
腸管出血性大腸菌Ｏ157 による 

食中毒の発生について 

平成２４年８月１１日及び１３日にお知らせをした、腸管出血性大腸菌Ｏ157 による

死亡者が発生した件につきまして、その後の調査結果から食中毒と断定しましたので報

告いたします。 

 

１ 調査概要 

８月７日（火）、札幌市保健所あてに市内の高齢者関連施設から「下痢や血便等の症

状を呈している入居者がいる」という連絡があり、その後、他の４箇所の施設におい

ても同様の症状を呈した患者が発生していることが判明した。 

８月１１日（土）、施設に入居していた女性１名が、さらに１２日（日）、別の施設

に入居していた女性１名が腸管出血性大腸菌感染症により亡くなった。 

札幌市保健所が原因について調査した結果、各施設で共通して８月１日（水）に提

供されていた「白菜きりづけ（白菜の浅漬け）」及び有症者の便を検査したところ、そ

れぞれから腸管出血性大腸菌Ｏ157 が検出された。 

以上のことから、保健所は本件を「白菜きりづけ」を原因とする食中毒事件である

と断定した。 

なお、当該「白菜きりづけ」は、市外（道内）の４箇所の高齢者関連施設でも提供

されており、有症者の発生が確認されている。 

 

２ 患者数等（平成２４年８月１４日午後３時３０分現在） 

⑴ 患 者 数：５５名（男性７名女性４８名：７２歳～１０１歳） 

       うち死者２名、通院者１１名、入院者４１名 

⑵ 主な症状：下痢、血便、腹痛、発熱、嘔吐等 

⑶ 初発日時：平成２４年８月４日 午後４時 

⑷ 潜伏時間：平均１５９時間４０分（最短６７時間２０分、最長２６０時間３０分） 

 ※大半は快方に向かっているが、一部、数名の重症者がいるという報告がある。 

 

施設数 入所者 有症 入院 Ｏ157 重症 死亡 

５ 249 55 41 21 ６ ２ 

８月 14 日（火）15：30 現在 

３ 原因施設 

⑴ 名 称：有限会社 岩井食品 

⑵ 所 在 地：札幌市西区八軒二条東５丁目３-６  

⑶ 営 業 者：有限会社 岩井食品  代表取締役 岩井 憲雄 

⑷ 業  種：北海道条例による食品製造業（漬物） 

平成 24 年（2012 年）８月 14 日（火） 

照会先：札幌市保健所 

食の安全推進課 

        担当：山口
やまぐち

、片岡
かたおか

 電話 622-5174



４ 原因食品 

７月２８日に有限会社 岩井食品が漬け込んだ「白菜きりづけ（白菜の浅漬け）」 

⑴ 商 品 名：白菜きりづけ 

⑵ 消費期限：２０１２年８月２日及び３日 

⑶ 流 通 先：高齢者関連施設６施設（うち健康被害のあった施設は５施設） 

食品スーパー１６施設 

ホテル３施設 

その他（個人商店、飲食店等）９箇所 

なお、当該品に関しては上記市内３４箇所の他、市外（道内）においては高齢者

関連施設４施設を含む１４箇所に流通 

 

５ 病因物質 

腸管出血性大腸菌Ｏ
オー

157 

 

６ 検査結果 

⑴ 患者便 

   ４１検体中２１検体から腸管出血性大腸菌Ｏ157 を検出 

⑵ 保存食等 

高齢者関連施設において保存されていた「白菜きりづけ」（８月３日消費期限分）

３検体中２検体から腸管出血性大腸菌Ｏ157 を検出 

⑶ 調理従事者便 

   有限会社 岩井食品の調理従事者１２人中２人から腸管出血性大腸菌Ｏ157 を検  

出 

 

７ 処分内容 

有限会社 岩井食品に対し、８月１４日（火）からの営業禁止を命じた。 

 

８ その他 

 有限会社 岩井食品は８月１１日（土）から自主休業している。 

 

９ 報道機関の皆様へのお願い 

市民に対し以下の点について広報してくださいますよう、ご協力お願いいたします。 

⑴ 当該食品を食べた方で、腹痛・下痢などの症状が見られた場合は、速やかに医療

機関を受診すること 

⑵ 手指、食材、器具などの洗浄・消毒、食品の適正な温度管理、食品の十分な加熱

など、Ｏ157 などによる食中毒予防を徹底すること 

⑶ その他、当該食品による健康被害の相談については、保健所又は各区保健センタ

ーに問い合わせること 

 



１０ 高齢者施設以外の販売先（最終販売者が判明しているもの） ※札幌市内分 

≪消費期限：８月２日≫ 

販売先 販売先住所 数量

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区伏古 ９条 ４丁目３－１ 9kg

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区北郷 ４条 ４丁目２２－１ 10kg

産直生鮮市場 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通 ２丁目１－１５ 6kg

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区平岡 ７条 ３丁目１８番４５号 6kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新川店 札幌市北区新川 ２条 １丁目２番４０号 3.6kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新琴似店 札幌市北区新琴似 ７条１２丁目３－３８ 6kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北１０条店 札幌市東区北１０条東 ５丁目７－４ 6kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北４５条店 札幌市東区北４５条東 ４丁目１－１８ 4kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 手稲前田店 札幌市手稲区前田 ２条１３丁目３番２０号 4kg

                           合計   54.6kg 
 

≪消費期限：８月３日≫ 

販売先 販売先住所 数量

ホクノースーパー中央店     札幌市厚別区もみじ台北 ７丁目１－５ 10kg

ホクノースーパー新札幌店    札幌市厚別区厚別中央 １条 ６丁目３－１ 8kg

ホクノースーパーもみじ台南店  札幌市厚別区もみじ台南 ６丁目１－８ 2kg

ホクノースーパー厚別５条店   札幌市厚別区厚別中央 ５条 ６丁目１－２０ 2kg

ホクノースーパー厚別北店      札幌市厚別区厚別北 ２条 ３丁目１－１ 2kg

ホクノースーパー厚別東２号店  札幌市厚別区厚別東 ２条 ４丁目１１－２５ 2kg

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区伏古 ９条 ４丁目３－１ 9kg

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区北郷 ４条 ４丁目２２－１ 10kg

産直生鮮市場 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通 ２丁目１－１５ 6kg

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区平岡 ７条 ３丁目１８番４５号 6kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新川店 札幌市北区新川 ２条 １丁目２番４０号 4.8kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 新琴似店 札幌市北区新琴似 ７条１２丁目３－３８ 4kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北１０条店 札幌市東区北１０条東 ５丁目７－４ 7kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 北４５条店 札幌市東区北４５条東 ４丁目１－１８ 4kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 発寒店 札幌市西区発寒１３条 ４丁目１－７ 4kg

ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙ生鮮市場 手稲前田店 札幌市手稲区前田 ２条１３丁目３番２０号 6kg

ホテル札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北 １条西 ６丁目 北海道会館 2kg

章月グランドホテル 札幌市南区定山渓温泉東 ３丁目２３９番地 2kg

定山渓ビューホテル 札幌市南区定山渓温泉東 ２丁目１１１番地 20kg

株式会社 銀座立田野 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目 さっぽろ東急百貨店 2kg

かみ磯 北第１ふ頭 札幌市中央区北 １条西 ２丁目３－１りんどうビル 1kg

食べ処飲み処 うさぎ家 札幌市中央区南 ４条西 ４丁目ススキノラフィラ 1kg

藤林食糧興業株式会社 札幌市中央区北１２条西２３丁目２－２ 札中卸センター 7.3kg

ホルモン酒場 風土．札幌駅前店 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目札幌ＴＲビル 0.5kg

博多餃子舎６０３ 札幌駅前店 札幌市中央区北 ４条西 ２丁目札幌ＴＲビル 0.5kg

和助 札幌市中央区大通西 ５丁目 昭和ビル 1.5kg

炭火やきとり 大吉 札幌市中央区南１９条西１５丁目 2.5kg

やまもとフードセンター 札幌市中央区南１７条西１５丁目 0.9kg

                           合計   128kg 

 


