生食はなかった。また、患者の喫食した刺身盛合せのうちスズキとカツオはいずれも提供

までに冷凍処理工程がなかった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

102 

 

8月1日16時30分、患者の勤務する医療機関から「7月28日に職員4名が調布市内の居酒屋を利用したと

ころ、4名全員が体調不良を呈し、食中毒の疑いがある。」旨、多摩府中保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者4名は7月28日20時頃に当該飲食店を利用し、レバテキ、焼き鳥等を喫食後、4名が7

月30日23時から8月1日2時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。患者全員の共通食は当該飲食店で提供

された食事のみであった。このうち、レバテキは患者全員が喫食しており、使用された鶏肉は要加熱の

表示がされた加熱用食肉であったが、当該飲食店では加熱不十分な状態で提供していた。検査の結果、

患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニを、1検体からカンピロバクター・コリを検出し、

潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、多摩府中保健所は、当該飲食店が調理し提供した「飲食店の食事（加熱不十分な

鶏肉料理を含む）」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

103 

 

8月9日、医療機関から腸管出血性大腸菌感染症発生届（以下、発生届）が山梨県に提出され、都食品

監視課を通じて文京区文京保健所に連絡があった。その後、複数の自治体に提出された発生届の患者ら

が、共通して文京区内の飲食店を利用していることが判明した。 

調査の結果、患者ら1,776名は、8月2日から4日の間に当該飲食店を利用し、ローストビーフ、サラダ、

パスタ等のビュッフェ料理を喫食したところ、194名が8月2日午前から20日8時にかけて腹痛、発熱、下

痢等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便36検体及び従事者ふん便4検体から検出された腸管出血性

大腸菌のＭＬＶＡ型が一致した。患者の症状及び潜伏期間は、腸管出血性大腸菌によるものと一致した。

患者らの共通食は当該施設の食事のみであった。 

これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

104 

 

 8月3日13時40分、墨田区内医療機関から「8月2日夜に寿司を喫食し、3日2時から腹痛を呈した患者を

診察したところ、アニサキスを摘出した。」旨の連絡が、墨田区保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月2日17時30分から19時30分にかけて墨田区内飲食店で刺し身（ボタンエビ、マ

グロ、赤貝ヒモ、アジ、サバ等）、寿司（イカゲソ、イカ、ツブ貝、アジ、カツオ等）等を夫婦2名で喫

食したところ、同月3日2時頃から腹痛を呈していた。当該飲食店では喫食メニューのうちマグロとイカ

ゲソ以外は冷凍又は加熱処理を行っていなかったが、患者は複数の生鮮魚介類を喫食しており、メニュ

ーの特定はできなかった。また、患者の発症前1週間の喫食調査を行ったところ、7月29日及び30日に販

売店でカツオ刺身、マグロブツを購入し喫食していたが、潜伏期間からこれらによる可能性は低いと判

断した。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis pegreffii であった。 

 これらのことから、墨田区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

105 

 

 8月6日0時50分頃、区内医療機関から「当院を受診した患者の胃からアニサキスを摘出した。」旨、杉

並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は8月4日17時頃より神奈川県藤沢市内の寿司店を4名で利用し、寿司（イカ、貝類、

マグロ、巻物（納豆、かんぴょうわさび、鉄火））、刺身（ヒラメ、クジラ）、生牡蠣、焼きハマグリ、

漬物を喫食した。患者以外の3名の協力は得られなかったが、患者によると3名とも非発症とのことであ

った。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu stricto であり、潜伏期間及び

症状がアニサキスによるものと一致した。喫食調査の結果、患者は当該飲食店以外にも、発症日の3日前

に居酒屋にて刺身を喫食していたが、居酒屋の調査について患者の協力は得られなかった。本件のよう

に、患者の十分な調査協力が得られない場合は、原因食品、原因施設を特定することが不可能である。  

これらのことから、杉並保健所は原因食品、原因施設不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

106 

 

 食中毒事件の詳報（P.151）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

107 

 

8月13日15時、医療機関から「当院を受診した患者の胃からアニサキス虫体を摘出した。」旨、大田区

保健所を通じて目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は、8月9日19時に目黒区内飲食店を利用し、刺身の盛合せを喫食した。その後、

1名が同日23時から腹痛、吐き気を呈したため、医療機関を受診したところ胃から虫体が摘出された。発

症前4日間の喫食内容を確認したところ、当該飲食店で喫食した刺身以外に生鮮魚介類の生食はなかっ

た。 

検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜

伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、目黒区保健所は「刺身」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

番号 概     要 

108 

 

 8月17日、医療機関から腸管出血性大腸菌感染症発生届（以下、発生届）が川崎市保健所に提出され、

都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった（第1グループ）。患者ら6名は、8月7日に品川区内

の飲食店を利用しており、4名が発症していた。さらに、8月22日、医療機関から発生届が大田区保健所

に提出され、都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった（第2グループ）。患者ら3名は、8月11

日に当該飲食店を利用し、1名が発症していた。 

 調査の結果、患者ら2グループ5名は、8月7日または11日に当該施設で牛カルビ、ハラミ、キムチ等を

喫食したところ、同月10日から13日にかけて下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈した。患者の共通食は当

該施設での食事のみであり、施設内での感染症を疑うエピソードはなかった。検査の結果、患者ふん便1

検体から検出された腸管出血性大腸菌Ｏ157(ＶＴ2)及び菌株2検体の遺伝子解析の結果、ＭＬＶＡ型が一

致した。患者の症状及び潜伏期間は、腸管出血性大腸菌によるものと一致した。 

これらのことから、品川区保健所は、「飲食店の食事」を原因食品とする食中毒と断定した。 

なお、食中毒と断定後、さらに医療機関から発生届が大田区保健所に提出され、患者ら5名が8月12日

に当該施設を利用し、4名が発症していたことが判明した（第3グループ）。検査の結果、菌株1検体のMLVA

型が2グループと一致し、症状及び潜伏期間が腸管出血性大腸菌によるものと一致した。また、患者の共

通食は当該飲食店での食事のみであることから、当該グループの患者も本件の患者と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

109 

 

 8月15日、患者から「アニサキス虫体が検出された。」旨の連絡が港区みなと保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月12日19時30分から港区内飲食店を利用し、お造り（ヒラマサ、イワシ、マダイ、

マグロ）等を喫食し、13日0時から腹痛を呈し医療機関を受診していた。当該飲食店で提供された生鮮魚

介類はいずれも冷凍工程はなく、マグロ以外は丸体で納品され、店で加工を行っていた。目視による確

認が不十分であったこと、魚種による調理器具の区別が不十分であり他の魚種からの移行の可能性も推

察された。患者から摘出された虫体は確保できなかったため、同定はできなかった。患者の喫食調査の

結果、8月10日長野県内の飲食店で握り寿司を喫食していたが、この飲食店では全ての生鮮魚介類を－

25℃以下で1週間以上冷凍していたため、原因施設ではないと判断した。 

 これらのことから、みなと保健所は「お造り（ヒラマサ、イワシ、マダイ、マグロを含む）」を原因

とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

110 

 

 8月21日、横浜市から「8月9日19時より、新宿区内の飲食店を会社同僚4名で利用したところ、複数名

が同月13日から食中毒様症状を呈し、1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157が検出された。」旨、新宿区保健

所に連絡があった。また、杉並区から「当該グループ内、杉並区民1名が8月14日から発症し、腸管出血

性大腸菌Ｏ157が検出された。」旨、連絡があった。 

 調査の結果、患者4名のふん便検査1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157及びカンピロバクター・ジェジュニ

を検出し、別の1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157を検出、残りの2名からカンピロバクター・ジェジュニを

検出した。患者2名から検出された腸管出血性大腸菌Ｏ157のＭＬＶＡ法解析による型別が一致した。患

者の発症までの潜伏期間及び症状は、腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター食中毒のものと一致して

いた。また、患者らの共通食は当該食事のみであった。 

 これらのことから、新宿区保健所は当該飲食店で8月9日に提供された「飲食店の食事」を原因とした

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

108 

 

 8月17日、医療機関から腸管出血性大腸菌感染症発生届（以下、発生届）が川崎市保健所に提出され、

都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった（第1グループ）。患者ら6名は、8月7日に品川区内

の飲食店を利用しており、4名が発症していた。さらに、8月22日、医療機関から発生届が大田区保健所

に提出され、都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった（第2グループ）。患者ら3名は、8月11

日に当該飲食店を利用し、1名が発症していた。 

 調査の結果、患者ら2グループ5名は、8月7日または11日に当該施設で牛カルビ、ハラミ、キムチ等を

喫食したところ、同月10日から13日にかけて下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈した。患者の共通食は当

該施設での食事のみであり、施設内での感染症を疑うエピソードはなかった。検査の結果、患者ふん便1

検体から検出された腸管出血性大腸菌Ｏ157(ＶＴ2)及び菌株2検体の遺伝子解析の結果、ＭＬＶＡ型が一

致した。患者の症状及び潜伏期間は、腸管出血性大腸菌によるものと一致した。 

これらのことから、品川区保健所は、「飲食店の食事」を原因食品とする食中毒と断定した。 

なお、食中毒と断定後、さらに医療機関から発生届が大田区保健所に提出され、患者ら5名が8月12日

に当該施設を利用し、4名が発症していたことが判明した（第3グループ）。検査の結果、菌株1検体のMLVA

型が2グループと一致し、症状及び潜伏期間が腸管出血性大腸菌によるものと一致した。また、患者の共

通食は当該飲食店での食事のみであることから、当該グループの患者も本件の患者と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

109 

 

 8月15日、患者から「アニサキス虫体が検出された。」旨の連絡が港区みなと保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月12日19時30分から港区内飲食店を利用し、お造り（ヒラマサ、イワシ、マダイ、

マグロ）等を喫食し、13日0時から腹痛を呈し医療機関を受診していた。当該飲食店で提供された生鮮魚

介類はいずれも冷凍工程はなく、マグロ以外は丸体で納品され、店で加工を行っていた。目視による確

認が不十分であったこと、魚種による調理器具の区別が不十分であり他の魚種からの移行の可能性も推

察された。患者から摘出された虫体は確保できなかったため、同定はできなかった。患者の喫食調査の

結果、8月10日長野県内の飲食店で握り寿司を喫食していたが、この飲食店では全ての生鮮魚介類を－

25℃以下で1週間以上冷凍していたため、原因施設ではないと判断した。 

 これらのことから、みなと保健所は「お造り（ヒラマサ、イワシ、マダイ、マグロを含む）」を原因

とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

110 

 

 8月21日、横浜市から「8月9日19時より、新宿区内の飲食店を会社同僚4名で利用したところ、複数名

が同月13日から食中毒様症状を呈し、1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157が検出された。」旨、新宿区保健

所に連絡があった。また、杉並区から「当該グループ内、杉並区民1名が8月14日から発症し、腸管出血

性大腸菌Ｏ157が検出された。」旨、連絡があった。 

 調査の結果、患者4名のふん便検査1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157及びカンピロバクター・ジェジュニ

を検出し、別の1名から腸管出血性大腸菌Ｏ157を検出、残りの2名からカンピロバクター・ジェジュニを

検出した。患者2名から検出された腸管出血性大腸菌Ｏ157のＭＬＶＡ法解析による型別が一致した。患

者の発症までの潜伏期間及び症状は、腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター食中毒のものと一致して

いた。また、患者らの共通食は当該食事のみであった。 

 これらのことから、新宿区保健所は当該飲食店で8月9日に提供された「飲食店の食事」を原因とした

食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

111 

 

 8月14日14時30分頃、千代田区内の医療機関から「診察した患者からアニサキスを摘出した。」旨、千

代田区千代田保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は8月13日15時から千代田区内の飲食店で刺身定食（刺身盛合せ（マグロ、サーモン、

タイ、ワラサ、蒸しエビ）、卵焼き、白飯、味噌汁、小鉢）を喫食したところ、同日19時から腹痛等の

症状を呈した。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間内に他に生鮮魚介類の生食はなかった。刺

身盛合せのうち、マグロ以外の生鮮魚介類は冷凍処理されていなかった。検査の結果、患者から摘出さ

れた虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致

していた。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「刺身定食（タイ、ワラサを含む）」を原因とする食中毒と断定

した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

112 

 

8月16日、医師から「家族4名中2名を診察し、品川区内の飲食店による食中毒の可能性がある。」旨、

島しょ保健所から都食品監視課を通じて品川区保健所に連絡があった。さらに、17日、別グループの患

者から「家族4名で飲食店を利用したところ、3名が食中毒様症状を呈した。」旨、品川区保健所に連絡

があった。 

 調査の結果、患者ら2グループ7名は、8月13日に当該飲食店を利用し、レバユッケ、なんこつポン酢、

焼き鳥等を喫食した。その後、5名が14日11時から同日23時にかけて下痢、発熱等を呈した。患者全員の

共通食は当該飲食店で提供された食事のみであった。当該飲食店では食肉の加熱時間は経験則で決めて

おり、検証はされていなかった。患者から食肉の中心部がピンク色だったとの証言もあり、加熱不十分

な食肉料理が提供されていた可能性があった。検査の結果、患者ふん便2検体からサルモネラО4群を検

出し、潜伏期間及び症状がサルモネラによるものと一致していた。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

113 

 

 8月16日15時、医療機関から「診察した患者1名からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、江東区保健

所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は8月14日19時30分、親族が釣って冊にしたカツオをもらい、自宅で刺身にして喫食

したところ15日1時から腹痛を呈した。患者の発症前7日間における生鮮魚介類の生食は、当該食品のみ

であった。また、カツオを釣ってから喫食するまでの間に冷凍することはなかった。検査の結果、患者

から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び

症状はアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、江東区保健所は「カツオ刺身」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

 
番号 概     要 

114 

 

 8月20日、江戸川区内医療機関から「腹痛を呈して受診した患者からアニサキス様虫体を摘出した。」

旨の連絡が江戸川区江戸川保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月12日から15日までに、都外の4施設で生鮮魚介類を生食し、8月16日4時頃から

腹痛を呈し同月18日に区内の医療機関を受診していた。都外の4店舗についての取り扱いを確認したとこ

ろ、いずれの施設も冷凍工程のないアニサキス感染の可能性のあるメニューを提供していたため、原因

施設の特定はできなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu stricto で

あることが判明した。 

 これらのことから、江戸川保健所は原因食品及び原因施設不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

115 

 

8月27日9時、世田谷区在住の届出者から「8月22日に、友人2名と世田谷区内の飲食店でサラダバーを

含む昼食を喫食した。その後、8月23日深夜から24日早朝にかけて3名とも下痢、腹痛、発熱等の食中毒

様症状を呈した。」旨、世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは8月22日に当該飲食店を3名で利用し、ランチメニューを喫食していた。ランチ

メニューは、メイン料理とサラダバーにドリンクが付いており、メイン料理は3名異なる料理を選択して

いた。サラダバーは、生野菜、ソーセージ、生ハム、パン及びデザートをトング等の器具を用いてセル

フチョイスする形式で、ランチのみで提供されていた。なお、当日の利用者は70名（内ランチ利用者は

59名）で、他の利用者から同様の申し出はなかった。検査の結果、患者3名及び従事者2名の検便からノ

ロウイルスＧⅠが検出された。また、ノロウイルスＧⅠが検出された5検体について遺伝子検査精密測定

を実施したところ、比較した部位の遺伝子が100％一致した。喫食調査の結果、患者3名の共通食は当該

飲食店での食事のみであった。当該飲食店において、感染症を疑う情報はなく、患者の症状及び潜伏期

間はノロウイルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

116 

 

 8月23日13時20分頃、患者から墨田区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は8月22日21時から墨田区内の飲食店を1名で利用し、寿司（ツナサラダ、ネギトロ、

サバ、コハダ、アジ、タコ、トロサーモン）を喫食したところ、同月23日1時30分から腹痛、吐き気を呈

し、医療機関で胃からアニサキス虫体を摘出していた。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事

以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者が喫食した寿司のうち、アジ及びトロサーモンは冷凍処理さ

れていなかった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、墨田区保健所は当該飲食店の「寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 
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番号 概     要 

114 

 

 8月20日、江戸川区内医療機関から「腹痛を呈して受診した患者からアニサキス様虫体を摘出した。」

旨の連絡が江戸川区江戸川保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月12日から15日までに、都外の4施設で生鮮魚介類を生食し、8月16日4時頃から

腹痛を呈し同月18日に区内の医療機関を受診していた。都外の4店舗についての取り扱いを確認したとこ

ろ、いずれの施設も冷凍工程のないアニサキス感染の可能性のあるメニューを提供していたため、原因

施設の特定はできなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu stricto で

あることが判明した。 

 これらのことから、江戸川保健所は原因食品及び原因施設不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 

115 

 

8月27日9時、世田谷区在住の届出者から「8月22日に、友人2名と世田谷区内の飲食店でサラダバーを

含む昼食を喫食した。その後、8月23日深夜から24日早朝にかけて3名とも下痢、腹痛、発熱等の食中毒

様症状を呈した。」旨、世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは8月22日に当該飲食店を3名で利用し、ランチメニューを喫食していた。ランチ

メニューは、メイン料理とサラダバーにドリンクが付いており、メイン料理は3名異なる料理を選択して

いた。サラダバーは、生野菜、ソーセージ、生ハム、パン及びデザートをトング等の器具を用いてセル

フチョイスする形式で、ランチのみで提供されていた。なお、当日の利用者は70名（内ランチ利用者は

59名）で、他の利用者から同様の申し出はなかった。検査の結果、患者3名及び従事者2名の検便からノ

ロウイルスＧⅠが検出された。また、ノロウイルスＧⅠが検出された5検体について遺伝子検査精密測定

を実施したところ、比較した部位の遺伝子が100％一致した。喫食調査の結果、患者3名の共通食は当該

飲食店での食事のみであった。当該飲食店において、感染症を疑う情報はなく、患者の症状及び潜伏期

間はノロウイルスによるものと一致していた。 

 これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

116 

 

 8月23日13時20分頃、患者から墨田区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は8月22日21時から墨田区内の飲食店を1名で利用し、寿司（ツナサラダ、ネギトロ、

サバ、コハダ、アジ、タコ、トロサーモン）を喫食したところ、同月23日1時30分から腹痛、吐き気を呈

し、医療機関で胃からアニサキス虫体を摘出していた。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事

以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者が喫食した寿司のうち、アジ及びトロサーモンは冷凍処理さ

れていなかった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、墨田区保健所は当該飲食店の「寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 
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番号 概     要 

117 

 

8月30日、医師から腸管出血性大腸菌感染症発生届が八王子市保健所に提出された。31日、町田市内の

医師から腸管出血性大腸菌感染症発生届が町田市保健所を通じて八王子市保健所に提出された。 

 調査の結果、患者ら2グループ9名は、8月21日または22日に当該飲食店を利用し、焼肉、千切りキャベ

ツ等を喫食した。その後、5名が同月25日12時から27日18時にかけて下痢、腹痛、発熱等を呈した。患者

全員の共通食は当該飲食店で提供された食事のみであった。当該飲食店は焼肉店であり、食肉を客自ら

が客席で加熱し喫食する。当該飲食店ではトングの使い分けを行うよう注意喚起していたが、患者は喫

食用の箸で生肉にも触れていた。また、従事者の手洗い方法も不適切であったことから二次汚染等も否

定できなかった。検査の結果、患者ふん便5検体から腸管出血性大腸菌О157を検出し、ＭＬＶＡ型の一

致も確認した。また、潜伏期間及び症状も腸管出血性大腸菌によるものと一致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

118 

 

 8月28日、「8月27日、中央区内の飲食店で刺身を含む食事を喫食したところ、同日23時頃から腹痛の

症状を呈し、28日医療機関でアニサキス様虫体を摘出した。」旨、横浜市に通報があり、都食品監視課

を通じて中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は8月27日18時から当該飲食店を利用し、刺身（しめさば、カンパチ、イワシ

のたたき）、卵焼き等を喫食したところ、1名が27日23時頃から腹痛の症状を呈した。検査の結果、患者

から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び

症状はアニサキスによるものと一致した。患者の発症前7日間における生鮮魚介類の生食は当該飲食店で

の食事のみであった。また、当該刺身には、流通から飲食店で提供するまでの間に凍結処理工程のない

魚が使用されていた。 

 これらのことから、中央区保健所は「刺身類」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

119 

 

 8月30日16時45分、台東区内営業者から「8月27日、当社で販売したすし弁当を購入し喫食した客から、

喫食後に医療機関で検診を受けたところ、胃内からアニサキスを摘出したとの申し出があった。」旨の

連絡が台東区台東保健所にあった。 

 調査の結果、患者は8月27日17時48分に当該飲食店で寿司弁当（マグロ、エビ、タイ、イクラ、ツブ貝、

イシカレイ、カニ）を購入し、18時頃自宅で喫食したところ、28日4時頃胃痛と吐き気を呈していた。同

日10時から検診が予定されていた医療機関で検査を受けたところ、胃内からアニサキスが摘出された。

当該すし弁当の鮮魚のうち冷凍工程のないものはイシカレイ、タイであった。飲食店は寿司だねをアニ

サキス検出器で確認するマニュアルになっていたが、調理担当者の判断等により、アニサキス検出器で

の確認を行っていなかった。また、患者は同月25日に魚介類の生食をしていたが、潜伏期間からこの魚

介類による可能性はないと判断した。検査の結果、患者から摘出した虫体はAnisakis simplex sensu 

stricto であることが判明した。 

 これらのことから、台東保健所は「すし弁当」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

番号 概     要 

120 

 

 9月6日、患者から「8月29日19時30分から8名で、文京区内の飲食店でコース料理を喫食後、同月30日

夜から発熱、関節痛、頭痛の症状を呈した。医療機関を受診したところ、ふん便からサルモネラを検出

した。友人の1名も発症している。」旨、文京区文京保健所に連絡があった。また、別のグループからも

同様の情報があった。 

調査の結果、患者ら2グループ18名は、8月29日18時30分頃から当該飲食店を利用し、炙りしゃぶすき

（卵かけごはん付）、キムチ盛合せ、塩焼三種盛、蒸しホルモン、壺づけホルモン、卵かけごはん等を喫

食したところ、6名が同月30日5時から22時にかけて腹痛、下痢、おう吐、発熱等の症状を呈した。検査

の結果、患者ふん便3検体からサルモネラＯ9群が検出された。患者全員の共通食は、当該飲食店で提供

された料理のみであり、患者の症状及び潜伏期間がサルモネラによるのものと一致していた。 

 これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

121 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

122 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

123 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

124 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

125 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 
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番号 概     要 

120 

 

 9月6日、患者から「8月29日19時30分から8名で、文京区内の飲食店でコース料理を喫食後、同月30日

夜から発熱、関節痛、頭痛の症状を呈した。医療機関を受診したところ、ふん便からサルモネラを検出

した。友人の1名も発症している。」旨、文京区文京保健所に連絡があった。また、別のグループからも

同様の情報があった。 

調査の結果、患者ら2グループ18名は、8月29日18時30分頃から当該飲食店を利用し、炙りしゃぶすき

（卵かけごはん付）、キムチ盛合せ、塩焼三種盛、蒸しホルモン、壺づけホルモン、卵かけごはん等を喫

食したところ、6名が同月30日5時から22時にかけて腹痛、下痢、おう吐、発熱等の症状を呈した。検査

の結果、患者ふん便3検体からサルモネラＯ9群が検出された。患者全員の共通食は、当該飲食店で提供

された料理のみであり、患者の症状及び潜伏期間がサルモネラによるのものと一致していた。 

 これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

121 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

122 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

123 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

124 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

125 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 
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番号 概     要 

126 

 

9月12日17時5分、患者から「豊島区内の飲食店を利用した2日後から体調不良を呈した。」旨、豊島区

池袋保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは8月30日21時から23時にかけて豊島区内の飲食店を友人6名で利用し、お通し、

焼鳥、唐揚げ等を喫食したところ、3名が9月2日19時から下痢、腹痛、発熱等の症状を呈した。検査の結

果、患者ふん便2検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカンピ

ロバクターによる食中毒と一致した。患者3名の共通食は当該飲食店の食事のみであり、カンピロバクタ

ーに感染する可能性のある食事は当該飲食店の食事以外になかった。患者らには加熱調理された鶏肉及

び鶏内臓肉を使用したメニューが提供されていたが、加熱時間等の明確な判断基準はなく、患者から「レ

バーが生焼けだった。」との証言があったことから、加熱不十分な状態で提供された可能性が考えられ

た。 

 これらのことから、池袋保健所は「会食料理（焼鳥を含む）」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

127 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

128 

 

 9月10日、患者から「8月31日19時から北区内飲食店にて、友人と2名で鶏のたたき等を喫食したところ、

9月3日朝から発熱、吐き気、下痢等の症状があり、友人も同様に発症している。」旨の連絡が北区保健

所にあった。 

 調査の結果、患者は8月31日19時30分から22時にかけて、当該飲食店を友人と2名で利用し、焼き鳥（レ

バー、もも、せせり、ぼんじり、砂肝等）、串焼き（しいたけ、エリンギ）、鶏のたたき、キャベツ等

を喫食したところ、2名が9月2日15時から同月3日3時にかけて下痢、腹痛、発熱等の症状を呈していた。

当該飲食店で使用していた鶏肉は全て加熱用であったが、鶏のたたきは表面を軽くあぶった程度の半生

で提供していた。検査の結果、患者1名のふん便及び1名の医療機関の検便からカンピロバクター・ジェ

ジュニを検出した。また、参考品の生の鶏レバー、ぼんじりからカンピロバクター・ジェジュニを検出

した。患者らは、このほか同日に別の飲食店を利用していたが飲料のみの喫食で、調査の結果この施設

である可能性はないと判断した。患者の症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致してい

た。 

 これらのことから、北区保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする食

中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

129 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

130 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

番号 概     要 

131 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

132 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

133 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

134 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

135 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

136 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

137 

 

 9月12日19時頃、千葉県から「9月10日、江戸川区内の医療機関を受診した千葉県市川市在住の患者か

らアニサキス様虫体を摘出した。」旨、都食品監視課を通じて江東区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は9月8日18時から21時に江東区内の飲食店で同僚3名と刺身盛合せ等を喫食してお

り、同日24時頃からおう吐及び腹痛（胃部位）を呈していた。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏

期間内において、当該刺身の盛合せ以外に生鮮魚介類の喫食はなく、提供された刺身に使用した魚介類

は冷凍処理がなされていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu 

stricto であり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、江東区保健所は「刺身盛合せ」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

131 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

132 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

133 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

134 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

135 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

136 

 

 食中毒事件の詳報（P.153）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（すし） 

137 

 

 9月12日19時頃、千葉県から「9月10日、江戸川区内の医療機関を受診した千葉県市川市在住の患者か

らアニサキス様虫体を摘出した。」旨、都食品監視課を通じて江東区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は9月8日18時から21時に江東区内の飲食店で同僚3名と刺身盛合せ等を喫食してお

り、同日24時頃からおう吐及び腹痛（胃部位）を呈していた。患者は、胃アニサキス症が疑われる潜伏

期間内において、当該刺身の盛合せ以外に生鮮魚介類の喫食はなく、提供された刺身に使用した魚介類

は冷凍処理がなされていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu 

stricto であり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。 

 これらのことから、江東区保健所は「刺身盛合せ」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

138 

 

 9月11日13時15分、患者から「腹痛のため医療機関を受診したところ、アニサキス様虫体が摘出された。」

旨、中央区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月11日12時30分から14時にかけて、中央区内の飲食店を2名で利用し、しめさ

ば、サンマ刺身、イワシにぎり寿司等を喫食したところ、1名が同日18時から腹痛、吐き気等の症状を呈

した。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の喫食はなかった。また、患者

が喫食したメニューのうち、しめさば、サンマ、イワシは冷凍処理されていなかった。検査の結果、患

者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の症状及び潜伏期間はアニサ

キス症と一致していた。 

これらのことから、中央区保健所は「寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

139 

 

9月13日13時56分、医療機関から「胃アニサキス症の患者を診察した。」旨、大田区保健所に連絡があ

った。 

 調査の結果、患者ら2名は、9月12日11時30分に大田区内飲食店を利用し、刺身定食を喫食した。その

後、1名が同日17時から腹痛、吐き気等を呈したため、医療機関を受診したところ胃から虫体が摘出され

た。発症前4日間の喫食内容を確認したところ、当該飲食店で喫食した刺身以外に生鮮魚介類の喫食はな

かった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明

し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、大田区保健所は「刺身定食」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

140 

 

 9月13日12時55分、医療機関から「胃アニサキス症の患者を診察した。」旨、大田区保健所に連絡があ

った。 

 調査の結果、患者ら2名は9月12日21時頃に大田区内の飲食店を利用し、刺身の盛合せ（マグロ、タイ、

カンパチ等）を喫食したところ、1名が13日3時頃から腹痛、吐き気、発疹の症状を呈した。 

検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明した。患

者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。患者の発症前4日間における生鮮魚介類の喫

食は、当該施設の食事のみであった。当該施設では、刺身盛合せを提供するにあたり寄生虫の目視確認

はしていたものの、冷凍処理工程はなかった。 

 これらのことから、大田区保健所は「刺身盛合せ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

141 

 

 9月20日16時、世田谷区内の医療機関から「本日11時、受診した患者の胃内からアニサキスを摘出した。

患者は、昨日飲食店でサバ、牡蠣、ウニ等を喫食し、本日未明より胃深部痛を呈している。」旨、世田

谷区世田谷保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は9月19日20時から21時にかけて、母親と二人で当該飲食店にて、しめさば、生牡蠣、

うにぎり（海苔とご飯の上に生ウニをのせたもの）、モツ煮込みを喫食した。提供されたしめさば用の

サバは冷凍庫で保管されていたが、冷凍庫内での保管時間が長くても18時間程度であり、冷凍庫の温度

は－10℃前後であった。また、参考食品として収去したサバからもアニサキスを検出した。患者のみ9月

20日1時から胃痛、吐き気の症状を呈し、同日11時に受診した医療機関でアニサキス様虫体が摘出された。

患者の喫食調査の結果、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間内において、魚介類を生で喫食したのは当

該施設の食事のみであった。検査の結果、患者から摘出されたアニサキスはAnisakis simplex sensu 

stricto であり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。  

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（しめさばを含む）」を原因とした食中毒事件と

断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

142 

 

9月21日16時45分、中央区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

中央区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月19日18時30分に8名で中央区内の飲食店を利用し、刺身（サバ、マダイ、タ

イラガイ、キンメダイ、マルハタ、マグロ）と寿司（マルハタ、イシガキダイ、マダイ、キンメダイ、

穴子、イカ、赤貝のひも、イクラ、マグロ））を喫食したところ、1名が同月20日5時から腹痛の症状を

呈した。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者が喫

食したメニューのうち、貝類を除くサバ、キンメダイ、マダイ、マルハタ、マグロ、イシガキダイは冷

凍処理されていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoで

あった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

これらのことから、中央区保健所は「刺身、寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

143 

 

9月25日13時50分、患者から「9月19日に同僚4名と焼鳥を喫食したところ、3名全員が体調不良を呈し

た。焼鳥のレバーとハツが生っぽく、食中毒の疑いがあるので調査してほしい。」旨、八王子市保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、申出者グループと別の予約者グループにも発症者がいることが判明した。患者ら2グルー

プ11名は9月19日18時または19時に当該飲食店を利用し、焼き鳥等を喫食後、2グループ7名が9月21日8時

30分から23日13時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。患者全員の共通食は当該飲食店で提供された

食事のみであった。患者から焼き鳥のレバーとハツが生焼けであったとの申し出があり、加熱時間のマ

ニュアル等も整備されていなかったことから加熱不十分な鶏肉料理が提供された可能性があった。検査

の結果、患者ふん便5検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバ

クターによるものと一致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 
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番号 概     要 

141 

 

 9月20日16時、世田谷区内の医療機関から「本日11時、受診した患者の胃内からアニサキスを摘出した。

患者は、昨日飲食店でサバ、牡蠣、ウニ等を喫食し、本日未明より胃深部痛を呈している。」旨、世田

谷区世田谷保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は9月19日20時から21時にかけて、母親と二人で当該飲食店にて、しめさば、生牡蠣、

うにぎり（海苔とご飯の上に生ウニをのせたもの）、モツ煮込みを喫食した。提供されたしめさば用の

サバは冷凍庫で保管されていたが、冷凍庫内での保管時間が長くても18時間程度であり、冷凍庫の温度

は－10℃前後であった。また、参考食品として収去したサバからもアニサキスを検出した。患者のみ9月

20日1時から胃痛、吐き気の症状を呈し、同日11時に受診した医療機関でアニサキス様虫体が摘出された。

患者の喫食調査の結果、胃アニサキス症が疑われる潜伏期間内において、魚介類を生で喫食したのは当

該施設の食事のみであった。検査の結果、患者から摘出されたアニサキスはAnisakis simplex sensu 

stricto であり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。  

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（しめさばを含む）」を原因とした食中毒事件と

断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

142 

 

9月21日16時45分、中央区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

中央区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月19日18時30分に8名で中央区内の飲食店を利用し、刺身（サバ、マダイ、タ

イラガイ、キンメダイ、マルハタ、マグロ）と寿司（マルハタ、イシガキダイ、マダイ、キンメダイ、

穴子、イカ、赤貝のひも、イクラ、マグロ））を喫食したところ、1名が同月20日5時から腹痛の症状を

呈した。患者は、発症前1週間以内に当該飲食店での食事以外に生鮮魚介類の生食はなかった。患者が喫

食したメニューのうち、貝類を除くサバ、キンメダイ、マダイ、マルハタ、マグロ、イシガキダイは冷

凍処理されていなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoで

あった。患者の症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

これらのことから、中央区保健所は「刺身、寿司」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

143 

 

9月25日13時50分、患者から「9月19日に同僚4名と焼鳥を喫食したところ、3名全員が体調不良を呈し

た。焼鳥のレバーとハツが生っぽく、食中毒の疑いがあるので調査してほしい。」旨、八王子市保健所

に連絡があった。 

 調査の結果、申出者グループと別の予約者グループにも発症者がいることが判明した。患者ら2グルー

プ11名は9月19日18時または19時に当該飲食店を利用し、焼き鳥等を喫食後、2グループ7名が9月21日8時

30分から23日13時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。患者全員の共通食は当該飲食店で提供された

食事のみであった。患者から焼き鳥のレバーとハツが生焼けであったとの申し出があり、加熱時間のマ

ニュアル等も整備されていなかったことから加熱不十分な鶏肉料理が提供された可能性があった。検査

の結果、患者ふん便5検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバ

クターによるものと一致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 
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番号 概     要 

144 

 

 食中毒事件の詳報（P.161）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

145 

 

10月1日16時頃、千代田区内の医療機関から「診察した患者3名からカンピロバクターを検出した。」

旨、千代田区千代田保健所に一報があり、都食品監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、発症グループ7名は、9月20日19時頃より渋谷区内の飲食店利用し、焼鳥（レバー、ササ

ミ、ボンジリ、つくね、なんこつ、ネギ間）、サンマの刺身、ニラ玉、トマトベーコン、鳥皮ポン酢、

お通し（キャベツのゴマ油和え）、酒類を喫食した。発症者グループの申し出によると、当該飲食店で

提供されたレバー及びササミは「半生」であったとのこと。発症者は5名であったが、うち1名について

は調査票の回収ができておらず、調査可能な患者4名については、水様性下痢、腹痛、発熱、吐き気及び

頭痛の症状を呈していた。検査の結果、患者ふん便3検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出され

た。患者らが肉類の生又は半生を共通して喫食したのは、当該飲食店以外になく、症状及び潜伏期間が

カンピロバクターによるものと一致した。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とした

食中毒事件と断定した。 

  

 
原因施設 飲食店（一般） 

146 

 

 9月29日20時30分、品川区保健所から「食中毒疑いの届出者の調査を実施したところ、利用施設及び同

行者1名が目黒区内にあることが判明した。」旨、都食品監視課を通じて目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は9月21日21時頃から3名で目黒区内の飲食店を利用し、串焼き、ラーメン等を喫食

したところ、同月23日8時から24日21時にかけて3名が下痢、腹痛、発熱等の症状を呈した。3名は当該飲

食店利用後に品川区内の別の飲食店を利用していたが食事はほとんど食べていなかった。検査の結果、

患者ふん便1検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカンピロバ

クターによる食中毒と一致した。患者3名の共通食は当該飲食店の食事のみであり、カンピロバクターに

感染する可能性のある食事は当該飲食店の食事以外になかった。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

147 

 

10月5日、医療機関から「9月22日に文京区内の飲食店を利用した3名が発熱、下痢、腹痛等を呈して受

診した。検便を実施したところ、患者のふん便からカンピロバクターが検出された。」旨、都食品監視

課を通じて文京区文京保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは、焼鳥（地鶏砂肝、ささみ、レバー）を喫食しており、聞き取り調査を行った

結果、鶏料理の加熱の度合いが半生であったとの申告があった。患者グループ9名中8名が発症しており、

全員の共通食は当該飲食店にて提供された料理のみであった。検査の結果、患者のふん便4検体からカン

ピロバクター・ジェジュニを検出し、1検体からカンピロバクター・コリ及び大腸菌Ｏ18を検出した。患

者の潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致した。 

 これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

番号 概     要 

148 

 

 9月26日12時20分、医療機関から「9月24日に診察した患者の胃から、アニサキス様虫体を摘出した。」

旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は9月23日19時頃に杉並区内の販売店でしめさばを購入し、自宅で細切して喫

食したところ、1名が24日0時からおう吐、発熱、腹痛等の症状を呈した。患者の発症前7日間における生

鮮魚介類の喫食は、当該施設から購入したしめさば及び23日昼食に購入した巻き寿司であった。巻き寿

司に使用された鮮魚介類は全て冷凍処理されたものであったが、当該販売店で提供されたしめさばは、

流通・加工において冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex 

sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

これらのことから、杉並保健所は「しめさば」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

149 

 

9月29日15時32分、東京都保健医療情報センターから「9月23日17時頃から5名で目黒区内の飲食店を利

用したところ、4名が下痢、腹痛、発熱等の症状を呈し、そのうち1名が救急搬送された。5名は9月23日

に食事をともにしたが、それ以外に共通食はない。」旨、目黒区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月23日17時頃より、当該飲食店が提供したキャベツの浅漬け、焼鳥（ぼんじり、

なんこつ、せせり、ささみの梅のせ、砂肝、もも、ハツ、レバー、つくね、うずらの卵、ホタテ）、焼

鳥丼を喫食した。患者の申し出によるとレバーが「半生」であったとのことで、加熱不十分によりカン

ピロバクターが生残した可能性が示唆された。検査の結果、患者ふん便1検体からカンピロバクター・ジ

ェジュニが検出された。また、患者らが肉類の生又は半生を共通して喫食したのは、当該施設以外にな

く、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致した。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

150 

 

10月5日11時30分、中野区内の医療機関から「患者のふん便からカンピロバクターを検出した。」旨、

中野区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月22日22時頃、友人5名で中野区内の飲食店を利用し、レバーの串焼き、つく

ね、ポテトサラダ等を喫食した。このうち、レバーの串焼きが生焼けであったため、店員に焼き直して

もらい喫食した。その後、同月25日13時から27日16時にかけて、2名が下痢、腹痛、発熱、倦怠感等の症

状を呈した。検査の結果、患者ふん便2検体からカンピロバクターが検出され、患者の潜伏期間及び症状

がカンピロバクターによる食中毒と一致した。患者らは初対面であり、患者2名の共通食は当該飲食店の

食事のみであった。 

以上のことから、中野区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 
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番号 概     要 

148 

 

 9月26日12時20分、医療機関から「9月24日に診察した患者の胃から、アニサキス様虫体を摘出した。」

旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は9月23日19時頃に杉並区内の販売店でしめさばを購入し、自宅で細切して喫

食したところ、1名が24日0時からおう吐、発熱、腹痛等の症状を呈した。患者の発症前7日間における生

鮮魚介類の喫食は、当該施設から購入したしめさば及び23日昼食に購入した巻き寿司であった。巻き寿

司に使用された鮮魚介類は全て冷凍処理されたものであったが、当該販売店で提供されたしめさばは、

流通・加工において冷凍処理工程がなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex 

sensu strictoであることが判明した。患者の潜伏期間及び症状はアニサキスによるものと一致した。 

これらのことから、杉並保健所は「しめさば」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

149 

 

9月29日15時32分、東京都保健医療情報センターから「9月23日17時頃から5名で目黒区内の飲食店を利

用したところ、4名が下痢、腹痛、発熱等の症状を呈し、そのうち1名が救急搬送された。5名は9月23日

に食事をともにしたが、それ以外に共通食はない。」旨、目黒区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月23日17時頃より、当該飲食店が提供したキャベツの浅漬け、焼鳥（ぼんじり、

なんこつ、せせり、ささみの梅のせ、砂肝、もも、ハツ、レバー、つくね、うずらの卵、ホタテ）、焼

鳥丼を喫食した。患者の申し出によるとレバーが「半生」であったとのことで、加熱不十分によりカン

ピロバクターが生残した可能性が示唆された。検査の結果、患者ふん便1検体からカンピロバクター・ジ

ェジュニが検出された。また、患者らが肉類の生又は半生を共通して喫食したのは、当該施設以外にな

く、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによるものと一致した。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

150 

 

10月5日11時30分、中野区内の医療機関から「患者のふん便からカンピロバクターを検出した。」旨、

中野区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは9月22日22時頃、友人5名で中野区内の飲食店を利用し、レバーの串焼き、つく

ね、ポテトサラダ等を喫食した。このうち、レバーの串焼きが生焼けであったため、店員に焼き直して

もらい喫食した。その後、同月25日13時から27日16時にかけて、2名が下痢、腹痛、発熱、倦怠感等の症

状を呈した。検査の結果、患者ふん便2検体からカンピロバクターが検出され、患者の潜伏期間及び症状

がカンピロバクターによる食中毒と一致した。患者らは初対面であり、患者2名の共通食は当該飲食店の

食事のみであった。 

以上のことから、中野区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 
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番号 概     要 

151 

 

10月5日、医療機関から「下痢、腹痛、発熱等を呈して受診した患者のふん便からカンピロバクターが

検出された。」旨、江戸川区江戸川保健所を通じて葛飾区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者2名は9月24日20時に葛飾区内飲食店を利用し、とりわさ、砂肝のチーズチャンジャ

等の加熱不十分な鶏肉料理を喫食後、 27日6時から同日23時30分にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。

患者が喫食したとりわさ等の原料肉には、生食を避ける旨の表示がされていたにもかかわらず、加熱不

十分な状態で提供されていた。患者2名の発症前の共通食は他の飲食店の食事もあったが、それらはカン

ピロバクターに汚染される機会がないことを確認した。検査の結果、食品参考品1検体（砂肝）及び患者

ふん便1検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによる

ものと一致していた。 

 これらのことから、葛飾区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

152 

 

 10月4日10時、営業者から「9月28日に千代田区内の飲食店を利用した12名のうち7名が体調不良を呈し

た旨、連絡を受けた。」旨、また、翌5日、別グループの患者から「9月28日に当該飲食店を利用した7名

中5名が体調不良を呈した。」旨、千代田区千代田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、9月28日夜に当該施設を利用した5グループ26名が、29日9時から10月2日8時45分にかけて

下痢、腹痛、発熱等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便から食中毒起因菌、ノロウイルス（ＧⅣ

を含む）、サポウイルス、アストロウイルス、Ａ群ロタウイルス及びＣ群ロタウイルスのいずれの検出

もなかった。患者に共通する食事や行動は、当該飲食店の食事のみであった。複数の患者は当該施設の

トイレを利用しておらず、また、当該飲食店での患者が利用した席に偏りが確認できなかったため、当

該飲食店での感染症を否定できた。 

これらのことから、千代田保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

153 

 

10月2日11時3分、医療機関から「診察した患者からアニサキス虫体が摘出された。」旨、港区みなと

保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は10月1日15時に鮮魚店でカツオの刺身を購入し、同日19時に自宅にて喫食した。そ

の後、21時より腹痛、下痢等を発症したため、医療機関を受診したところ、アニサキス虫体が摘出され

た。検査の結果、患者から摘出されたアニサキスはAnisakis simplex sensu stricto であり、潜伏期間

及び症状がアニサキスによるものと一致した。患者の喫食調査の結果、発症前の5日間において生鮮魚介

類を喫食したのは当該販売店で購入したカツオのみであり、当該販売施設にて確認したところ、販売さ

れたカツオには冷凍によるアニサキス対策が行われていなかったことが判明した。 

 これらのことから、みなと保健所は「カツオ刺身」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売業 

番号 概     要 

154 

 

 10月2日15時、港区みなと保健所から「千代田区内の飲食店をランチで利用した8名のうち4名がヒスタ

ミン食中毒様の症状を呈し、港区内の医療機関を受診した。」旨、都食品監視課を通じて千代田区千代

田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、10月2日12時から13時15分に千代田区内の飲食店を利用した2グループ6名が、同日12時40

分から14時にかけて、歯茎や喉の腫れ、顔や体のほてり、下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈した。患者

の共通食は当該飲食店で提供された「シイラのポワレ」のみであった。検査の結果、残品からヒスタミ

ン23mg/100gが検出された。シイラの一食当たりの重量が130g～140gであることを踏まえると、患者に提

供されたシイラのポワレは食中毒を起こしうるヒスタミン濃度であった可能性があった。 

 以上のことから、千代田保健所は「シイラのポワレ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

155 

 

10月3日11時25分、患者から「10月2日に目黒区内飲食店を利用したところ、4時間後から吐き気、腹痛

を呈したため医療機関を受診し、アニサキス虫体が摘出された。」旨、目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は10月2日18時に目黒区内飲食店を利用し、にぎり寿司、刺身を喫食した。そ

の後、1名が同日22時30分から腹痛、吐き気を呈したため、医療機関を受診したところ胃から虫体が摘出

された。発症前4日間の喫食内容を確認したところ、当該飲食店で喫食した食事以外に生鮮魚介類の生食

はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが

判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

156 

 

 10月12日12時05分、患者から「アニサキス様虫体が検出された。」旨、品川区保健所に通報があり、

都食品監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は10月5日19時30分から渋谷区内の飲食店を利用し、お造り（タイ、キンメダ

イ、イカ、ブリの刺身、しめさば）、柿釜、茶碗蒸し等を喫食したところ、1名が6日8時から腹痛を呈し

た。患者が受診した医療機関において、患者の胃内からアニサキス虫体が摘出されたが、当該虫体は廃

棄されていた。患者がアニサキス摘出日から9日以内に喫食した生鮮魚介類は、当該飲食店での食事のみ

であった。お造りに使用されたタイ、キンメダイ、ブリ、サバは流通経路及び当該飲食店において冷凍

処理工程がなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は当該飲食店が提供した「お造り（タイ、キンメダイ、ブリの刺身、

しめさばを含む）」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

157 

 

食中毒事件の詳報（P.163）に掲載 

 

 
原因施設 菓子製造業 
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番号 概     要 

154 

 

 10月2日15時、港区みなと保健所から「千代田区内の飲食店をランチで利用した8名のうち4名がヒスタ

ミン食中毒様の症状を呈し、港区内の医療機関を受診した。」旨、都食品監視課を通じて千代田区千代

田保健所に連絡があった。 

 調査の結果、10月2日12時から13時15分に千代田区内の飲食店を利用した2グループ6名が、同日12時40

分から14時にかけて、歯茎や喉の腫れ、顔や体のほてり、下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈した。患者

の共通食は当該飲食店で提供された「シイラのポワレ」のみであった。検査の結果、残品からヒスタミ

ン23mg/100gが検出された。シイラの一食当たりの重量が130g～140gであることを踏まえると、患者に提

供されたシイラのポワレは食中毒を起こしうるヒスタミン濃度であった可能性があった。 

 以上のことから、千代田保健所は「シイラのポワレ」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

155 

 

10月3日11時25分、患者から「10月2日に目黒区内飲食店を利用したところ、4時間後から吐き気、腹痛

を呈したため医療機関を受診し、アニサキス虫体が摘出された。」旨、目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら3名は10月2日18時に目黒区内飲食店を利用し、にぎり寿司、刺身を喫食した。そ

の後、1名が同日22時30分から腹痛、吐き気を呈したため、医療機関を受診したところ胃から虫体が摘出

された。発症前4日間の喫食内容を確認したところ、当該飲食店で喫食した食事以外に生鮮魚介類の生食

はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが

判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

156 

 

 10月12日12時05分、患者から「アニサキス様虫体が検出された。」旨、品川区保健所に通報があり、

都食品監視課を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら2名は10月5日19時30分から渋谷区内の飲食店を利用し、お造り（タイ、キンメダ

イ、イカ、ブリの刺身、しめさば）、柿釜、茶碗蒸し等を喫食したところ、1名が6日8時から腹痛を呈し

た。患者が受診した医療機関において、患者の胃内からアニサキス虫体が摘出されたが、当該虫体は廃

棄されていた。患者がアニサキス摘出日から9日以内に喫食した生鮮魚介類は、当該飲食店での食事のみ

であった。お造りに使用されたタイ、キンメダイ、ブリ、サバは流通経路及び当該飲食店において冷凍

処理工程がなかった。 

 これらのことから、渋谷区保健所は当該飲食店が提供した「お造り（タイ、キンメダイ、ブリの刺身、

しめさばを含む）」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

157 

 

食中毒事件の詳報（P.163）に掲載 

 

 
原因施設 菓子製造業 
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番号 概     要 

158 

 

10月19日に文京区文京保健所から、10月23日に中野区保健所から、それぞれ腸管出血性大腸菌Ｏ157(Ｖ

Ｔ2)の発生届が提出された患者の利用施設について、杉並区杉並保健所宛てに調査依頼があった。 

調査の結果、10月7日12時から10月8日夜にかけて杉並区内の飲食店を利用した3グループ21名のうち8

名が、同月9日20時から14日2時にかけて、腹痛、下痢、吐き気、発熱等の症状を呈した。想定される潜

伏期間内に患者が利用した施設は当該飲食店のみであった。患者らの主な喫食メニューは牛ロース、牛

ハラミ等の焼き肉で、客席に設置された焼き台を使用して客自らが肉を焼いて喫食していた。しかし、

生肉用トングと加熱用の肉用箸の使い分けについて当該飲食店から客への周知がされていなかった。検

査の結果、患者ふん便5検体から腸管出血性大腸菌Ｏ157(ＶＴ2)が検出され、ＭＬＶＡ法解析による型別

が全て一致した。 

 これらのことから、杉並保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

159 

 

10月19日、患者から「10月10日の昼頃、豊島区内の飲食店を2名で利用したところ1名が腹痛、おう吐

等を呈したため、11日に文京区内の医療機関を受診しアニサキス虫体が摘出された。」旨、豊島区池袋

保健所に連絡があった。24日、文京区内の医療機関の医師から「10月11日に当院を受診した当該患者か

らアニサキス虫体を摘出した。」旨、文京区文京保健所を通じて池袋保健所に届出があった。 

 調査の結果、患者1名は、10月10日12時30分に豊島区内飲食店を利用し、寿司を喫食した。その後、同

日18時30分から腹痛、おう吐等を呈したため、医療機関を受診したところ胃から虫体が摘出された。発

症前5日間の喫食内容を確認したところ、当該飲食店で喫食した食事以外に生鮮魚介類の喫食はなかっ

た。 

検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが判明し、潜

伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、池袋保健所は「寿司」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(すし) 

160 

 

 食中毒事件の詳報（P.166）に掲載 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

161 

 

10月30日、豊島区内医療機関の医師より「10月22日に受診した下痢を主症状とする胃腸炎症状を呈し

た患者の検便結果から、カンピロバクターが検出され食中毒の疑いがある。」旨、豊島区池袋保健所に

連絡があった。 

 調査の結果、患者は10月16日19時から3名で飲食店を利用し、3名とも発症していた。3名の共通食は当

該飲食店が提供した食事のみであり、全員が提供された焼鳥を喫食していた。焼鳥は主に、鶏レバー、

ぼんじり、せせり、タレつくね黄身添え、明太子つくね等であった。検査の結果、患者ふん便からカン

ピロバクター・ジェジュニが検出され、患者の症状及び潜伏期間はカンピロバクターによるものと一致

していた。また、当該飲食店の責任者に確認したところ、焼鳥の焼き方については当日の担当者1名によ

る経験任せで行っており、マニュアルがないため焼き方にバラつきが生じたものと考えられる。カンピ

ロバクターに汚染された鶏肉から、他の食品が二次汚染されたか、鶏肉が加熱不充分な状態で提供され

たことが食中毒の原因と考えられる。 

 これらのことから、池袋保健所は「会食料理（焼鳥を含む）」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

162 

 

11月2日、品川区内の医療機関から「患者のふん便からカンピロバクターを検出した。」旨、品川区保

健所に連絡があった。 

 調査の結果、10月23日19時、19時30分及び10月25日21時30分に品川区内の飲食店を利用した3グループ

31名のうち7名が、10月24日19時から28日19時にかけて、下痢、腹痛、発熱等の症状を呈した。患者の共

通食は当該飲食店の食事のみであり、患者全員が共通して喫食したメニューはお通しのキャベツ及び大

山鶏のレバテキであった。当該飲食店は、食材ごとに包丁とまな板の使い分けがされておらず、手洗い

専用シンクと野菜の洗浄シンクとを共用しているなど二次汚染の可能性が否定できない状況であった。

また、大山鶏のレバテキは加熱時間を決めておらず、中心部まで十分に加熱されていない可能性があっ

た。検査の結果、患者ふん便７検体からカンピロバクターが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカン

ピロバクターによる食中毒と一致した。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

163 

 

11月2日、患者の勤務先から「10月30日に渋谷区内の飲食店を利用した社員、アルバイトの複数名が11

月1日から体調不良を呈している。」旨、渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら9名は10月30日18時30分に渋谷区内飲食店を利用し、鶏白レバー刺し、鶏鉄板焼き

等を喫食後、8名が31日18時30分から11月2日21時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈していた。鶏白レバ

ー刺しは未加熱のまま、鶏鉄板焼きは加熱不十分な状態で提供されていた。また、従事者の手洗いは専

用設備ではなく洗浄用シンクを使用しており、二次汚染等を否定できなかった。患者8名の発症前の共通

食は他の飲食店の食事もあったが、カンピロバクター感染の機会が疑われる食事の喫食は当該施設の食

事のみであった。検査の結果、食品参考品1検体（鶏レバー）及び患者ふん便3検体からカンピロバクタ

ー・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「会食料理（鶏白レバー刺しを含む）」を原因とする食中毒事件

と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

164 

 

 11月8日13時10分頃、患者から「11月4日に世田谷区内の飲食店を20名で利用したところ、6名が11月7

日から、下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。」旨、世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者や20名は11月4日19時から当該施設を利用し、カルパッチョ（鶏レバー）、鶏肉の鉄

板焼、サラダ等を喫食したところ、10名が5日12時30分から8日16時にかけて腹痛、下痢、発熱等の症状

を呈した。検査の結果、患者ふん便6検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の潜伏期

間、症状はカンピロバクターによる食中毒の特徴と一致した。患者の共通食は当該施設での食事のみで

あった。また、当該施設での鶏肉の低温調理品が加熱不足であった可能性及び器具類からの二次汚染の

可能性が考えられた。 

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

162 

 

11月2日、品川区内の医療機関から「患者のふん便からカンピロバクターを検出した。」旨、品川区保

健所に連絡があった。 

 調査の結果、10月23日19時、19時30分及び10月25日21時30分に品川区内の飲食店を利用した3グループ

31名のうち7名が、10月24日19時から28日19時にかけて、下痢、腹痛、発熱等の症状を呈した。患者の共

通食は当該飲食店の食事のみであり、患者全員が共通して喫食したメニューはお通しのキャベツ及び大

山鶏のレバテキであった。当該飲食店は、食材ごとに包丁とまな板の使い分けがされておらず、手洗い

専用シンクと野菜の洗浄シンクとを共用しているなど二次汚染の可能性が否定できない状況であった。

また、大山鶏のレバテキは加熱時間を決めておらず、中心部まで十分に加熱されていない可能性があっ

た。検査の結果、患者ふん便７検体からカンピロバクターが検出され、患者の潜伏期間及び症状がカン

ピロバクターによる食中毒と一致した。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

163 

 

11月2日、患者の勤務先から「10月30日に渋谷区内の飲食店を利用した社員、アルバイトの複数名が11

月1日から体調不良を呈している。」旨、渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者ら9名は10月30日18時30分に渋谷区内飲食店を利用し、鶏白レバー刺し、鶏鉄板焼き

等を喫食後、8名が31日18時30分から11月2日21時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈していた。鶏白レバ

ー刺しは未加熱のまま、鶏鉄板焼きは加熱不十分な状態で提供されていた。また、従事者の手洗いは専

用設備ではなく洗浄用シンクを使用しており、二次汚染等を否定できなかった。患者8名の発症前の共通

食は他の飲食店の食事もあったが、カンピロバクター感染の機会が疑われる食事の喫食は当該施設の食

事のみであった。検査の結果、食品参考品1検体（鶏レバー）及び患者ふん便3検体からカンピロバクタ

ー・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「会食料理（鶏白レバー刺しを含む）」を原因とする食中毒事件

と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

164 

 

 11月8日13時10分頃、患者から「11月4日に世田谷区内の飲食店を20名で利用したところ、6名が11月7

日から、下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。」旨、世田谷区世田谷保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者や20名は11月4日19時から当該施設を利用し、カルパッチョ（鶏レバー）、鶏肉の鉄

板焼、サラダ等を喫食したところ、10名が5日12時30分から8日16時にかけて腹痛、下痢、発熱等の症状

を呈した。検査の結果、患者ふん便6検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出した。患者の潜伏期

間、症状はカンピロバクターによる食中毒の特徴と一致した。患者の共通食は当該施設での食事のみで

あった。また、当該施設での鶏肉の低温調理品が加熱不足であった可能性及び器具類からの二次汚染の

可能性が考えられた。 

これらのことから、世田谷保健所は「飲食店の食事（加熱不十分な鶏肉料理を含む）」を原因とする

食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

165 

 

11月8日14時頃、医師から「11月3日に都内の飲食店を利用し、6日22時頃から下痢・腹痛等を呈した患

者を診察した。」旨、都食品監視課を通じてさいたま市から足立区足立保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは11月3日18時頃より7名で足立区内の飲食店にて、焼き鳥、もつ煮、ダチョウ刺、

ササミ刺、ムネタタキ、とりわさ等を喫食した。その後、6日から7日にかけて7名全員が発熱、頭痛、腹

痛、下痢、おう吐等の症状を呈した。検査の結果、患者ふん便5検体からカンピロバクター・ジェジュニ

が検出され、患者の症状及び潜伏期間はカンピロバクターによるものと一致していた。提供された食事

には、鶏の生食、加熱不十分な鳥料理も含まれており、どの食品が原因であったかを特定することはで

きなかった。 

これらのことから、足立保健所は「飲食店の食事」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

166 

 

 11月14日15時20分、患者から「11月8日に品川区内の飲食店を10名で利用したところ、複数名が体調不

良を呈した。」旨、品川区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、11月8日午後8時から1グループ10名で品川区内の飲食店を利用し、生牡蠣、刺身等を喫食

したところ、11月10日6時から18時にかけて5名がおう吐、下痢、発熱等の症状を呈した。患者の共通食

は当該飲食店での食事以外になかった。生牡蠣を喫食していない患者も発症していた。 

検査の結果、患者ふん便4検体及び調理従事者ふん便1検体からノロウイルスＧⅠが検出された。患者5

名の潜伏期間と症状がノロウイルスによる食中毒と一致した。当該飲食店及び患者周辺において感染症

を疑わせるエピソードはなかった。ノロウイルスを検出した調理従事者は体調不良を呈していたにもか

かわらず、仕込みや調理、盛り付け作業に携わっていた。 

 これらのことから、品川区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

167 

 

11月16日、医師から「11月11日に文京区内の飲食店を3名で利用後、14日から体調不良を呈した患者を

診察した。同行者2名も同様の症状を呈しているようなので食中毒が疑われる。」旨、船橋市保健所に通

報があり、都食品監視課を通じて文京区文京保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者3名は11月11日18時30分頃に文京区内飲食店を利用し、焼き鳥やレバーねぎ塩和え等

を喫食後、3名全員が14日0時から同日22時にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。患者からレバーねぎ

塩和えが加熱不十分であったと申し出があったほか、当該飲食店では患者全員が喫食していた焼き鳥の

レバー及びササミを半生の状態で提供するようマニュアルに記載されており、加熱不十分な状態で提供

されていた。患者3名の共通食は当該飲食店の食事のみであった。検査の結果、患者ふん便3検体からカ

ンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致してい

た。 

 これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

番号 概     要 

168 

 

 11月20日14時、患者から「11月15日の13時から同僚6名で食事をし、5名が食中毒症状を呈した。」旨、

また、同日15時17分、医療機関から「同じ店を11月15日昼に利用した3名と16日昼に利用した3名の計6名

が発症している。」旨、川崎市に通報があり、都食品監視課を通じて目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、調査協力が得られた3グループ8名は11月15日または16日の昼に目黒区内の飲食店を利用

し日替わり定食を喫食したところ、16日15時から18日5時にかけて下痢、おう吐、吐き気等の症状を呈し

た。検査の結果、患者ふん便4検体及び従事者ふん便2検体からノロウイルスが検出された。患者の症状

及び潜伏期間はノロウイルスによる食中毒のものと一致した。患者の共通食は当該飲食店が提供した食

事のみであった。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

169 

 

 11月30日15時30分、杉並区内の医療機関から「11月30日に当病院を受診した患者の胃から、アニサキ

ス様の虫体を摘出した。」旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループは11月29日に杉並区内のスーパーの鮮魚売り場で真アジ（丸）を購入し、

自宅にてあじのなめろうを調理し、2名で喫食したが、一緒に喫食した1名は同様の症状を呈していない。

患者は同日23時30分頃、腹痛を呈し翌日病院を受診した。検査の結果、患者から検出された虫体は

Anisakis pegreffiiであり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。患者が発症前5日間

及び発症後から胃アニサキスと診断されるまでの間に、アニサキス感染が疑われる生鮮魚介類を喫食し

たのは、患者自宅で調理されたあじのなめろうのみであった。なお、当該真アジは水揚げされてから、

内臓を除去されることなく冷蔵保存され販売されていた。そのため、アニサキスが内臓から筋肉部位に

混入し、その後、患者が調理時にアニサキスに気づくことなく喫食したものと考えられる。 

これらのことから、杉並保健所は「あじのなめろう」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

170 

 

12月3日16時31分、墨田区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

墨田区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は、11月29日17時頃に中央区内の鮮魚店で購入したしめさばを、同日20時に自宅に

て1名で喫食し、30日2時から腹痛、吐き気の症状を呈した。患者は、発症前1週間以内に当該食事以外に

生鮮魚介類の喫食はなかった。患者が喫食したしめさばは、流通から販売されるまで冷凍処理されてい

なかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の

症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

これらのことから、墨田区保健所は「しめさば」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売店 
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番号 概     要 

168 

 

 11月20日14時、患者から「11月15日の13時から同僚6名で食事をし、5名が食中毒症状を呈した。」旨、

また、同日15時17分、医療機関から「同じ店を11月15日昼に利用した3名と16日昼に利用した3名の計6名

が発症している。」旨、川崎市に通報があり、都食品監視課を通じて目黒区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、調査協力が得られた3グループ8名は11月15日または16日の昼に目黒区内の飲食店を利用

し日替わり定食を喫食したところ、16日15時から18日5時にかけて下痢、おう吐、吐き気等の症状を呈し

た。検査の結果、患者ふん便4検体及び従事者ふん便2検体からノロウイルスが検出された。患者の症状

及び潜伏期間はノロウイルスによる食中毒のものと一致した。患者の共通食は当該飲食店が提供した食

事のみであった。 

 これらのことから、目黒区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

169 

 

 11月30日15時30分、杉並区内の医療機関から「11月30日に当病院を受診した患者の胃から、アニサキ

ス様の虫体を摘出した。」旨、杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループは11月29日に杉並区内のスーパーの鮮魚売り場で真アジ（丸）を購入し、

自宅にてあじのなめろうを調理し、2名で喫食したが、一緒に喫食した1名は同様の症状を呈していない。

患者は同日23時30分頃、腹痛を呈し翌日病院を受診した。検査の結果、患者から検出された虫体は

Anisakis pegreffiiであり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致した。患者が発症前5日間

及び発症後から胃アニサキスと診断されるまでの間に、アニサキス感染が疑われる生鮮魚介類を喫食し

たのは、患者自宅で調理されたあじのなめろうのみであった。なお、当該真アジは水揚げされてから、

内臓を除去されることなく冷蔵保存され販売されていた。そのため、アニサキスが内臓から筋肉部位に

混入し、その後、患者が調理時にアニサキスに気づくことなく喫食したものと考えられる。 

これらのことから、杉並保健所は「あじのなめろう」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

170 

 

12月3日16時31分、墨田区内の医療機関から「診察した患者から内視鏡でアニサキスを摘出した。」旨、

墨田区保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者は、11月29日17時頃に中央区内の鮮魚店で購入したしめさばを、同日20時に自宅に

て1名で喫食し、30日2時から腹痛、吐き気の症状を呈した。患者は、発症前1週間以内に当該食事以外に

生鮮魚介類の喫食はなかった。患者が喫食したしめさばは、流通から販売されるまで冷凍処理されてい

なかった。検査の結果、患者から摘出された虫体はAnisakis simplex sensu strictoであった。患者の

症状及び潜伏期間はアニサキス症と一致していた。 

これらのことから、墨田区保健所は「しめさば」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 魚介類販売店 

- 97 -

東京都の食中毒概要H30_本文.indd   97 2020/02/27   15:45



番号 概     要 

171 

 

12月4日11時30分、医療機関から「食中毒の疑いのある患者を診察した。」旨、世田谷区世田谷保健所

を通じて渋谷区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者3名は11月30日21時に渋谷区内飲食店を利用し、鶏刺し、生つくね等を喫食後、12月

1日13時から3日13時にかけて下痢、腹痛等を呈した。鶏刺し、生つくねには、加熱用の記載のある鶏肉

を使用し、加熱不十分な状態で提供されていた。患者3名の発症前にカンピロバクター感染の機会が疑わ

れる食事の喫食は当該飲食店の食事のみであった。検査の結果、患者ふん便2検体からカンピロバクタ

ー・コリを検出し、潜伏期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、渋谷区保健所は「会食料理（鶏刺しを含む）」を原因とする食中毒事件と断定し

た。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

172 

 

 12月3日10時30分頃、大田区内の小学校から「12月3日に児童90名程がおう吐、腹痛等を呈し欠席した。

1日に行った餅つき大会の餅を喫食した者から発症者が多数出ているようである。」旨、大田区保健所に

連絡があった。 

 調査の結果、患者らは12月1日13時、小学校校庭にて行われた餅つき大会でいそべ餅、きなこ餅を喫食

したところ、143名が同日16時から4日15時にかけておう吐、吐き気、腹痛等の症状を呈した。検査の結

果、患者ふん便43検体からノロウイルスＧⅡが検出された。患者の症状及び潜伏期間はノロウイルスに

よるものと一致した。患者の共通食は餅つき大会の餅のみであった。大会当日の体調不良者、おう吐情

報はなく、患者の流行曲線は一峰性が見られ、感染症の可能性は低いと考えらえた。餅の返し手を素手

で行っていたことや、杵、臼に傷が多数あり、十分な消毒効果が得られなかったと考えられたため、手

洗い不足や器具の洗浄消毒不足等による汚染が推察された。 

 これらのことから、大田区保健所は「餅（いそべ、きなこ）」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 その他 

173 

 

 12月7日、仙台市より「修学旅行で東京に宿泊した市内小学校4年生129名のうち、10名がおう吐、下痢

を呈しており、食中毒症が疑われる。」旨、都食品監視課を通じて文京区文京保健所に連絡があった。

また、同日、当該施設の営業者から「12月5日から6日にかけて宿泊した静岡県の小学校の中にも具合の

悪い者が複数出ている。更に当該施設の従業員2名も体調不良を呈している。」旨、旅行会社を通じて文

京保健所に連絡があった。 

 調査の結果、12月5日に当該施設で調理及び提供された料理を喫食した団体77名のうち、児童38名が6

日6時頃から8日2時にかけておう吐、下痢等の症状を呈した。当該施設以外の利用施設及び共通喫食先に

おいては、他に同様苦情はなかった。なお、クラス、性別及び宿泊した部屋による発症の差は認められ

なかった。当該施設の調理従事者2名については、本件団体に先駆けて発症しており、そのうち1名は5日

の作業中に調理場内でおう吐していた。検査の結果、おう吐、下痢等の症状を呈した児童の6名のふん便

からノロウイルスＧⅡが検出され、調理従事者3名のふん便からもノロウイルスＧⅡが検出された。検出

された者の症状及び潜伏期間がノロウイルス食中毒によるものと一致していた。 

これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事」を原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（旅館） 

番号 概     要 

174 

 

 12月13日15時5分、患者から「12月7日に港区内の飲食店を利用したところ体調不良を呈した。」旨、

港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は2グループ15名であった。1グループ目は12月7日20時30分に当該飲食店を利用した

4名が8日23時50分から、2グループ目は同月15日18時に当該飲食店を利用した6名が17日16時から下痢、

発熱、おう吐等の症状を呈していた。患者の共通食は当該飲食店での食事以外になかった。 

検査の結果、患者ふん便10検体及び調理従事者ふん便2検体からノロウイルスＧⅡが検出された。ノロ

ウイルスが検出された調理従事者のうち1名は非加熱で喫食されるサラダの調理を担当していた。患者の

潜伏期間と症状がノロウイルスによる食中毒と一致した。また、当該施設及び患者周辺において感染症

を疑わせるエピソードはなかった。 

 これらのことから、みなと保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

175 

 

12月13日、医師から「当院を受診した患者の胃からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、杉並区杉並

保健所を通じて池袋保健所に届出があった。 

 調査の結果、患者1名は12月8日に千葉県内の魚介類販売業で購入したサバを、自宅でしめさばに調理

し、9日19時に自宅で喫食した。その後、10日4時30分から腹痛、おう吐等を呈したため、医療機関を受

診したところ胃から虫体が摘出された。患者がしめさばに調理したサバは冷凍処理工程が無かった。患

者の発症前5日間の喫食内容を確認したところ、9日に喫食した自家製しめさば以外に生鮮魚介類の喫食

はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが

判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、杉並保健所は「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

176 

 

 12月11日9時20分、医療機関から「診察した患者の胃からアニサキス様虫体が摘出された。」旨、品川

区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は12月10日7時から下痢、おう吐、腹痛症状を呈していた。患者は発症日以前に、鮮

魚介類の喫食をした飲食店の他、生食はしていないが生鮮魚介類を取扱う施設を複数利用していた。喫

食した生鮮魚介類で冷凍処理がないものは養殖魚であった。養殖魚の飼養状況調査及び全利用施設での

取り扱い状況の調査においてアニサキスの混入・付着の可能性は極めて低いと考えられたため、感染源

の特定には至らなかった。 

これらのことから、品川区保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒と処理した。 

 

 
原因施設 不明 
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番号 概     要 

174 

 

 12月13日15時5分、患者から「12月7日に港区内の飲食店を利用したところ体調不良を呈した。」旨、

港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は2グループ15名であった。1グループ目は12月7日20時30分に当該飲食店を利用した

4名が8日23時50分から、2グループ目は同月15日18時に当該飲食店を利用した6名が17日16時から下痢、

発熱、おう吐等の症状を呈していた。患者の共通食は当該飲食店での食事以外になかった。 

検査の結果、患者ふん便10検体及び調理従事者ふん便2検体からノロウイルスＧⅡが検出された。ノロ

ウイルスが検出された調理従事者のうち1名は非加熱で喫食されるサラダの調理を担当していた。患者の

潜伏期間と症状がノロウイルスによる食中毒と一致した。また、当該施設及び患者周辺において感染症

を疑わせるエピソードはなかった。 

 これらのことから、みなと保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

175 

 

12月13日、医師から「当院を受診した患者の胃からアニサキス様虫体を摘出した。」旨、杉並区杉並

保健所を通じて池袋保健所に届出があった。 

 調査の結果、患者1名は12月8日に千葉県内の魚介類販売業で購入したサバを、自宅でしめさばに調理

し、9日19時に自宅で喫食した。その後、10日4時30分から腹痛、おう吐等を呈したため、医療機関を受

診したところ胃から虫体が摘出された。患者がしめさばに調理したサバは冷凍処理工程が無かった。患

者の発症前5日間の喫食内容を確認したところ、9日に喫食した自家製しめさば以外に生鮮魚介類の喫食

はなかった。検査の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであることが

判明し、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと近似していた。 

 これらのことから、杉並保健所は「しめさば」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 家庭 

176 

 

 12月11日9時20分、医療機関から「診察した患者の胃からアニサキス様虫体が摘出された。」旨、品川

区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は12月10日7時から下痢、おう吐、腹痛症状を呈していた。患者は発症日以前に、鮮

魚介類の喫食をした飲食店の他、生食はしていないが生鮮魚介類を取扱う施設を複数利用していた。喫

食した生鮮魚介類で冷凍処理がないものは養殖魚であった。養殖魚の飼養状況調査及び全利用施設での

取り扱い状況の調査においてアニサキスの混入・付着の可能性は極めて低いと考えられたため、感染源

の特定には至らなかった。 

これらのことから、品川区保健所は原因施設、原因食品不明の食中毒と処理した。 

 

 
原因施設 不明 
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番号 概     要 

177 

 

12月14日15時50分、杉並区杉並保健所保健予防課から「飲食店で鶏刺し等を喫食した1グループ17名の

うち複数名が食中毒症状を呈している。」旨、同保健所内で情報提供を受けた。 

 調査の結果、患者らは12月10日18時30分から21時頃まで当該飲食店にて、鶏刺し、串巻き豚バラ（レ

タス、トマト、レンコン）、サラダ、ハムカツ、もつ鍋、雑炊等を喫食しており、17名のうち6名が12日

6時10分から14日16時にかけて腹痛、下痢、発熱等の症状を呈していた。患者6名の検便を実施した結果、

3名からカンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者らの共通食は同月10日の当該飲食店での会食

のみであり、カンピロバクター食中毒の原因食品と考えられる鶏刺し等が含まれていた。なお、患者の

症状及び潜伏期間はカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、杉並保健所は「飲食店の食事（鶏刺しを含む）」を原因とした食中毒事件と断定

した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

178 

 

12月17日10時45分、患者から「12月10日に2名で飲食店を利用し焼き鳥等を喫食したところ、12日から

発熱、下痢等を呈した。焼き鳥のレバーが生っぽく、食中毒の可能性があるので調査してほしい。」旨、

八王子市保健所に申し出があった。 

 調査の結果、患者2名は12月10日19時に八王子市内飲食店を利用し、焼き鳥等を喫食後、11日23時50分

から13日7時にかけて下痢、腹痛、発熱等を呈した。焼き鳥の加熱時間にかかわるマニュアルはなく、加

熱不十分な状態で提供された可能性が否めなかった。患者2名の共通食は当該飲食店の食事のみであっ

た。検査の結果、患者ふん便2検体からカンピロバクター・ジェジュニを検出し、潜伏期間及び症状がカ

ンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、八王子市保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店(一般) 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 12月14日14時44分、患者から「12月13日12時に、港区内の飲食店を利用し、マグロやサバを含む料理

を喫食した。同日15時より腹痛、吐き気や倦怠感等を発症したため、医療機関を受診したところアニサ

キス虫体が摘出された。」旨、都食品監視課を通じて港区みなと保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者が喫食したマグロ玉子焼丼に使用されていたしめさば及びタイが原因食品であると

推定された。調理したしめさばは、冷凍庫で保管されていたものの庫内の温度は-16℃～-14℃であった

ため、アニサキスを死滅させるには不十分であったと考えられる。また、タイについては冷凍処理が行

われていなかった。検査の結果、患者から摘出されたアニサキス虫体は、Anisakis simplex sensu stricto 

であり、潜伏期間及び症状がアニサキスによるものと一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「マグロ玉子焼の二色丼（マグロ、しめさば、タイを含む）」を

原因とした食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

番号 概     要 

 

 

180 

 

 

 12月14日、患者の代表者から「新宿区内の飲食店で行った忘年会に参加した44人のうち多数が、12月

13日からおう吐、腹痛、下痢、発熱等の症状を呈している。」旨、新宿区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループは12月12日18時から20時頃にかけて、当該飲食店を44名で利用したところ、

その内27名が13日5時頃からおう吐、下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。提供されたメニューの

中には「牡蠣とほうれん草のクリームコロッケ」があり、当該飲食店で使用している加熱用牡蠣（参考

食品）からはノロウイルスＧⅠ、ＧⅡが検出された。また、検便の協力が得られた患者19名及び調理従

事者2名からノロウイルスＧⅠが検出された。患者の症状及び潜伏期間がノロウイルスによるものと一致

しており、患者らに他の共通食はなかった。 

 これらのことから、新宿区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

181 

 

 12月17日14時40分、患者から「12月13日19時から12名で、杉並区内の飲食店にて会社の忘年会を行っ

たところ、9名程度が12月14日から16日にかけて、おう吐、下痢、腹痛等の食中毒症状を呈した。」旨、

杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループ12名全員の検便を実施したところ、6名からノロウイルスＧⅡが検出された。

患者8名は、12月14日6時から16日15時にかけておう吐、下痢、腹痛等の症状を呈しており、患者の症状

及び潜伏期間は、ノロウイルスによるものと一致していた。患者8名の共通食は当該飲食店の食事以外に

なく、患者周辺で感染症を疑うようなエピソードは見当たらなかった。また、当該飲食店の営業者夫婦

は、患者と同時期の12月15日に発症したが、営業者夫婦の子供2名は10日及び13日に先行して発症してお

り、検査の結果、営業者家族4名全員からもノロウイルスＧⅡが検出されていた。 

 これらのことから、杉並保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。  

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

182 

 

 12月19日18時10分、患者から「12月14日18時から会社の忘年会で32名が中央区内の飲食店を利用した。

レバ刺し、鶏刺しを含む食事を喫食したところ、12月17日18時から19日18時にかけて吐き気、下痢、発

熱等の症状を呈し会社を休んだ。同会に出席した4～5名も会社を休んでいるようである。」旨、東京都

保健医療情報センターを通じて中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、12月14日に当該飲食店を利用したのは38名だったが、調査協力が得られたのは、届出の

あったグループのみであった。当該グループ32名のうち5名が下痢等の症状を呈しており、全員が加熱不

十分な鶏肉料理を喫食していた。検査の結果、患者5名のうち4名からカンピロバクター・ジェジュニが

検出されており、従事者1名からカンピロバクター・コリが検出された。また、参考品の鶏もも肉、鶏レ

バー、鶏ささみからも、カンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の症状及び潜伏期間はカン

ピロバクターによるものと一致しており、共通食は当該飲食店で提供された食事のみであった。 

 これらのことから、中央区保健所は「加熱不十分な鶏肉料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

 

 

180 

 

 

 12月14日、患者の代表者から「新宿区内の飲食店で行った忘年会に参加した44人のうち多数が、12月

13日からおう吐、腹痛、下痢、発熱等の症状を呈している。」旨、新宿区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループは12月12日18時から20時頃にかけて、当該飲食店を44名で利用したところ、

その内27名が13日5時頃からおう吐、下痢、腹痛、発熱等の食中毒症状を呈した。提供されたメニューの

中には「牡蠣とほうれん草のクリームコロッケ」があり、当該飲食店で使用している加熱用牡蠣（参考

食品）からはノロウイルスＧⅠ、ＧⅡが検出された。また、検便の協力が得られた患者19名及び調理従

事者2名からノロウイルスＧⅠが検出された。患者の症状及び潜伏期間がノロウイルスによるものと一致

しており、患者らに他の共通食はなかった。 

 これらのことから、新宿区保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

181 

 

 12月17日14時40分、患者から「12月13日19時から12名で、杉並区内の飲食店にて会社の忘年会を行っ

たところ、9名程度が12月14日から16日にかけて、おう吐、下痢、腹痛等の食中毒症状を呈した。」旨、

杉並区杉並保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者グループ12名全員の検便を実施したところ、6名からノロウイルスＧⅡが検出された。

患者8名は、12月14日6時から16日15時にかけておう吐、下痢、腹痛等の症状を呈しており、患者の症状

及び潜伏期間は、ノロウイルスによるものと一致していた。患者8名の共通食は当該飲食店の食事以外に

なく、患者周辺で感染症を疑うようなエピソードは見当たらなかった。また、当該飲食店の営業者夫婦

は、患者と同時期の12月15日に発症したが、営業者夫婦の子供2名は10日及び13日に先行して発症してお

り、検査の結果、営業者家族4名全員からもノロウイルスＧⅡが検出されていた。 

 これらのことから、杉並保健所は「飲食店の食事」を原因とする食中毒事件と断定した。  

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

182 

 

 12月19日18時10分、患者から「12月14日18時から会社の忘年会で32名が中央区内の飲食店を利用した。

レバ刺し、鶏刺しを含む食事を喫食したところ、12月17日18時から19日18時にかけて吐き気、下痢、発

熱等の症状を呈し会社を休んだ。同会に出席した4～5名も会社を休んでいるようである。」旨、東京都

保健医療情報センターを通じて中央区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、12月14日に当該飲食店を利用したのは38名だったが、調査協力が得られたのは、届出の

あったグループのみであった。当該グループ32名のうち5名が下痢等の症状を呈しており、全員が加熱不

十分な鶏肉料理を喫食していた。検査の結果、患者5名のうち4名からカンピロバクター・ジェジュニが

検出されており、従事者1名からカンピロバクター・コリが検出された。また、参考品の鶏もも肉、鶏レ

バー、鶏ささみからも、カンピロバクター・ジェジュニが検出された。患者の症状及び潜伏期間はカン

ピロバクターによるものと一致しており、共通食は当該飲食店で提供された食事のみであった。 

 これらのことから、中央区保健所は「加熱不十分な鶏肉料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 
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番号 概     要 

183 

 

 12月27日13時30分、患者グループの母親より「12月20日に文京区内の飲食店を利用したところ、複数

名が体調不良になっている。」旨、町田市保健所を通じて文京区文京保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者らは12月20日に25名で当該施設にて会食し、8名が21日21時頃から26日14時頃にかけ

て、下痢、発熱、腹痛等の症状を呈した。患者らは鶏肉料理等のコース料理を喫食しており、「鶏刺し」

及び「鶏レバー」については、生及び生に近い調理方法で提供されていた。患者らは、二次会で別の飲

食店も利用したが、鶏料理の喫食はなかった。また、二次会に参加していない者も食中毒様症状を呈し

ていた。検査の結果、患者8名のふん便からカンピロバクター・ジェジュニ及びコリが検出された。患者

の共通食は、当該飲食店が調理し提供した食事のみであった。また、潜伏期間及び症状がカンピロバク

ターによるものと一致していた。 

 これらのことから、文京保健所は「飲食店の食事（鶏刺しを含む）」を原因とする食中毒事件と断定

した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

184 

 

 12月27日13時43分、医師から「12月20日に飲食店を利用した45名のうち6名が、23日以降下痢、腹痛、

発熱等の症状を呈している。また、病院を受診した患者からカンピロバクターが検出された。」旨、港

区みなと保健所に連絡があった。 

調査の結果、患者らは12月20日19時30分頃から45名で会食し、23日11時から24日21時にかけて6名が下

痢、おう吐、発熱等を呈した。患者らは鶏肉料理を中心に喫食しており、中でも鶏刺し3点盛り（モモ、

ムネ、ササミ）については、加熱用でもあるにもかかわらず、加熱不十分なまま提供されていた。検査

の結果、患者ふん便4検体からカンピロバクター・ジェジュニが検出された。また、患者らが喫食した鶏

刺し用モモ肉から、カンピロバクター・ジェジュニ及びサルモネラ属菌、鶏刺し用ムネ肉からカンピロ

バクター・ジェジュニ、鶏刺し用ササミからサルモネラ属菌がそれぞれ検出された。なお、検証した鶏

肉は、いずれも参考品であった。患者の共通食は、当該飲食店が調理し提供した食事のみであり、潜伏

期間及び症状がカンピロバクターによるものと一致していた。 

 これらのことから、みなと保健所は「会食料理」を原因とする食中毒事件と断定した。 

 

 
原因施設 飲食店（一般） 

185 

 

 12月26日12時50分、江東区内の医療機関から「12月26日に受診した患者1名からアニサキス様虫体を摘

出した。」旨、江東区保健所に連絡があった。 

 調査の結果、患者は23日に「刺身の盛合せ」を、25日に「サバ刺身」を江東区内の別々の販売店で購

入し、喫食したところ、26日5時頃から腹痛を呈した。二か所の販売店に対し調査を行ったところ、「刺

身盛合せ」については、使用した魚種が不明であり、冷凍処理の有無についての確認ができなかった。

また、「サバ刺身」では、加工済みのサバを使用していたが、サバには冷凍処理がなされていなかった。

このため、いずれの食品もアニサキスによる食中毒の原因食品として特定するには至らなかった。検査

の結果、患者から摘出された虫体は、Anisakis simplex sensu strictoであり、患者の潜伏期間及び症

状がアニサキス症と一致していた。 

 これらのことから、江東区保健所は原因施設及び原因食品不明の食中毒事件として処理した。 

 

 
原因施設 不明 
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