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このヒ素による暴露人口は数千万人にも
及んでおり、安全な飲料水を確保すること
が困難な地域にとって、公衆衛生上の重
大かつ深刻な問題です３）。
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セレウス菌食中毒とは？
〜大量のチャーハン、
スパゲッティ等の調理時に要注意！〜
電子顕微鏡写真：国立感染症研究所資料

１ セレウス菌と芽胞について
皆さん、お米を炊いて２〜３日放置後
にシャモジですくったら、御飯が納豆の
ように糸を引いてビックリした経験はあ
りませんか？これは、セレウス菌などの仲
間がいたずらした腐敗現象です。
セレウス菌（Bacillus cereus）は、
自然
界に広く分布する枯草菌や納豆菌と同
じ土壌細菌の仲間で、食物の腐敗細菌と
して古くから知られており、バシラス属に
分類される好気性芽胞形成菌です。芽胞
とは、栄養や温度などの環境が悪化した
状態に置かれた時に細菌内部に形成さ
れる熱や乾燥に耐えられるカプセルの
ような構造体のことで、ひとたび生息環
境が整うと復活し、先述の御飯のように
大増殖してきます。細菌が生き延びるた
めの狡猾な手段で、バシラス属やクロス

トリジウム属など一部の細菌の持つ特技
です。
セレウス菌は穀類、豆類など多くの農
畜水産物に付着して調理現場に持込ま
れ、食中毒を引き起こします（表１）。芽胞
状態の菌には耐熱性があるので、通常の
加熱調理では、食品中に本菌が生残して
いることがあります。なお、名前の由来は
穀物（シリアル）からきているそうです。
２ セレウス菌食中毒には２つのタイプ
セレウス菌による胃腸炎は、感染症法
における５類感染症の感染性胃腸炎の
中に含まれ、1972年（昭和47）に本菌が
厚生労働省により食中毒菌と認定され、
それ以後、本菌による食中毒件数が統計
処理されています。過去10年間の食中毒
発生件数を平均すると、全発生数が年
1,114件に対し、セレウス菌食中毒の割

表１ セレウス菌の特徴
形態・大きさ

通性嫌気性グラム陽性桿菌

増殖至適温度

28〜35℃

分

土壌、河川、農畜水産物など

布

有り、耐熱性（90℃ 60 分の加熱に抵抗性）

芽胞形成
表２

1〜1.2µm×3〜5µm

国内における食中毒発生件数に占めるセレウス菌食中毒

年

次

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

食中毒総件数 1,289 1,369 1,048 1,254 1,062 1,100
ｾﾚｳｽ菌件数

8

21

13

15

10

931

2

976 1,202

8

6

6

912
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表３ タイプ別セレウス菌食中毒の特徴
嘔吐型

食中毒のタイプ
日本に多い

下痢型
欧米に多い

毒素型食中毒（食物内毒素産生型） 感染型食中毒（生体内毒素産生型）

特徴

黄色ブドウ球菌食中毒に類似

ウェルシュ菌食中毒に類似

毒素産生の場所 食品中

小腸内

潜伏期

30分〜6時間

8〜16時間

主な症状

吐き気、嘔吐、腹痛

腹痛、水様下痢

セレウリド
（嘔吐毒）
；環状ペプチド

エンテロトキシン
（下痢毒）
；タンパク質

耐熱性：121℃90分でも安定

易熱性：56℃５分で失活

毒素名と特徴

合は低く、年9.5件です（表２）１）。
セレウス菌食中毒には表３に示した２
つのタイプがあり、
ともに産生する毒素が
関与し、
「嘔吐型」
と
「下痢型」のタイプに
分類されます。前者の症状は、黄色ブドウ
球菌食中毒で見られる嘔吐と良く似てい
ます２,３）。
また、嘔吐型毒素は食品中で産
生され加熱しても壊れにくいので、食前の
加熱では予防できません。一方、後者の
症状は食後８〜16時間で水様性下痢や
腹痛が主に現れ、
ウエルシュ菌食中毒の
場合とよく似ています２,３）。食品中の芽胞
状態でない菌を少なくして、腸管内での
下痢型毒素産生を抑制するために、食前
の十分な加熱が役立ちます。いずれのタ
イプも通常の症状は軽度の場合が多く、
発熱も見られません。
３ 予防のポイントは？
一般的な食中毒の予防である
「つけな
い」
「ふやさない」
「やっつける」の３原則
を守ることです。
しかし、セレウス菌はウ
エルシュ菌と同様に芽胞を作るため「や
っつける
（加熱殺菌する）」
ことが困難な
細菌です。
また、食品中に一度産生した毒
素は加熱しても安定で、やっつけることが
できません。
そのため、具体的には以下の注意点に
取り組み、予防することが大事になりま
す。
１）チャーハンやスパゲッティなどを大量
に調理して作り置きしない。
２）調理の際は十分に加熱し、調理済み
食品はできるかぎり早めに食べ、保存
しない。
３）調理後の保存は、放置せず速やかに
冷却して冷蔵庫で行う。冷蔵保存した
ことで安心しない。
４）夏期に多く発生しているので、暑い時
期の米飯食品等の取扱いに注意する。
（文責：大村 正美）

消化酵素や熱、酸・アルカリにも安定 ペプシンなどの酵素やpH4以下で失活

主な原因食品

ＴＥＬ

米飯類：チャーハン、
ピラフ

食肉製品や野菜

麺類：スパゲッティ、焼きそば
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