
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２４日（金）

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２３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２３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22日午後5時30分時点） （1月22日午後5時30分～ （1月23日午後5時30分時点）

1月23日午後5時30分）

届 出 件 数 ２０１件 ０件 ２０１件

有 症 者 ２５７名（男118名、女139名） ０名（男０名、女０名） ２５７名（男118名、女139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 ２０３件 ２６４名 ０件 ０名 ２０３件 ２６４名

旭川市保健所 ３９件 ４６名 ０件 ０名 ３９件 ４６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２４日正午時点）

＜道立保健所分＞

検査実施機関 1月24日正午現在で 1月24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２３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

ありません。

＜４保健所設置市分＞

1月24日正午現在で 1月24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 ８検体 ５５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







 
 

平成２６年１月２４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 23日 12 時～１月 24 日 12 時） 

１ 

（０） 

０ 

（０） 

前回公表分までの累計件数 

（12 月 31 日～１月 23日 12 時） 

６７６ 

（１８０） 

１０６ 

（４９） 

今回公表分含めた累計件数 

（12 月 31 日～１月 24日 12 時） 

６７７ 

（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２７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 



健康被害相談状況及び検査結果【長野市】 Ｈ26．1．24　15時30分現在 ※これらの方の症状と回収対象食品との関連性は不明です

集計日NO. 住所 人数 性別 年代 購入日 喫食日時 発症日時 症状

受診の

有無

喫食商品 賞味期限

残品の

有無

マラチオン検査結

果

(結果判明日)

1 長野市 １名 不明 不明 不明 毎日 12月上旬 吐き気

有

入院なし

不明（冷凍ピザ） 無

2 須坂市 １名 女性 不明 11月25日

11月25日以降

数回

喫食直後 吐き気 無 不明（クリームコロッケ） 無

3 長野市 １名 女性 不明 不明 12月24日 喫食直後

下痢、吐き気、

めまい

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

無

男性 40代

男性 20代

女性 40代

男性 10代

6 長野市 １名 女性 50代 11月下旬 11月29日昼 11月30日朝 めまい、下痢

有

入院なし

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.9.12/Ｃ１ 有

不検出

(1/10)

7 長野市 １名 男性 不明 11月 11月 食後数時間 下痢 無

照り焼きソースの鶏マ

ヨ！

無

女性 60代

女性 30代

9 長野市 １名 女性 30代 12月24日 12月24日 喫食直後 胃痛 無 アクリパイシート 不明 有

不検出

(1/10)

10 長野市 １名 男性

10歳

未満

11月中旬

11月28日

12時

11月28日

17時ごろ

腹痛、吐き気 無

えびとチーズのグラタン

４個入り

14.10.23/B3 有

不検出

(1/10)

ミックスピザ３枚入り 無

チーズがのび～る！グラ

タンコロ！６個入り

14.7.15 有 不検出(1/10)

12 長野市 １名 女性 不明 不明 12月24日～27日 喫食日毎夜 下痢、寒気、腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

有

検査未定

13 長野市 １名 女性 10代 11月頃

11月～12月

週1回程度

11月、12月各1回 吐き気、腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ ８個入り

14.9.12/Ｃ１ 有

不検出

(1/10)

14 長野市 １名 女性 20代 12月23日 12月23、24、29日 12月24、30日

胃がムカムカ、

胃痛

無 パイシート 無

女性 40代 12月10日

女性 20代 12月10日、11日

照り焼きソースの鶏マヨ！ 14.11.22/A2 有 不検出(1/15)

チーズがのび～る！グラ

タンコロ！６個入り

有

検査なし

17 長野市 １名 女性 30代 年末頃 年末頃 下痢 無 エビとチーズのグラタン

有

検査未定

18 長野市 １名 女性 50代 11月末 12月はじめ 喫食後すぐ 嘔吐 無 ミックスピザ　３枚入り 14.10.9/B2 有

不検出

(1/15)

19 長野市 １名 女性 40代 12月5日昼 12月5日夜

下痢、腹痛、

口内の痺れ、

だるさ

無 えびとチーズのグラタン 無

女性 40代 12月21日昼、23日 嘔吐、下痢 無

男性 40代 12月21日昼 胃のむかつき 無

21 須坂市 １名 男性 30代 ずっと食べていた 11月上旬

下痢、発熱、

体の痺れ

有

入院2週間

とろ～りコーンクリームコ

ロッケ、チーズがのび～る

グラタンコロ！

無

22 長野市 １名 男性

10歳

未満

12月5日昼 12月7日 腹痛、下痢 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ　８個入り

14.10.9/B2 有

不検出

(1/15)

23 長野市 １名 女性 30代 12月1日

12月10日の週に

数回

喫食後１時間程度

下痢、冷や汗、

嘔吐

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

24 長野市 １名 女性 30代 12月19日昼 12月19日夜

下痢、嘔吐、腹

痛、腕の痺れ

無

チーズがのび～る！グ

ラタンコロ！６個入り

14.9.12/C2 有

不検出

(1/17)

1/14 25 長野市 １名 男性 不明 夏ごろ 喫食後１時間 腹痛 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

1/15 26 長野市 １名 男性

10歳

未満

11月29日、12月6

日昼

12月6日17時

腹痛、下痢、嘔

吐、発熱

有

入院なし

エビとチーズのグラタン 14.10.16/B2 有

不検出

(1/17)

1/16 27 長野市 １名 男性 10代 秋ごろ 喫食後すぐ 腹痛 無 エビとチーズのグラタン 無

1/17 28 長野市 １名 女性 不明 12月25日 腹痛 無 クリームコロッケ

有

検査未定

29 長野市 １名 女性 不明 クリスマス頃 喫食数日後 下痢 無 パイシート 無

女性 10代 有

男性

10歳

未満

有

12月15日 12月21日夕方 ミックスピザ　３枚入り 14.11.5/A1 無

無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

エビとチーズのグラタン

12月20日前後

２名 不明

12月14か15日、

1月２日

喫食後数時間 下痢 パイシート　４枚入り

長野市 ２名

長野市

30代 12月　昼 吐き気、嘔吐

1/8

4

8

5

不明

12月20日前後 食後５～６時間 吐き気、嘔吐不明

1/6

1/7

長野市 ２名

２名長野市 14.10.4/Ｂ３

14.10.29/Ｂ１年末 喫食翌日 下痢、腹痛

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

無

とろ～りベーコンポテト

コロ！

無

不検出

(1/10)

不検出

(1/10)

有

有

1/9

不明 12月20日 発熱、嘔吐１名 男性11

10歳

未満

長野市 不明

20

不検出

(1/10)

有

有

入院4日間

有

不検出

(1/15)

とろ～りコーンクリーム

コロッケ　８個入り

14.9.13/B3

無 14.8.30/A2

12月10日夜から 下痢、吐き気 無15 12月頃長野市 ２名

1/20

30 長野市

有

入院なし

16 長野市 １名 女性

1/11

1/10

喫食後すぐ 嘔吐２名



集計日NO. 住所 人数 性別 年代 購入日 喫食日時 発症日時 症状

受診の

有無

喫食商品 賞味期限

残品の

有無

マラチオン検査結

果

(結果判明日)

31 長野市 １名 男性

10歳

未満

10月10日 不明 11月2日

嘔吐、下痢、

食欲不振

不明

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.9.6/A1 有

不検出

（1/24）

32 長野市 １名 女性 10代 12月25日、26日 1月3日

嘔吐、

胃の調子が悪い

有

入院なし

パイシート

有

検査なし

男性 60代

有

入院なし

女性 60代 無

1/22 34 長野市 １名 女性 不明

12月20日

過ぎ

12月末 喫食後数日 下痢、吐き気 無

とろ～りコーンクリーム

コロッケ

14.8.14

有

検査未定

○　残品については検査を実施する予定です。

○　検査の検出下限値：0.2㎎/㎏

長野市 ２名

不検出

（1/24）

パイシート

1/21

14.5.10/A2 有12月20日前後 喫食後数日 下痢33



提 供 日 2014/01/15

タイトル 農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に係る県内
の届出状況について（第11報）及び冷凍食品の検査結
果について（第７報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-2429

１　概要
　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出
された件について、１月15日17時までに県内の保健所に届出がされた事例は251件
で、うち健康被害の発生が疑われる事例が141件ありました。現在各保健所が詳細に
ついて調査を行なっております。
　今回、新たに６検体の検査結果が判明し、いずれの食品からもマラチオンは検出
されませんでした。

２　保健所別届出状況
（１月15日17時現在）

届出者別内訳 届出内容別内訳
保健所 届出件数

消費者 営業者 健康被害
（人数）

その他

賀茂  ５件  ５件  ３件( ４人)  ２件
熱海  ７件  ６件 １件  ２件( ３人)  ５件
東部  37件  32件 ５件  27件( 31人)  10件
御殿場  ６件  ６件  ４件( ４人)  ２件
富士  28件  28件  ５件( ６人)  23件
中部  24件  24件  20件( 27人)  ４件
西部  35件  35件  24件( 31人)  11件

県保健所計 142件 136件 ６件  85件(106人)  57件
静岡市  62件  56件 ６件  12件( 13人)  50件
浜松市  47件  46件 １件  44件( 65人)  ３件
県内合計 251件 238件 13件 141件(184人) 110件
１月14日
17時以降

 ７件  ７件  ３件( ３人)  ４件

３　健康被害の主な症状
　　　　嘔吐、下痢、腹痛等

４　健康被害が疑われた商品
　ミックスピザ、とろ～りコーンクリームコロッケ、パイシート、えびとチーズの
グラタン、照り焼ソースの鶏マヨ！、チーズがのび～る！グラタンコロ！、えびと
ペンネのグラタン、とろ～りベーコンポテトコロ！、チーズがのび～る！チキンナ
ゲット、焼えびドリア、焼ラザニア、とろ～りかにクリームコロッケ、ポタージュ
コロ！

 
 



５　新たに判明した検査結果（４品目６検体）
（県環境衛生科学研究所で実施）

届出保健所 届出日 商品名 賞味期限 検査結果
西部 １月７日 パイシート 2014. 9.27 検出せず
西部 １月８日 パイシート 2014.10.29 検出せず
西部 １月８日 とろ～りコーンクリームコロッケ 2014.10. 4 検出せず
西部 １月８日 とろ～りコーンクリームコロッケ 2014.10. 7 検出せず
西部 １月９日 ポタージュコロ！ 2014. 6.19 検出せず
富士 １月10日 えびとチーズのグラタン 2014.11. 6 検出せず

これまでに合計７品目28検体の検査を実施し、いずれもマラチオンは検出されませんでした。

　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品を所有している方は、食べずに
返品をお願いします。



提 供 日 2014/01/16

タイトル 農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に係る県内
の届出状況について（第12報）及び冷凍食品の検査結
果について（第８報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-2429

１　概要
　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出
された件について、１月16日17時までに県内の保健所に届出がされた事例は252件
で、うち健康被害の発生が疑われる事例が141件ありました。現在各保健所が詳細に
ついて調査を行なっております。
　今回、新たに７検体の検査結果が判明し、いずれの食品からもマラチオンは検出
されませんでした。

２　保健所別届出状況
（１月16日17時現在）

届出者別内訳 届出内容別内訳
保健所 届出件数

消費者 営業者 健康被害
（人数）

その他

賀茂  ５件  ５件  ３件( ４人)  ２件
熱海  ７件  ６件 １件  ２件( ３人)  ５件
東部  37件  32件 ５件  27件( 31人)  10件
御殿場  ６件  ６件  ４件( ４人)  ２件
富士  29件  29件  ５件( ６人)  24件
中部  24件  24件  20件( 27人)  ４件
西部  35件  35件  24件( 31人)  11件

県保健所計 143件 137件 ６件  85件(106人)  58件
静岡市  62件  56件 ６件  12件( 13人)  50件
浜松市  47件  46件 １件  44件( 65人)  ３件
県内合計 252件 239件 13件 141件(184人) 111件
１月15日
17時以降

 １件  １件   １件

３　健康被害の主な症状
　　　　嘔吐、下痢、腹痛等

４　健康被害が疑われた商品
　ミックスピザ、とろ～りコーンクリームコロッケ、パイシート、えびとチーズの
グラタン、照り焼きソースの鶏マヨ！、チーズがのび～る！グラタンコロ！、えび
とペンネのグラタン、とろ～りベーコンポテトコロ！、チーズがのび～る！チキン
ナゲット、焼えびドリア、焼ラザニア、とろ～りかにクリームコロッケ、ポター
ジュコロ！



 ５　新たに判明した検査結果（６品目７検体）
（県環境衛生科学研究所で実施）

届出保健所 届出日 商品名 賞味期限 検査結果
御殿場 １月９日 えびとチーズのグラタン 2014.10.25 検出せず
中部 １月９日 とろ～りコーンクリームコロッケ 2014.11. 1 検出せず
中部 １月９日 照り焼きソースの鶏マヨ！ 2014.10. 2 検出せず
東部 １月10日 えびとチーズのグラタン 2014.10.17 検出せず
東部 １月10日 とろ～りベーコンポテトコロ！ 2014. 6. 4 検出せず
中部 １月10日 焼ラザニア２個入り 2014. 9.16 検出せず
東部 １月14日 ミックスピザ３枚入り 2014.10.28 検出せず

これまでに合計９品目35検体の検査を実施し、いずれもマラチオンは検出されませんでした。

　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品を所有している方は、食べずに
返品をお願いします。



提 供 日 2014/01/20

タイトル 農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に係る県内
の届出状況について（第13報）及び冷凍食品の検査結
果について（第９報）

担　　当 健康福祉部 生活衛生局衛生課

連 絡 先 食品監視班

TEL 054-221-2429

１　概要
　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品から農薬（マラチオン）が検出
された件について、１月20日17時までに県内の保健所に届出がされた事例は253件
で、うち健康被害の発生が疑われる事例が141件ありました。現在各保健所が詳細に
ついて調査を行なっております。
　今回、新たに１検体の検査結果が判明し、マラチオンは検出されませんでした。

２　保健所別届出状況
（１月20日17時現在）

届出者別内訳 届出内容別内訳
保健所 届出件数

消費者 営業者 健康被害
（人数）

その他

賀茂  ５件  ５件  ３件( ４人)  ２件
熱海  ７件  ６件 １件  ２件( ３人)  ５件
東部  37件  32件 ５件  27件( 31人)  10件
御殿場  ６件  ６件  ４件( ４人)  ２件
富士  29件  29件  ５件( ６人)  24件
中部  25件  25件  20件( 27人)  ５件
西部  35件  35件  24件( 31人)  11件

県保健所計 144件 138件 ６件  85件(106人)  59件
静岡市  62件  56件 ６件  12件( 13人)  50件
浜松市  47件  46件 １件  44件( 65人)  ３件
県内合計 253件 240件 13件 141件(184人) 112件
１月16日
17時以降

 １件  １件   １件

３　健康被害の主な症状
　　　　嘔吐、下痢、腹痛等

４　健康被害が疑われた商品
　ミックスピザ、とろ～りコーンクリームコロッケ、パイシート、えびとチーズの
グラタン、照り焼きソースの鶏マヨ！、チーズがのび～る！グラタンコロ！、えび
とペンネのグラタン、とろ～りベーコンポテトコロ！、チーズがのび～る！チキン
ナゲット、焼えびドリア、焼ラザニア、とろ～りかにクリームコロッケ、ポター
ジュコロ！

 ５　新たに判明した検査結果（１品目１検体）
（県環境衛生科学研究所で実施）

届出保健所 届出日 商品名 賞味期限 検査結果
西部 １月14日 ミックスピザ３枚入り 2014.11. 8 検出せず

これまでに合計９品目36検体の検査を実施し、いずれもマラチオンは検出されませんでした。

　(株)アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品を所有している方は、食べずに
返品をお願いします。



株式会社アクリフーズの冷凍⾷品回収に関するお知らせ
2014年1月24日

株式会社マルハニチロホールディングスは、連結子会社である株式会社アクリフーズの群馬工場で製造された冷凍⾷品
について、異臭がする等の消費者からの報告が相次いだため、製品の自主検査を実施したところ、有機リン系農薬マラ
チオンが検出されたと発表しました。

農薬マラチオンが含まれる商品は強い刺激臭を持ち、経口摂取した場合は、吐き気、腹痛などの症状を起こす可能性が
あります。お手元に商品を保有している場合は、絶対に⾷べないでください。

現在、製造者による商品の自主回収が⾏われていますので、下記のホームページ内容をご確認いただき、その方法に従
い返品していただきますようお願いします。

また、万が一⾷べた後に体調を崩してしまった場合は、直ちに医療機関へ受診するとともに、最寄りの保健所窓口まで
ご連絡ください。

商品の回収に関するお問い合わせ
アクリフーズ お客様センター：(0120)690149 （受付時間：午前9時から午後5時まで）
株式会社アクリフーズホームページ
回収対象品情報（消費者庁ホームページ）

⾷べて体調を崩した場合の連絡先
名古屋市16区保健所連絡先

苦情相談等受付状況
保健所における苦情相談の受付状況は下記の表のとおりです。
現在、残品の検査で農薬（マラチオン）が検出されたものはなく、いずれの有症苦情事例も回収対象品の喫⾷と症状
の因果関係は確認されていません。また、有症者の中に、重篤な症状がある方はいません。
有症苦情事例の残品から農薬（マラチオン）が検出されるなど、喫⾷と症状の因果関係が確認された場合は、詳細に
ついて公表いたします。

 
苦情相談 
受付件数
（件）

有症苦情※1 残品の検査

受付件数
（件）

有症者数
（人）

実施件数
（件）

結果確定数
（件）

農薬（マラチオン）検出数
（件）

本日分 2 1 1 1 0 0

累計
※2 81 44 57 18 17 0

保健所における苦情相談受付状況（1月24日正午現在）

※1 苦情相談受付件数のうち、回収対象品又は対象品と思われる商品を⾷べて体調を崩したと申し出があった件数及
び有症者数。いずれの事例も、喫⾷と症状の因果関係は確認されていません。 
※2 平成25年12月30日からの累計

プレビュー
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資料提供 

（滋賀県・大津市） 

提供年月日：平成 26 年(2014 年)1 月 24 日 

【滋賀県】 部局名：健康福祉部生活衛生課 

所属名：食の安全推進室 

担当者名：森岡、鷲田 

電話：077-528-3643（内線 3643） 

    【大津市】 部局名：健康保険部保健所衛生課 

所属名：食品衛生グループ 

担当者名：池永、柿谷 

電話：077-522-8427（内線 3211）  
 

自主回収中の冷凍食品に係る健康被害（疑）の発生について（第 7 報） 

届出状況（平成 26 年 1 月 23 日）  
滋賀県（大津市を除く）  29 名 

     大津市（保健所設置市）  12 名  
     合計           41 名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆県民のみなさまへ◆ 

家庭内等で回収対象製品を見つけた場合には、決して食べずに、㈱アクリフーズまで送付してください。 

誤って回収対象製品を食べて具合が悪くなった場合は、ただちに医療機関に受診するとともに、最寄り

の保健所に連絡してください。 

【滋賀県】

資料提供
日

喫食食品名 年代 性別 居住地 主な症状 受付保健所 備考

1 1月5日 ｽﾀｲﾙﾜﾝﾐｯｸｽﾋﾟｻﾞ 40 男 栗東市 腹痛、嘔気、下痢 草津

2 チーズがのび～る！グラタンコロ！ 40 男 長浜市 胃痛 長浜 マラチオン不検出

3 とろーりｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 30 男 東近江市
嘔気、嘔吐、
下痢、めまい

東近江 マラチオン不検出

4 とろーりｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 10 女 湖南市 腹痛、下痢 甲賀

5 とろーりｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ 10才未満 男 湖南市 腹痛、下痢 甲賀

6 ミックスピザ（3枚入り） ５０ 女 東近江市 下痢 東近江 マラチオン不検出

7 パイシート ６０ 女 日野町 下痢、胃部不快感 東近江 マラチオン不検出

8 えびとチーズのグラタン 10才未満 女 草津市 嘔気、発熱 草津 マラチオン不検出

9 えびとチーズのグラタン 10才未満 女 甲賀市 腹痛、下痢 甲賀
退院後、回復
マラチオン不検出

10 ミックスピザ（3枚入り） ８０ 女 米原市 腹痛、下痢 長浜 マラチオン不検出

11 チーズがのび～る！グラタンコロ！ ３０ 女 湖南市 腹痛、下痢、嘔気 甲賀 マラチオン不検出

12 えびとチーズのグラタン ２０ 女 甲賀市 腹痛、下痢 甲賀 マラチオン不検出

13 パイシート 10才未満 男 甲賀市 腹痛、嘔吐 甲賀 マラチオン不検出

14 照り焼ソースの鶏マヨ！ ５０ 男 米原市 腹痛、下痢 長浜 マラチオン不検出

とろーりｺｰﾝｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ マラチオン不検出

えびとチーズのグラタン マラチオン不検出

16 えびとチーズのグラタン １０ 男 野洲市 下痢 草津 マラチオン不検出

17 照り焼ソースの鶏マヨ！ １０ 女 湖南市 下痢 甲賀 マラチオン不検出

18 照り焼ソースの鶏マヨ！ ５０ 男 竜王町 腹痛 東近江 マラチオン不検出

19 CO-OPホットケーキ 10才未満 女 草津市 下痢 草津

20 ミックスピザ（3枚入り） ５０ 女 長浜市 腹痛 長浜 マラチオン不検出

21 パイシート ２０ 男 草津市 腹痛、下痢、嘔気 草津 マラチオン不検出

22 チーズがのび～る！グラタンコロ！ ５０ 女 日野町 下痢 東近江

23 チーズがのび～る！グラタンコロ！ ２０ 女 日野町 下痢 東近江

24 チーズがのび～る！グラタンコロ！ ４０ 男 竜王町 めまい 東近江

25 チーズがのび～る！グラタンコロ！ １０ 男 竜王町 嘔気 東近江

26 えびとチーズのグラタン ３０ 男 長浜市 嘔気 長浜 マラチオン不検出

27 ミックスピザ（2枚入り） ６０ 女 守山市 腹痛、下痢 草津 マラチオン不検出

28 ミックスピザ（3枚入り） ４０ 男 栗東市 下痢 草津

29 ミックスピザ（3枚入り） ４０ 女 栗東市 腹痛 草津

（太枠は追加分）

【大津市】

資料提供
日

喫食食品名 年代 性別 居住地 主な症状 受付保健所 備考

1-1
えびとチーズのグラタン
チーズがのび～る！チキンナゲット5個入り

20 女 大津市
下痢、頭痛、嘔
気、めまい

大津市

1-2
えびとチーズのグラタン
チーズがのび～る！チキンナゲット5個入り

20 男 大津市 腹痛、頭痛、下痢 大津市

2 えびとチーズのグラタン 10才未満 男 大津市 嘔吐、倦怠感 大津市 マラチオン不検出

3 レンジミックスピザ２枚入り 30 女 大津市 嘔吐、下痢、胃痛 大津市

4-1 えびとチーズのグラタン 20 男 大津市 嘔吐 大津市

4-2 えびとチーズのグラタン 20 女 大津市 嘔気、嘔吐 大津市

5 えびとチーズのグラタン 10才未満 女 大津市 嘔吐、発熱 大津市

6-1 ミックスピザ（3枚入り） 80 女 大津市 腹痛、下痢 大津市

6-2 ミックスピザ（3枚入り） 80 男 大津市 腹痛、下痢 大津市

7-1 パイシート 40 女 大津市 腹痛、下痢、嘔気 大津市

7-2 パイシート 10 女 大津市 腹痛、下痢、嘔気 大津市

8 1月17日 ミックスピザ（3枚入り） 50 女 大津市
腹痛、下痢、めま
い、発熱

大津市

（太枠は追加分）

1月14日

1月9日

1月10日

1月8日

マラチオン不検出

1月7日

1月9日

1月10日

1月14日

1月17日

草津

1月24日

15 ３０ 女 草津市 腹痛、下痢、嘔気



 

 

 

 

 

 

（株）アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品に関する相談について 

 

平成２６年１月２４日（木）１５時現在，高松市保健所に寄せられた体調不良に関する相談件数は１

件でした。 

（１月２３日１５時～２４日１５時までの合計１件） 

 

項目 件数 内容・対応等 累計 

回収対象品を食べて体調不良になった。 １ 概要は下記のとおり。 ７ 

体調不良となったが，現品がないので回収

対象品か否か不明。 
０  １ 

合計 １ 合計 ８ 

 

（概要） 

 １ 購 入 先 高松市内のドラッグストア 

 

 ２ 購入年月日 平成２５年１２月２４日 

 

 ３ 有 症 者 高松市内在住の３０歳代男性 

 

４ 商品名等 「ミックスピザ３枚入」  

 

 ５ 喫食状況 平成２５年１２月２４日（火）２０：３０頃，夕食として２枚食べたところ，２２：

００頃，むかつき，腹痛を呈したが受診はしていない。現在は回復している。なお

同日１９：００頃，家族の他の３名で１枚を夕食として食べたが体調に変化はなか

った。 

          

 ６ そ の 他 残品はなく，相談のみ。 

 

 なお，報道各社におかれましても，引き続き消費者の皆様に対し対象商品は摂食せず，返品するよう

情報提供お願いいたします。 

 

 また，香川県全体の相談状況につきましては，香川県生活衛生課より公表する予定であります。 

 

平成 26年 1月 24日 

高松市保健所生活衛生課 

担当 宮治・村井 

（電話８３９－２８６５） 



 

株式会社アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品による健康被害（疑い） 

の情報について（平成 26 年１月 24 日付 第 12 報） 

 

 
１ 概要 

  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

たため，製品の自主回収が行われているところです。 

  平成 26 年１月 23 日にお知らせしました第 11 報における事例 17 の①について検査結果が判明

しましたので，お知らせします。 

 

 

２ 事例について 

  新たな届出はありません。 

 

 

３ 検査結果 

 

 

 

検査機関：高知市保健所 

 

４ 今後の対応 

公表につきましては，平日に，当課（高知市 生活食品課）のホームページにて公表を行うよう

にします。 

  ただし，残品の検査にて，マラチオンが検出された場合などの緊急時には，その都度速やかに

投げ込み等で公表します。 

 

 

５ 高知市民のみなさまへ 

現在，株式会社アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品による健康被害（疑い）が全国的

に発生しています。ご家庭の冷凍庫に自主回収対象食品がある場合は，決して食べずに，株式会

社アクリフーズまで，ヤマト運輸，佐川急便，ゆうパックにて着払い・冷凍便にて送付して下さ

い。 （ 送付先/〒370-0523 群馬県邑楽郡（おうらぐん）大泉町吉田 1201 

株式会社アクリフーズ群馬工場     ＴＥＬ/0276-63-4151 ） 

  また，健康被害の情報があった場合には，高知市保健所までご相談ください。 

   相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口：：：：高知高知高知高知市保健所市保健所市保健所市保健所    生活食品課生活食品課生活食品課生活食品課            TELTELTELTEL    088088088088----822822822822----0588058805880588    

 

 

６ 健康被害（疑い）件数等について（上記案件を含む） 

平成 26年 1 月 24 日 12:00 現在 

 事例 17 ① 

とろ～りコーンクリームコロッケ（８個入） 

マラチオン 検出せず 

検査結果が判明した検体数 

 
健康被害（疑い）

件数 
有症者数 

検査検体数 

 

  
うちマラチオンが検出 

されたものの検体数 

高知市 １７ ２０ １３ １３ ０ 

高知県 

（高知市除く） 
１２ １４ ９ ９ ０ 
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