
農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る相談受理状況と食品の検査

の状況【全道分】について
平成２６年１月２２日（水）

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話 ０１１－２０４－５２６１

(株)アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品の一部から農薬（マラチオン）が検出され、同

社が自主回収している事案について、１月２１日午後５時３０分までに全道の保健所で受理した

相談等の件数は下記１のとおりです。なお、現時点で、相談のあった食品と症状との因果関係は

不明です。

また、道及び各保健所設置市では、相談等のうち保健所が残品を現認したものについて、必要

に応じ可能な範囲で順次、農薬（マラチオン）の検査を実施することとしています。各自治体に

おける検査の状況は下記２のとおりです。

１．相談等の状況（１月２１日午後５時３０分時点）

＜道立保健所分＞

これまでの届出状況 新たな届出状況 累 計

（1月20日午後5時30分時点） （1月20日午後5時30分～ （1月21日午後5時30分時点）

1月21日午後5時30分）

届 出 件 数 ２００件 ０件 ２００件

有 症 者 ２５５名（男118名、女137名） ０名（男０名、女０名） ２５５名（男118名、女137名）

＜４保健所設置市分＞

これまでの届出状況 新たな届出状況 累 計

（件数 及び 有症者数）（件数 及び 有症者数） （件数 及び 有症者数）

札幌市保健所 ２０２件 ２６３名 ０件 ０名 ２０２件 ２６３名

旭川市保健所 ３８件 ４５名 ０件 ０名 ３８件 ４５名

小樽市保健所 ２５件 ３０名 ０件 ０名 ２５件 ３０名

市立函館保健所 ２５件 ２６名 ０件 ０名 ２５件 ２６名

２．食品の検査について（１月２２日正午時点）

＜道立保健所分＞

検査実施機関 1月22日正午現在で 1月22日正午現在で検査結果が判明した検体数

検査実施中の検体数 農薬(ﾏﾗﾁｵﾝ)を検出した検体数

道立衛生研究所 ０検体 ５２検体 ０検体

１月２１日正午以降に新たに加わった検体はありません。新たに検査結果が判明した検体は

４検体です。

（検査結果が判明した検体の内訳）

保健所名 相談受理日 相談のあった食品 賞味期限 検査結果

千 歳 １月１４日 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 13.10.1 不検出

滝 川 １月１７日 えびとチーズのグラタン 14.11.7 不検出

滝 川 １月１７日 ミックスピザ３枚入り 14.10.9 不検出

紋 別 １月１７日 ミックスピザ３枚入り 14.10.7 不検出

＜４保健所設置市分＞

1月22日正午現在で 1月22日正午現在で検査結果が判明した検体数

検査実施中の検体数 農薬(ﾏﾗﾁｵﾝ)を検出した検体数

札幌市保健所 ２０検体 ４２検体 ０検体

旭川市保健所 ０検体 ２７検体 ０検体

小樽市保健所 ０検体 １９検体 ０検体

市立函館保健所 ０検体 ２２検体 ０検体



農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る相談受理状況等

計 男 女 年齢層

1 1/6 2 2
①成人
②成人

①えびグラタン
(工場不明)
②焼えびドリア
(群馬工場)

①12月25日
②12月25日

①12月26日
②12月26日

①軟便
②腹痛、下
痢

　①残品なし
　②不検出

1/8結果判明

2 1/7 1 1 幼児
えびグラタン(群
馬工場)

12月16日～
20日

12月16日～
20日

嘔気，嘔吐，
頭痛

不検出 1/9結果判明

3 1/7 1 1 成人
クリームコロッケ
(群馬工場)

12月28日 12月28日
嘔気，嘔吐
下痢

残品なし

4 1/7 1 1 成人
ミックスピザ(群馬
工場)

12月下旬 12月下旬 嘔吐，下痢 不検出 1/9結果判明

5 1/7 1 1 児童
パイシート（群馬
工場）

12月15日 12月16日 下痢 不検出 1/9結果判明

6 1/7 1 1 成人
パイシート（群馬
工場）

11月23日 11月25日 嘔吐，下痢 不検出 1/10結果判明

7 1/7 2 2 幼児
えびとチーズのグ
ラタン(群馬工場)

12月25日前
後

12月26日前
後

嘔吐 不検出 1/10結果判明

8 1/7 1 1 成人
ミックスピザ(群馬
工場)

10月～11月 10月～11月 下痢 不検出 1/10結果判明

9 1/7 1 1 成人
チーズがのびー
るグラタンコロ！
（群馬工場）

12月初旬 12月 嘔吐 不検出 1/9結果判明

10 1/7 1 1 成人
ミックスピザ(群馬
工場)

12月29日ま
でほぼ毎日

12月20日 腹痛，下痢
不検出
(2検体)

1/10結果判明

11 1/8 1 1 成人
とろーりかにク
リームコロッケ
（群馬工場）

12月下旬，1
月6日

12月下旬 下痢，嘔吐 不検出 1/10結果判明

12 1/8 1 1 成人

セブンプレミアム
かにクリームコ
ロッケ（群馬工
場）

12月中旬 12月中旬
腹痛，嘔気，
嘔吐

残品なし

13 1/8 1 1 成人
ミックスピザ(群馬
工場)

12月中旬 12月中旬 下痢，嘔気 残品なし

症状 備考No. 受理日
有症者 相談のあった

食品
摂食日 発症日

マラチオン含
有量検査結果

HAUHT
テキストボックス
旭川市



農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る相談受理状況等

計 男 女 年齢層
症状 備考No. 受理日

有症者 相談のあった
食品

摂食日 発症日
マラチオン含
有量検査結果

14 1/8 1 1 成人
カニクリームコ
ロッケ
（群馬工場）

12月中旬 12月中旬 下痢，嘔気 残品なし

15 1/8 2 1 1

①成人
(女)

②児童
(男)

えびとチーズのグ
ラタン
（群馬工場）

12月初旬 12月初旬
嘔気，下痢，
口周辺のた
だれ

残品なし

16 1/8 2 2
成人1
幼児1

コロッケ（群馬工
場）（商品名不
明）

12月27日 12月27日
下痢，腹痛，
嘔気

残品なし

17 1/8 1 1 生徒1
えびとチーズのグ
ラタン（群馬工
場）（推定）

12月27日，
28日（両日）

12月28日 嘔気，腹痛 残品なし

18 1/8 1 1 幼児1
えびグラタン（群
馬工場）

11月19日，
21日（両日）

11月20日
腹痛，水様
下痢

残品なし

19 1/8 1 1 成人

①パイシート（群
馬工場）
②えびとチーズ
のグラタン（群馬
工場）

12月25日 12月25日 嘔吐
①不検出
②不検出

1/11結果判明

20 1/9 1 1 成人
ミックスピザ(工場
不明)

12月21日前
後

12月下旬 軟便，便秘 残品なし

21 1/9 1 1 成人
ミックスピザ
(群馬工場)

12月中旬 12月中旬
腹痛，緑色
粘液便

不検出 1/11結果判明

22 1/9 1 1 成人

①とろーりかにク
リームコロッケ
（群馬工場）
②とろーりコーン
クリームコロッケ
（群馬工場）

12月初旬 12月初旬
嘔吐，腹痛，
下痢

残品なし

23 1/9 1 1 成人
とろーりコーンク
リームコロッケ(群
馬工場)

12月26日(も
しくは27日)

12月26日(も
しくは27日)

吐気，胸や
け

不検出 1/11結果判明

24 1/9 1 1 成人
ミックスピザ(群馬
工場)

11月27日 11月28日 下痢，嘔吐 残品なし

25 1/9 3 1 2
成人2(男・
女)

幼児1(女)

パイシート（群馬
工場）

12月中旬 12月中旬
成人：下痢
児童：下痢，
嘔吐

検体確保中

26 1/9 1 1 幼児
えびとチーズのグ
ラタン(工場不明)

12月中 12月中 軟便，嘔気 残品なし

27 1/9 1 1 成人
ポタージュコロ！
(群馬工場)

12月上旬～
12月中旬

12月上旬～
12月中旬

下痢，嘔吐 不検出 1/14結果判明



農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る相談受理状況等

計 男 女 年齢層
症状 備考No. 受理日

有症者 相談のあった
食品

摂食日 発症日
マラチオン含
有量検査結果

28 1/10 1 1 生徒
照り焼ソースの鶏
マヨ！(群馬工場)

11月下旬～
12月上旬

11月下旬～
12月上旬

下痢(水様
性)

不検出 1/14結果判明

29 1/10 1 1 成人
えびとチーズのグ
ラタン(群馬工場)

12月28日 12月28日
下痢(軟便)，
発熱

不検出 1/14結果判明

30 1/10 1 1 生徒
とろーりコーンク
リームコロッケ(群
馬工場)

11月23日 11月23日 腹痛，発熱 不検出 1/22結果判明

31 1/10 1 1 成人
とろーりコーンク
リームコロッケ(群
馬工場)

12月中旬
（複数回）

12月中旬 嘔吐，下痢 不検出 1/17結果判明

32 1/10 1 1 幼児

①とろーりコーン
クリームコロッケ
(群馬工場)
②チーズがの
びーる！グラタン
コロ！(群馬工場)

10月～11月 11月初旬 下痢
①不検出
②不検出

1/14結果判明

33 1/10 1 1 成人
えびとチーズのグ
ラタン(群馬工場)

12月中旬～
下旬(継続的
に)

12月下旬
嘔気，発熱，
足のふらつ
き

残品なし

34 1/14 1 1 幼児

①エビグラタン
(工場不明)
②とろーりコーン
クリームコロッケ
(群馬工場)

11月末～12
月中旬 12月初旬

嘔気，頭痛，
腹痛，軟便，
嘔吐

①残品なし
②不検出

1/17結果判明

35 1/14 1 1 成人
鶏マヨ！(群馬工
場)

12月末 12月末 腹痛，嘔気 不検出 1/22結果判明

36 1/16 1 1 成人
とろーりかにク
リームコロッケ(工
場不明)

11月下旬 11月下旬 嘔吐，下痢 残品なし

37 1/17 2 1 1 成人

①とろーりコーン
クリームコロッケ
(群馬工場)
②えびとチーズ
のグラタン(工場
不明)

12月下旬 12月下旬
①嘔吐
②嘔気

①不検出
②残品なし

1/22結果判明

38 1/20 1 1 成人

①照り焼きソース
の鶏マヨ！(群馬
工場)
②チーズがのび
～るチキンナゲッ
ト(群馬工場)

12月下旬 12月下旬 下痢
①不検出
②不検出

1/22結果判明

45 12 33計
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農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品について

1. 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について

株式会社アクリフーズ群馬工場が製造した一部の冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出されたため、当該製造者による商品の自主回収が

行われています。

自主回収の対象商品の中には、これまで農薬マラチオンが高濃度で検出されたものが一部にあり、摂取の程度によっては吐き気、腹痛等の

症状を起こす可能性があるため、自主回収の 対象商品を摂取せずに返品するようにお願いいたします。

また、誤って回収対象品を摂取し、吐き気、腹痛などを生じた場合には、速やかに医療機関に受診するとともに、保健所まで御連絡下さい。

回収対象製品一覧はこちら（ ）

2. 小樽市の対応

本件について、市内の消費者から相談等があった場合、回収対象製品との関連性について調査を実施しています。

3. 経緯

平成 年 月 日（月）、群馬県から北海道を通して、（株）アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品の一部から農薬（マラチオン）が検出さ

れ、自主回収する旨の情報提供がありました。その後、市民から当該冷凍食品を喫食し症状を訴える届出があり、残品については必要に応じ

て農薬（マラチオン）の検査を実施しています。届出内容と検査結果については下表のとおりです。なお、有症者は現在全員回復しています。

1月21日午後5時30分現在の状況

届出年月日 該当商品名 件数 喫食者数 有症者数 届出内容等
検査結果

（ 午後 時）

有

症

状

等

月 日〜 日

冷凍パイシート

とろ〜りコーンクリームコロッケ

とろ〜りベーコンポテトコロ！

えびとチーズのグラタン

照り焼ソースの鶏マヨ！等

件 人 人

異味異臭

下痢・腹痛

吐き気・嘔吐

めまい

頭痛

不検出

〃

〃

〃

〃

計 検体

月 日

とろ〜りコーンクリームコロッケ

チーズがのび〜る！チキンナゲット

とろ〜りかにクリームコロッケ

チーズがのび〜る！グラタンコロ！

えびとチーズのグラタン

件 人 人
下痢

腹痛

不検出

〃

〃

〃

計 検体

月 日 とろ〜りコーンクリームコロッケ 件 人 人 下痢 不検出

月 日 照り焼ソース鶏マヨ！ 件 人 人 下痢 不検出

月 日 冷凍パイシート 件 人 人 下痢・嘔吐 不検出

月 日 とろーりコーンクリームコロッケ 件 人 人 腹痛 不検出

小計 件 人 人 検体

そ

の

他

月 日〜 日 とろ〜りコーンクリームコロッケ

ミックスピザ 枚入

チーズがのび〜る！グラタンコロ！等

件 人 人 未開封品の取扱い

症状無いが残品の

取扱い等

ページ小樽市 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品について



【保健所】トップ 市民の皆さんへ 安心・安全・動物 食品安全情報 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品について

合計 品目 件 人 人 不検出 検体

4. 今後の対応

保健所では、今後も消費者からの相談に対応し、残品については必要に応じてマラチオンの残留検査を実施し、北海道や他都市と情報を

共有していきます。

関連リンク

・ 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について （厚生労働省 ）

・ 消費者庁

小樽市保健所
〒
小樽市富岡 丁目 番 号
電話
ファクス

組織一覧 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 アクセシビリティ

ページ小樽市 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品について



件数等

０件

０件

　1．集計結果（平成26年１月20日午後５時～１月21日午後５時までの相談受理件数）

別紙

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に係る健康相談の件数等について　（第９報）

平成26年1月21日

栃木県保健福祉部生活衛生課

　株式会社アクリフーズの群馬工場が製造した冷凍食品の一部から、農薬（マラチオン）が検出された件について、
県（宇都宮市を含む。）が本日午後５時までに受け付けた健康相談等の状況は以下のとおりです。

区分 備考
累計

（１月６日～本日分まで）

(１)  相談件数
※健康相談の他に、回収方法の
問い合わせ等を含む総件数。

５６件

(２)  (１)のうち、回収対象食品を食べて
の相談件数

５１件

(３)  (２)のうち、体調不良に関する相談
件数（体調不良者数）

０件
（０人）

３９件
（４７人）

体調不良者の内訳
（男２１人、女２６人）
【年代別】
・10歳未満：男２人、女６人
・10歳代：男３人、女３人
・20歳代：男５人、女２人
・30歳代：男１人、女１人
・40歳代：男４人、女２人
・50歳代：男１人・50歳代：男１人
・60歳代：男２人、女２人
・70歳代：男１人
・80歳代
・90歳以上
・不明：男２人、女１０人
■重症者及び入院者はなく、全
員既に回復しています。

■各健康福祉センター、保健福祉部生活衛生課及び宇都宮市保健所において受け付けた相談を集計しています。

■なお、上記相談について、回収対象食品を食べたことと体調不良との因果関係は判明しておりません。

　２．食品検査の状況（１月21日午後５時現在）

区分 検体数 結果判明予定日 備考

検査中の検体 ０ －

■検査項目：農薬（マラチオン）

検体数
マラチオンが

検出された検体数
備考

検査済みの検体 ６ ０

・とろ～りコーンクリームコロッケ：３検体
・ミックスピザ３枚入：２検体
・セブンプレミアムホットケーキ：１検体

（本日判明分：なし）



平成２６年１月２１日

健康福祉部食品安全局

衛生食品課 監視指導・表示対策係 内線２４５２

食品安全課 安全推進係 内線２４２６

株式会社アクリフーズの自主回収対象食品に係る検査結果及び検査状況について

（第６報）

株式会社アクリフーズによる自主回収事案に関して、本県及び各自治体に寄せられた

回収対象食品を食べたことによる健康被害が疑われた相談事例のうち、本県に残品が提

供された検体中の農薬（マラチオン）検査結果及び検査状況について、本日午後３時現

在の状況をお知らせします。

今後とも、検査結果及び検査状況について公表していきます。

１ 検査機関

群馬県食品安全検査センター

２ 検査結果

本日新たに判明したものはありません

３ 検査状況（検査中のもの）

自治体 商品名 賞味期限

1 群馬県 えびとチーズのグラタン 2014.10.21

2 群馬県 ミックスピザ３枚入り 2014.12.23

４ 参考（マラチオン検査実施状況）

今回の検査数 前回までの 【累計】 マラチオン マラチオン
検査数 検査数 検出 検出せず

０件 ２７件 ２７件 ０件 ２７件

HAUHT
テキストボックス
群馬県



平成２６年１月２２日

福祉保健部生活衛生課

(株)アクリフーズが製造した冷凍食品に関する相談状況について

(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品の一部から農薬（マラチオン）

が検出され、同社が自主回収を行っている件について、県内の関係機関（県庁、

保健所、消費生活センター）に寄せられた相談件数は次のとおりです。

（ ）内は新潟市分再掲

相談件数 うち有症件数※

前回公表以降の件数

（１月 21日 12 時～１月 22日 12 時）

３

（０）

０

（０）

前回公表分までの累計件数

（12月 31 日～１月 21日 12 時）

６７２

（１８０）

１０６

（４９）

今回公表分含めた累計件数

（12月 31 日～１月 22日 12 時）

６７５

（１８０）

１０６

（４９）

※対象製品との関連は不明だが、対象製品を食べて何らかの体調不良があったもの

【県民の皆様へ】

お手元に該当食品をお持ちかどうかご確認ください。

該当食品をお持ちの場合は、決して食べずに（株）アクリフーズ群馬工場へ

返品してください。

【報道関係者のみなさまへ】

県民の方が該当食品を食べることのないよう積極的な広報をお願いいたします。

○ 次回は １月２３日公表を予定しています。

新潟県報道資料

〈この記載事項に関する問い合せ先〉

福祉保健部生活衛生課 電話０２５－２８０－５２０５ 内線２６７４

※新潟市分については

新潟市保健所 食の安全推進課 ℡０２５－２１２－８２３０

※ 製造者として「株式会社アクリフーズ群馬工場」と

表示されているもの全てが該当食品です。

※ 「アクリフーズ群馬工場」の表示がないプライベート

ブランド商品が 10 品目ありますが、保健所などにお問

合せいただければ該当品かどうかお答えできます。

※ 郵便番号、住所、氏名、電話番号をお書き添えのうえ、

送料着払い、冷凍便で送付してください。

（送付先）

〒３７０－０５２３

群馬県邑楽郡大泉町吉田１２０１

株式会社アクリフーズ群馬工場

電話０２７６－６３－４１５１



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 保健所等への相談件数（長野市を除く） 

※１：消費生活センター   （ ）：体調不良の人数 

２ 体調不良の内容（長野市を除く） 

   別紙（表１）をご覧ください。（ 入院した体調不良者はいません。） 

３ マラチオン検査結果 

   本日、結果の判明した検体はありませんでした。 

○ 自主回収対象商品の詳細については、以下のホームページを参照してください。 

 自主回収製品リスト（外部リンク：厚生労働省）（PDF：769KB） 
 

○ 保健所食品・生活衛生課の受付窓口 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中 

 

 
 
 
 
 

機関名 
本日（１月 21日）分 本日までの累計 

体調不良 異味・異臭 その他 体調不良 異味・異臭 その他 

保健所等合計 ２（３）  ６ 61(69) ４ 198 

センター※1      49 

計 ２（３） ０ ６ 61(69) ４ 247 

保健所名  電話番号（直通） 保健所名  電話番号（直通） 

佐久保健所  0267-63-3297 木曽保健所 0264-25-2235 

上田保健所  0268-25-7152 松本保健所 0263-40-1942 

諏訪保健所  0266-57-2929 大町保健所 0261-23-6528 

伊那保健所  0265-76-6839 長野保健所 026-225-9065 

飯田保健所  0265-53-0446 北信保健所 0269-62-3106 

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収に係る 

相談件数等について（第 11報） 

本日午後３時までに県内の各保健所、消費生活センター等にあった（株）アクリ

フーズの冷凍食品の自主回収に係る相談件数等については、以下のとおりで

す。 

 長野県（健康福祉部）プレスリリース 平成 26年（2014年）１月 21日 

健康福祉部 食品・生活衛生課 食品衛生係 
（課長）高木 正明 （担当）吉田 徹也  小山 和志 
電話：026-235-7155（直通） 
    026-232-0111（内線 2658） 
FAX：026-232-7288 
E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp 

＜農薬マラチオンとは＞ 
有機リン系の殺虫剤で、穀

類、野菜、果実等に使用さ
れ、国内では農薬取締法に
基づき使用が認められてい
ます（別名マラソン）。米、
野菜等の作物ごとに残留基
準が設定されています。 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11135000-Shokuhinanzenbu-Kanshianzenka/0000033998.pdf


 

 

 

表１ 体調不良の内容（本日分：再掲）（長野市を除く） これらの方の症状と回収対象品との関連性は不明です。 

No. 住 所 人数 性別 年齢 購入日 喫食日 発症日 主な症状 喫食した商品名 
残品の 

有無 

１ 小県郡 ２ 
男性 20歳代 

H25.12.15 H25.12.17 H25.12.17 
下痢 

ミックスピザ３枚入 

牛乳ホットケーキ なし 

男性 20歳代 下痢 ミックスピザ３枚入 

２ 千曲市 １ 女性 50歳代 不明 H25.12.29 H25.12.29 吐き気、悪寒、軟便 
とろ～りコーンクリーム 

コロッケ 
なし 

 

 

別 紙 



検索  

大阪市市民の方へ 健康・医療 生活衛生・食の安全 食の安全(食品衛生)
お知らせ 農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について

[2014年1月21日]
SNSリンクは別ウィンドウで開きます    

    標記の事案について、現在、株式会社マルハニチロホールディングスおよび株式会社アクリフーズにより
食品の自主回収が行われています。自主回収の対象食品の中には、農薬マラチオンが高濃度で検出された

ものがあり、高濃度に含まれる食品を一定量摂食した場合には、健康に大きな影響を及ぼさないと推定され

る限度量を超えることが考えられます。摂取の程度によっては吐き気、腹痛等の症状を起こす可能性がある

ため、対象食品は摂食しないようにしてください。万が一、対象食品を食べて体調をくずされた場合は、医療

機関を受診するようにしてください。

大阪市内で届出のあった健康被害（疑い）事例について 

製造者

    株式会社アクリフーズ 群馬工場 
    群馬県邑楽郡大泉町吉田1201

対象食品

    食品の裏面に、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」と記載されている全食品 （賞味期限にかかわら
ず全食品が対象、販売数量630万袋） 
    その他にも、スーパー等のプライベートブランド商品（PB商品）で、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工
場」の記載がない食品もありますので、詳しくは「自主回収製品リスト」をご覧ください。 
    自主回収対象商品リスト（厚生労働省事務連絡）

回収開始年月日

    平成25年12月29日

回収理由

    商品の一部から本来含まれていない農薬（マラチオン）が検出されたため

連絡先

    アクリフーズ お客様センター  
    電話：0120-690-149 
    （受付時間：午前9 時から午後5 時まで） 
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回収対象食品の送付先

    〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1201 
    株式会社アクリフーズ 群馬工場 
    電話：0276-63-4151

    ◆返品方法等 、（追記）

健康被害発生時の連絡先

    対象食品を喫食して吐き気、腹痛などを生じた場合は、速やかに医療機関を受診するとともに最寄りの保
健所に御連絡ください。 
 
    【問い合わせ先】 
    ◆大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧   

大阪市内で届出のあった健康被害（疑い）事例について

  大阪市内において、市民から当該品を食べて症状を呈したと届出があったものは次のとおりです。

     届出件数：46件（患者数：50名 うち、残品の検査件数：24件） 【平成26年1月21日14時更新※】

     ※新たな届出等があった時点で更新を行います。

大阪市内で届出のあった健康被害（疑い）事例

大阪市内で届出のあった健康被害（疑い）事例一覧 (pdf, 36.30KB)

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされ
ていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード（無償）し
てください。

参考

農薬マラチオンとは

   有機リン系の殺虫剤で、穀類、野菜、果実等に使用され、国内では農薬取締法に基づき使用が認められて
います（別名マラソン）。米、野菜等の作物毎に残留基準が設定されています。マラチオンによる中毒症状と

しては、吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、唾液分泌過多、発汗過多、軽い縮瞳などがあります。

 

    対象食品等の詳細に関しては、以下のホームページ（HP）をご覧ください。 

厚生労働省 -厚生労働省のホームページ•

消費者庁 -消費者庁のホームページ•

群馬県庁 -群馬県庁のホームページ•

マルハニチロホールディングス -マルハニチロホールディングスのホームページ•
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役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった

分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった

見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった

アクリフーズ -アクリフーズのホームページ•

このページについてご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか

このページの内容は分かりやすかったですか

このページは見つけやすかったですか

送信  

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局 健康推進部 生活衛生課 乳肉衛生・動物管理グループ 
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号（大阪市役所2階） 
電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364 

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]

サイトの使い方 サイトの考え方 個人情報の取り扱い 著作権・免責 地図 ホームページ管理者 市やホームページへのご意見

大阪市役所（本庁） 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
電話: 06-6208-8181（代表） 地図・庁舎案内

開庁時間: 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで（土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く）

Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.
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No.探知月日 有症者数 主症状 製品名〔食品名〕※
検査結果
【マラチオン】

公開日

1 1/2 1 下痢、吐気、嘔吐、発熱 ミックスピザ３枚入 検出せず 1/8

2 1/6 1 下痢 （コーンクリームコロッケ） － 1/8

3 1/6 1 嘔吐 ミックスピザ３枚入 検出せず 1/8

4 1/6 1 嘔吐 （ミックスピザ３枚入） － 1/8

5 1/6 1 吐気、倦怠感、しぶり腹 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

6 1/6 1 下痢、腹部膨満感 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

7 1/6 1 下痢 焼きえびドリア2個入り － 1/8

8 1/6 1 下痢 レンジミックスピザ2枚入 検出せず 1/8

9 1/7 1 下痢、吐気 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

10 1/7 1 腹痛、下痢、嘔吐、発熱 （とろ～りベーコンポテトコロ） － 1/8

11 1/7 1 吐気、腹痛、下痢 （エビグラタン３個入り） － 1/8

大阪市内で届出のあった健康被害（疑い）事例

12 1/7 1 頭痛、筋肉痛 （レンジミックスピザ　２枚入） － 1/8

13 1/7 1 下痢 ミックスピザ３枚入 検出せず 1/8

14 1/6 1 吐気、嘔吐、倦怠感 ミックスピザ３枚入 － 1/8

15 1/7 1 下痢、嘔吐、寒気 レンジミックスピザ２枚入 － 1/8

16 1/7 1 嘔吐、腹痛 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

17 1/7 1 吐気、頭痛 えびとチーズのグラタン 検出せず 1/8

18 1/7 2 腹痛、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

19 1/7 1 嘔吐、発熱 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

20 1/7 1 吐気、嘔吐、腹痛、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

21 1/7 1 吐気、嘔吐、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

22 1/7 1 腹痛、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/8

23 1/8 1 嘔吐、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ 検出せず 1/9

24 1/8 1 腹痛 (ミックスピザ3枚入） － 1/9



25 1/8 1 下痢 (とろ～りコーンクリームコロッケ） － 1/9

26 1/8 1 発熱、下痢、腹痛、吐気 とろ～りベーコンポテトコロ！ 検出せず 1/9

27 1/8 2 腹痛、下痢、吐気 焼えびドリア２個入り － 1/9

28 1/8 1
吐気、腹痛、下痢、悪寒、腹
部膨満感、頭痛

とろ～りベーコンポテトコロ！ 検出せず 1/9

29 1/8 1 吐気、腹痛 とろ～りベーコンポテトコロ！ － 1/9

30 1/9 1 腹痛、下痢 えびとチーズのグラタン － 1/10

31 1/9 1 下痢 （照り焼きソースの鶏マヨ！） － 1/10

32 1/9 1 むかつき、下痢 えびとチーズのグラタン － 1/10

33 1/9 2 軟便、吐気、嘔吐 パイシート 検出せず 1/10

34 1/9 1 下痢 レンジミックスピザ２枚入 検出せず 1/10

35 1/9 2 吐気、嘔吐、腹痛、下痢 とろ～りコーンクリームコロッケ － 1/10

36 1/10 1 嘔吐 セブンプレミアムコーンクリームコロッケ － 1/10

37 1/10 1 腹痛、吐気、嘔吐 えびとチーズのグラタン 検出せず 1/1037 1/10 1 腹痛、吐気、嘔吐 えびとチーズのグラタン 検出せず 1/10

38 1/9 1
腹痛、下痢、吐気、嘔吐、発
熱、倦怠感、頭痛、めまい

とろ～りコーンクリームコロッケ － 1/10

39 1/9 1 頭痛、吐気、嘔吐、下痢 とろ～りベーコンポテトコロ！ － 1/10

40 1/10 1 腹痛、下痢 JFDAPLUS　ホットケーキ（業務用） 検出せず 1/10

41 1/10 1 倦怠感、嘔吐 (レンジミックスピザ２枚入) － 1/10

42 1/10 1 腹痛、吐気、下痢 チーズがのび～る！チキンナゲット５個入り 検出せず 1/14

43 1/14 1 下痢 （コーンフライ） － 1/15

44 1/10 1 下痢、腹痛 （えびとチーズのグラタン） － 1/15

45 1/14 1 嘔吐、下痢、頭痛 パイシート 検出せず 1/16

46 1/17 1 吐気、嘔吐 とろ～りベーコンポテトコロ！ 検出せず 1/21

　あらたに判明した内容については、色を付けて示しています。
　※　製品名の（　）内は、詳細不明のものです。
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農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品による

健康被害の相談について（第７報）

○ 本市においての健康被害（疑い）の相談状況（1 月２１日 １６時現在）

本日追加分の相談件数、有症者はありません。

前回「検査予定」であった検体について、有機リン系農薬４５項目は「検出せず」でした。

現在までの健康被害の相談件数１３件、有症者数１６名です。

現在までの実施検査件数７件、全て有機リン系農薬４５項目は「検出せず」です。

＜前回発表時点の健康被害の相談状況＞

太枠の検査結果は今回新たに判明した検査結果となります。 ※№,６につきましては訂正しています。

No. 受付日 年齢 性

別

喫食日 発症日 主症状 商品名 検査結果

1 1/6 40 女 12/31 12/31 嘔吐 商品名不明（ピザ 2枚入

り）

残品無し

2 1/6 65 女 12/14 12/14 嘔吐 レンジミックスピザ（2

枚入り）

検出せず

3 1/7 18 男 11 月～12月 不明 腹痛 照り焼ソースの鶏マ

ヨ！5個入り

検出せず

4 1/7 69 女 11 月、12月

中旬

喫食日 むかつき 商品名不明（ピザ 3枚入

り）

残品無し

5 1/7 13 女 12/21 12/21 腹痛 チーズがのびーるチキ

ンナゲット

検出せず

6 1/8 20 代
27

女 11月 喫食翌

日

下痢、腹

痛

レンジミックスピザ2枚

入

残品無し

7 1/8 11 女 12/17 12/24 発熱、下

痢

パイシート 検出せず

8 1/8 72 女 12/20 12/20 下痢、腹

痛、むか

つき

牛乳ホットケーキ（6枚

入り）

残品無し

9 1/8 15 女 11 月下旬～

12月

不明 軽い体調

不良

照り焼ソースの鶏マ

ヨ！

検出せず

10 1/9 不明
(中学 3

年生)

不

明

1/8 1/8 腹痛 エビとチーズのグラタ

ン

残品無し

11 1/9 56 男 12/21～

12/23のいず

れか

喫食日 下痢、嘔

吐、腹痛、

頭痛

かにクリームコロッケ

またはとろーりかにク

リームコロッケ

残品無し

58 女 下痢、嘔

吐、腹痛

33 女 下痢、嘔

吐、腹痛

22 女 下痢、嘔

吐、腹痛



12 1/9 4 男 1/7 及び 1/9 喫食日 下痢、嘔

吐、腹痛、

じんまし

ん

えびとチーズのグラタ

ン

検出せず

13 1/14 32 女 10 月初旬 喫食翌

日

嘔吐 えびとチーズのグラタ

ン

検出せず

以 上

市民の皆様へ

ご家庭の冷凍庫に該当商品がある場合には、絶対に食べずに、当該製造者に返品するようお願いしま

す。 （ 〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田１２０１ ㈱アクリフーズ 群馬工場 ）

万一、対象食品を食べて体調を崩された場合は、医療機関を受診していただくとともに、尼崎市保健

所にお知らせください。 （生活衛生課：０６－４８６９－３０１８）







鹿児島市

報道提供資料

■ 提供日 平成 26 年 1 月 22 日(水)

■ 表 題 冷凍食品の検査について(第一報)

■ 担 当 生活衛生課 主幹 田邊 隆

■ 連絡先 ℡258-2321 (内線)231

冷凍食品の検査について(第一報)

平成 25 年 12 月 29 日(日)に公表された「株式会社アクリフーズ群馬工場」

が製造した冷凍食品の一部から農薬(マラチオン)が検出された問題で、市民よ

り嘔吐・下痢等の症状を呈したと申し出のあったもののうち、残品があったも

のについて検査中です。

記

■結果

16 検体中、10 検体の検査が終了し、マラチオンは検出されておりません。

残りの 6 検体についても、引き続き検査を行う予定です。

■検査

検体数：16、( )内は検査終了検体数

ミックスピザ：7(6) 、とろーりコーンクリームコロッケ：5(4)、

照り焼ソースの鶏マヨ！：3 、チーズがのびーる！チキンナゲット：1

■保健所によせられた健康被害に関する相談(1 月 21 日 17 時現在)

23 件、25 人

(これ以外に消費生活センターへ相談のあったもの：24 件)

■参考

厚生労働省のホームページより全国の有症者数(平成 26 年 1 月 21 日 17 時現在)

有症者数：2,799 人

自治体による検査検体数：933 件、マラチオン検出検体数：0

人・まち・みどり みんなで創る “豊かさ”実感都市・かごしま
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