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腸管出血性大腸菌による食中毒について
腸管出血性大腸菌とは
腸管出血性大腸菌とは、ベロ毒素
（VT）、
または志賀毒素（Stx）
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国内におけるヒト由来腸管
出血性大腸菌の血清割合
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腸管出血性大腸菌による
患者発生状況
1996年(平成8年)、大阪府堺市の

腸管出血性大腸菌有症者数は
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側にとっても専門的かつ多種多様な知

異物苦情は増加中！

識や技術が要求されています。

近年、食品製造・販売に携わる者に
とって、
「食品の安全・安心」は日常

混入異物の分類と検査法
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毛根のカタラーゼ反応（陽性）

更にどちらか判断できない場合や混合
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血痕のルミノール反応
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消費者も少なくなく、神経質なまでに
「いつもと違うぞ！ おかしいぞ？
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炭酸カルシウムの含有を確認する試
験でありますが、希塩酸との反応で気

小分類

主な検査法

金属類
ガラス
鉱物（岩石、土）
骨、貝殻、卵殻
食品成分（糖質、タンパク質、脂質）
木片、紙片
血液
プラスチック類
繊維（植物性繊維、合成繊維）
毛髪（人毛、獣毛）
昆虫類、クモ類
寄生虫
植物組織
細菌類（カビ、酵母含む）
塗料片

SEM−EDS
SEM−EDS
SEM−EDS
SEM−EDS、化学反応
FT−IR
FT−IR、顕微鏡
FT−IR、化学反応
FT−IR
FT−IR、顕微鏡
電子顕微鏡、化学反応
目視鑑定
目視、顕微鏡
顕微鏡
顕微鏡、培養法
FT−IR、SEM−EDS

お問い合わせ

②ガス発生反応

①カタラーゼ反応（写真 1）

表 異物の分類とその検査方法
大分類
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泡（炭酸ガス）の発生が確認された場
合には、骨や貝殻片である可能性が示
唆されます。
③ルミノール反応（写真２）
血液の鑑識に使用されるルミノール
試験ですが、血痕と反応し、強い紫青
色の発光を呈します。例えば、包装箱
に付着した 1 ミリ四方程度の痕跡に対
し、ルミノール反応が陽性となり、サ
インペンやポールペンの色素ではなく、
血液であることが確認さたこともあり
ました。

（文責：山本 政利）
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