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健康危機管理対策支援情報 
                             平成18年 ７ 月 ４ 日 
                               滋賀県衛生科学センター  
                              （健康危機管理情報センター） 

 
 

飲食物由来健康被害に係る発病、潜伏期間、症状（Ⅰ） 
 
特 徴 潜伏期間 主な症状 関連物質・毒素 

1時間未満 吐き気、嘔吐、異常な味覚、口内
の灼熱感 

金属性塩類 

1～2時間 吐き気、嘔吐、チアノーゼ、 
頭痛、めまい、呼吸困難、 
身震い、衰弱、意識不明 

亜硝酸塩 

1～6時間 
(平均 2～4
時間) 

吐き気、嘔吐、むかつき、 
下痢、腹痛、衰弱 

黄色ブドウ球菌 
エンテロトキシン 

2～4時間(下
痢型では 8
～16時間) 

嘔吐、腹部痙攣、下痢、 
吐き気 

セレウス菌 
：嘔吐型 
：下痢型 

6～24時間 吐き気、嘔吐、下痢、喉の乾き、
瞳孔散大、虚脱、昏睡 
 

テングダケ科の毒キノコ

上部胃腸炎
症状（嘔吐、
嘔気）が最初
にあるいは
主に起こる 

1～2日間 嘔吐、嘔気、下痢、時々：腹痛、
頭痛、発熱、悪寒 

ノロウイルス 

12～72時間 咽頭痛、発熱、吐き気、 
嘔吐、鼻漏、発疹 

A群連鎖球菌 
（S.pyogenes） 

咽頭痛と呼
吸器症状が
起こる 2～5時間 灰色の浸出液が拡散した鼻咽頭

炎、発熱、悪寒、咽頭痛、倦怠感、
燕下困難、頸部リンパ節の浮腫 

ジフテリア菌 
(Corynebacterium 
diphtheriae） 

 
米国食品医薬品局、食品安全・応用栄養センター（US・.FDA.CFSAN）編：食中毒に係
る病原微生物および自然毒ハンドブック（http://www.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html）お
よび国立感染症研究所・感染症情報センターホームページより引用 
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飲食物由来健康被害に係る発病、潜伏時間、症状（Ⅱ） 
    
特 徴 潜伏時間 主な症状 関連物質、毒素 

2～36時間 腹部痙攣、腹痛、下痢（ウエル
シュ菌の場合は腐敗性下痢） 
時々、吐き気、嘔吐 

ウエルシュ菌 
セレウス菌 
腸球菌 

12～72時間
(平均 18～
36時間) 

腹部痙攣、下痢、嘔吐、発熱、
悪寒、倦怠感、吐き気、頭痛、 
時々：血性下痢、粘液性下痢 
ビブリオ・ブルニフィーカスと
関係した皮膚病変 
エルシニア・エンテロコリティ
カと関係した虫垂炎 

サルモネラ 
赤痢菌、病原性大腸菌、
他の腸内細菌、腸炎ビブ
リオ、緑膿菌、エルシニ
ア・エンテロコリティカ、
エロモナス、プレシオモ
ナス・シゲロイデス、カ
ンピロバクター・ジェジ
ュニ、コレラ菌、ビブリ
オブルニフィーカス 

1～2日間 下痢、嘔吐、乳幼児に白色下利
便 

ロタウイルス 

1～2日間 嘔吐、嘔気、下痢、時々：腹痛、
頭痛、発熱、悪寒 

ノロウイルス 

3～5日間 下痢、発熱、嘔吐、腹痛、 
呼吸器症状 

腸内ウイルス 

1～6週間 粘液性下痢（脂肪便）、腹痛、 
体重減少 

ジアルジア 
（ランブル鞭毛虫） 

1～数週間 腹痛、下痢、便秘、頭痛、うと
うと状態、潰瘍などに変化 

赤痢アメーバ 

下部胃腸炎
症状（腹部痙
攣、下痢） 
が初期症状 

3～6か月 神経質、不眠症、空腹痛、食欲
不振、体重減少、腹痛 

サナダムシ：無鉤条虫、
有鉤条虫 

 
 
米国食品医薬品局、食品安全・応用栄養センター（US・.FDA.CFSAN）編：食中毒に係
る病原微生物および自然毒ハンドブック（http://www.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html）お
よび国立感染症研究所・感染症情報センターホームページより引用 
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飲食物由来健康被害に係る発病、潜伏時間および症状（Ⅲ） 
  
特 徴 潜伏時間 主な症状 関連物質・毒素 

1時間未満 胃腸炎または神経症状がおこる
（貝毒）の頁（最後）を参照 

① 麻痺性貝毒 
② 神経毒性貝毒 
③ 下痢性貝毒 
④ 記憶喪失性貝毒 

胃腸炎、神経質、かすみ目、チア
ノーゼ、ひきつけ、痙攣 

有機リン酸塩 

唾液過多、発汗、胃腸炎、不整脈、
瞳孔収縮、呼吸困難 

ムスカリン型キノコ：ベ
ニテングダケ 

1時間未満 

しびれ感と刺痛、めまい、蒼白、
胃出血、皮膚の剥離、固視眼、反
射消失、ひきつけ、麻痺（20 分
～3時間） 

ふぐ毒 
（テトロドトキシン） 

しびれ感と刺痛、胃腸炎、めまい、
口渇、筋痛、瞳孔散大、かすみ目、
麻痺 

シガテラ毒（魚毒） 
：毒カマスなど数百種 

1～6時間 

吐き気、嘔吐、刺痛、めまい、衰
弱、食欲不振、体重減少、精神錯
乱 

塩素化炭化水素 

2時間～6日
間（通常 12
～36時間） 

めまい、複視、かすみ目、対光反
射消失、燕下困難、会話困難、呼
吸困難、口渇、衰弱、呼吸麻痺 

ボツリヌス毒素 
（ボツリヌス菌が産生す
る毒素：A,B,E,F型） 

しびれ、脚弱、痙攣性麻痺、視覚
障害、視覚喪失、昏睡 

有機水銀 

神経症状（視
覚障害、めま
い、刺痛、麻
痺）がおこる 

72時間以上 

胃腸炎、脚痛、ニワトリ歩行、足
と手首の下垂 

リン酸トリオルトクレシ
ル（リン酸トリアリル）

 
 
米国食品医薬品局、食品安全・応用栄養センター（US・.FDA.CFSAN）編：食中毒に係
る病原微生物および自然毒ハンドブック（http://www.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html）お
よび国立感染症研究所・感染症情報センターホームページより引用 
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飲食物由来健康被害に係る発病、潜伏時間、症状（Ⅳ） 
 
特 徴 潜伏時間 主な症状 関連物質、毒素 

頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、
コショウのような味、喉の灼熱
感、顔面の腫脹・紅潮、胃痛、
皮膚のかゆみ 

ヒスタミン 
：麦角、動物組織 

口の周囲のしびれ、刺痛感、紅
潮、めまい、頭痛、嘔気 

グルタミン酸ナトリウム
（ハイリスクグループ） 

アレルギー
症状：顔面紅
潮、かゆみが
おこる 

1時間未満 

皮膚の紅潮、温暖感覚、体のか
ゆみ、腹痛、顔面やひざの腫れ 

ニコチン酸 
：強化剤、発色助剤 

4～28 日間
（平均9日） 

胃腸炎、発熱、眼周囲の浮腫、
発汗、筋肉痛、悪寒、極度の衰
弱、息苦しい呼吸 

トリヒナ（旋毛虫） 

7～28 日間
(平均 14 日
間) 

倦怠感、頭痛、発熱、咳、吐き
気、嘔吐、便秘、腹痛、悪寒、
バラ疹、血便 

チフス菌（S.typhi） 

10～13日間 発熱、頭痛、筋痛、発疹 トキソプラズマ 
(T.gondii) 

10～50日間
（平均 25～
30日間） 

発熱、倦怠感、疲労感、食欲不
振、吐き気、腹痛、黄疸 

病原因子が決められてい
ないグループ：たぶんウ
イルス 

一般の感染
症状（発熱、
悪寒、倦怠
感、極度の衰
弱、疼痛、リ
ンパ節腫脹） 
がおこる 

発症期間が
変化（特異
疾患によっ
て決まる） 

発熱、悪寒、頭痛又は間接痛、 
極度の衰弱、倦怠感、リンパ節
の腫脹、その他疾患による特異
症状 

炭疽菌、マルタ熱菌、牛
流産菌、ブタ流産菌、Q
熱菌、野兎病菌、リステ
リア菌、パスツレラ菌、
結核菌およびその属菌、
連鎖桿菌、カンピロバク
ター・ジェジュニ 

米国食品医薬品局、食品安全・応用栄養センター（US・.FDA.CFSAN）編：食中毒に係
る病原微生物および自然毒ハンドブック（http://www.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html）お
よび国立感染症研究所・感染症情報センターホームページより引用 
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飲食物由来健康被害に係る発病、潜伏時間、症状（Ⅴ） 
 

特 徴 潜伏期間 主な症状 関連物質・毒素 
胃腸炎又は神
経症状が起こ
る（貝毒） 

30分～2時
間 

刺痛、口内の灼熱感、しびれ、嗜
眠、つじつまの合わない話、呼吸
麻痺 
重症例は死亡 

麻痺性貝毒（PSP） 
：サキシトキシン 
（ホタテガイ、アサリ、
マガキ等の貝がプランク
トンによって産生された
毒素が蓄積して毒化） 

 2～5 分⇒3
～4時間 

温感、冷感の逆転、刺痛、口唇、
舌、喉のしびれ、筋痛、めまい、
下痢、嘔吐 

神経毒性貝毒（NSP） 
：ブレボトキシン 
（日本にはない：渦鞭毛
藻類が産生する毒素があ
る種の貝類に蓄積） 

 30 分～2,3
時間 

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、悪寒、
発熱 

下痢性貝毒（DSP） 
（渦鞭毛藻類が産生する
毒素がホタテ貝、ムラサ
キガイ等の貝類に蓄積し
て毒化） 

 24 時間(胃
腸炎型) 
～48 時間
(神経型) 

嘔吐、下痢、腹痛、 
精神錯乱、記憶喪失、方向喪失、
発作、昏睡 

記憶喪失性貝毒(ASP) 
（日本にはない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
米国食品医薬品局、食品安全・応用栄養センター（US・.FDA.CFSAN）編：食中毒に係
る病原微生物および自然毒ハンドブック（http://www.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html）お
よび国立感染症研究所・感染症情報センターホームページより引用 
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その他注意すべき感染症、飲食物由来健康被害 
 

疾 患 潜伏時間 主な症状 関連物質・毒素 
インフルエンザ 1～3日間 発熱（３８℃以上） 

頭痛、全身倦怠感、筋関痛 
その後、咳、鼻汁等上気道炎症
状、約１週間で軽快 
高齢者、免疫機能低下者では、
肺炎、気管支炎等の合併症をお
こし、重症化のリスクがあがる
小児では、脳炎、脳症の合併の
可能性あり 

インフルエンザウイルス
（A,B,C の３型あり、流
行をおこすのは、A,B
型） 

高病原性鳥イン
フルエンザ 

1～3日間 突然の発熱、咳、呼吸困難等の
呼吸器症状（インフルエンザ様
症状）、結膜炎、重篤な肺炎、
全身状態の悪化、重症例で死亡

鳥インフルエンザウイル
スH5およびH7 

砒素中毒 急性症状 
(30 分～2
時間) 

激しい嘔吐、血性下痢、激しい
腹痛、食道痛、遅れて、頭痛、
動悸、脱水、血圧低下、ショッ
ク、呼吸不全、多臓器不全、死
因としては循環不全(1 日～4
日) 

重金属（砒素） 

SARS 
（重症急性呼吸
器症候群） 

2日～7日 
最大 10 日
間程度 

① 10 日以内に、SARS の流
行地域より帰国又は
SARS患者の痰、体液に触
れる等の接触がある。 

② 38℃以上の発熱や、咳、息
切れ、呼吸困難等の呼吸器
症状により、SARSを疑う
他に、下痢、頭痛、悪寒、
食欲不振、全身倦怠感等症
状がある。 

③ 医療機関を受診する際に
は必ず事前に連絡する。 

コロナウイルス 

 


