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調査・資料

過去50年間のわが国の高等植物による食中毒事例の傾向

(平成25年10月4日受理)

登 由 美 桜* 畝山智香子 春日文子

Trends of Plant Toxin Food Poisonings during the Past 50 Years in Japan 

Miou TODA *， Chikako UNEYAMA and Fumiko KASUGA 

Division of Safety Information on Drug， Food and Chemicals， National Institute of Health Sciences: 
1-18-1 Kamiyoga， Setagaya-ku， Tokyo 158-8501， Japan; *Corresponding author 

In the present study， we reviewed food poisoning data published by the Ministry of Health， La-
bour and Welfare of Japan from 1961 to 2010 in Japan to analyze the trends ofplant toxin food poi-
sonings (PTFPs). The annual number of incidents of PTFPs has gradually increased since 1995. 
PTFPs were predominantly caused by Dαturαspp.， Veratrum spp. and Aconitum spp. Although 
PTFPs frequently occurred in April and May， poisonings caused by some plants occurred in all sea-
sons， e.g. Dαturαspp. The major location of PTFPs was .. at home"， and most of the patients had ac-
cidentally harvested poisonous plants. During the past decade， the numbers of incidents of PTFPs 
caused by Verαtrum spp.， Narcissus spp.， Solanum tuberosum and Alocasiαodora were especially 
increased. Consumer advice to prevent PTFPs associated with certain plants that are cultivated in 
gardens and contain toxic substances is needed， because PTFPs caused by such plants are increas-
ing. In addition， education of elementary school teachers and children about the potential risks of 
natural toxins in plants， particularly Solα九μmtuberosum， is desirable. 

(Received 4 October， 2013) 
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緒 -Eヨ
自然毒を原因とする食中毒は. 1年間に報告される食中

毒全体に占める割合は細菌性およびウイルス性に比べると

少ないが 1回の喫食量が少量でも症状が重篤化しやすく

致死的になる場合もあり，食品安全上の問題の中ではリス

ク管理を必要とする優先度が高いと考えられる.著者ら

は，以前の報告において平成元年以降の過去22年間の自

然毒による食中毒事例をまとめ，自然毒の中でも高等植物

を原因とする事例の発生件数がわずかではあるが増加して

いることを指摘した 1) 高等植物による食中毒の多くは家

庭で発生し食用にできる植物と有毒植物との誤認に起因

していることから，今後これ以上増加しないようにするた

めには，消費者に対し誤認による食中毒の危険性とどのよ

うな植物に誤認の可能性があるかを伝えていくことが不可

欠である.その資料として先の報告では過去22年間に発

生した食中毒事例をまとめたが，過去にどのような高等植

物が原因になったのかより多くの知見を集めるため，さら

に過去にさかのぼって調査したところ，時代とともに原因

となる高等植物の種類に変還が見られたため報告する.

キ連絡先 miou@nihs.go.jp 
国立医薬品食品衛生研究所安全情報部:〒158--8501東京都

世田谷区上用賀 1-18--1

本報告では，昭和36年~平成22年の50年間の「全国

食中毒事件録」に報告された事例に基づき，時代とともに

原因の高等植物，発生原因等に違いがあるかを解析しリ

スク管理に役立つ情報を得ることを目的とした.

方 法

厚生労働省監修(平成10年以前は厚生省監修)の「全

国食中毒事件録(昭和36年~平成22年版)Jに記載され

た植物性自然毒による食中毒事例のうち，記載内容に基づ

き高等植物が原因であると考えられた事例を調査対象にし

た食中毒の原因となった高等植物の種類が記載されてい

なかった事例については. i食品衛生学雑誌」の「食中毒

等事件例J.各都道府県の公式ウェブサイトに掲載されて

いた食中毒情報および衛生研究所等の年報を補足資料とし

て使用した.なお. i全国食中毒事件録」において病因物

質が「植物性自然毒jではなく「不明Jと記載された事例

のうち，原因食品がアメリカヤマゴボウとされた事例2

件，シドケとされた事例1件，シナアブラギリの実と記載

された1件については，病因が自然毒と考えられたため本
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研究では対象に入れた.原因施設に関する集計では，都道

府県からの報告が「全国食中毒事件録」に記載されたのが

昭和38年以降であったため，当該年以降を対象とした

地域別の集計は，報告した都道府県に基づき行ったただ

し沖縄県の事例は，全国食中毒事例での掲載が開始された

返還後(昭和48年以降)のデータに基づいている.それ

以前は，琉球のデータとして昭和39年にソテツによる事

例が1件報告されていたことから，この事例は集計に入れ

た.

平成18年に白インゲン豆の不適切な調理法による大規

模な食中毒が発生したが，テレビ放送がダイエット法の1

っとして紹介したことが原因とされる特殊事例のため，本

報告では集計に含めていない.本事例については，平成

18年5月6日の放送日以降， 5月22日12時までに38自治

体より患者数158名(入院者数30名)が厚生労働省へ報

告されている *1

結果および考察

1. 全体的な経年変化

昭和36年~平成22年に全国自治体から厚生労働省へ報

告された高等植物による食中毒事例は，発生件数が計463

件，患者数が計5，699人であった (Table1). その発生件

数および患者数の経年変化を Fig.1に示した昭和42年

には，長崎県佐世保市の学校および事業所において患者数

の合計が3，032人という黄粉を原因食品とする大規模食中

毒3件が報告され， 自然毒による食中毒としては極めて患

者数が多い事例が発生していたこの食中毒事例では，原

因食品である米国産の輸入大豆を原料に製造された黄粉か

らアルカロイドが検出されている.黄粉から検出されたア

ルカロイドの種類は特定されていなかったが，症状が

“ロートエキス中毒に類似している"と報告されているこ

とから，チョウセンアサガオやハシリドコロ等のトロパン

アルカロイドを含む植物が原料の大豆に混入したのではな

いかと考えられる 2)

Fig. 1の経年変化によると，高等植物による食中毒は毎

年2件以上発生していた 平成7年からは毎年10件以上が

報告されており，多い年には25件を超え，近年増加する

傾向が見られた.ただし本研究では昭和36年までさか

のぼって調査していることから，時代によって食中毒とし

ての取扱い方や事例の報告状況が異なるというバイアスが

考えられ，発生件数が純粋に増加しているかは定かではな

い.昭和47，58年，平成12. 16， 18年に患者数が突出し

ているのは，学校でのジャガイモを原因とする集団食中毒

が発生したためである.一方 平成7年に患者数が多いの

は，地場の野菜，山菜等をできるだけ使用して自ら調理す

るというイベントで提供された豆腐の味噌汁の原材料にオ

オパギボウシと誤認したコパイケイソウが使用され，患者

*，報道発表資料・平成18年5月22日白インゲン豆の摂取によ
る健康被害事例について
http://www.mhlw.go.jplhoudoul2006/05Ih0522-4.html 
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数95名という大規模食中毒の発生による 3)

2. 季節的特徴

食中毒発生件数の月別の比較では， Fig.2に示したよう

に新芽が出てくる 4，5月が特に多かった.これは， トリカ

ブト属(以下， トリカブト類)と食用のニリンソウやモミ

ジガサ(シドケ).パイケイソウおよびコパイケイソウ

(以下，パイケイソウ類)と食用のギボウシ類(ウルイ)， 

イヌサフランと食用のギヨウジャニンニク(ヒトピロ)や

オオアマドコロ，ハシリドコロと食用のフキノトウやタラ

の芽などのように，互いの新芽や若葉が酷似していること

による誤認が要因であった. しかしながら，高等植物によ

る食中毒は新芽の季節だけでなく，件数は減少するものの

通年で発生していた.例として，チョウセンアサガオ属お

よびキダチチョウセンアサガオ属(以下，チョウセンアサ

ガオ類)を原因とする食中毒では，根がゴボウ，葉がモロ

へイヤ，菅がオクラ，種子がゴマと誤認されるため年中報

告されており 1) 特に根をゴボウと間違えた事例は開花時

期後の 10月下旬から4月頃に多い.また，漬物に使用さ

れるキク科のモリアザミの根が「ヤマゴボウjと称して販

売されていることがあり，ヨウシュヤマゴボウなどのヤマ

ゴボウ科ヤマゴボウ属(以下，ヤマゴボウ類)の根を食用

にできると勘違いしたことによる食中毒が，季節に関係な

く発生している.

3. 発生地域および原因施設の特徴

都道府県別の食中毒発生件数をFig.3に示した過去

50年間の合計では，北海道および山形県が30件以上で最

も多く，次いで東京都，長野県，岩手県および新潟県が

20~29件と多かったこれら発生件数が多かった自治体

で報告された原因の主な高等植物の種類には違いが見ら

れ，北海道，山形県および岩手県ではトリカブト類が圧倒

的に多かったが，東京都および新潟県ではトリカブト類に

よる事例はそれぞれ1件と少なかったまた，東京都では

パイケイソウ類，ヤマゴボ、ウ類，ハシリドコロおよびジャ

ガイモ，長野県ではハシリドコロ， トリカブト類およびパ

イケイソウ類，新潟県ではパイケイソウ類およびスイセン

による事例がほかの高等植物よりも多く報告されていた.

昭和38年以降の事例について原因施設別に集計したも

のを Fig.4に示した.自然毒による食中毒は，高等植物に

限らず¥有毒魚貝類および有毒キノコについても自ら採取

したものまたは知人から譲り受けたものを喫食することに

よる事例が多く，原因施設の大部分は「家庭Jである 1)

しかし高等植物の事例がほかの自然毒と異なるのは，

「家庭」の次に「学校」が多いという点であり，その原因

としてはジャガイモによる食中毒の発生が寄与していた.

データは示していないが昔は子どもがドクウツギの実

やギンナンなどを喫食して中毒になった事例が複数報告さ

れていたが，近年はジャガイモを除いて子どもでの食中毒

事例の報告が少なくなった. しかしながら，荒木ら 4)の

報告によれば. 1996~2012年に日本中毒情報センター

(JPIC)で受信した植物についての問い合わせのうち7割
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Table 1. わが国における高等植物による食中毒事例の病因植物，発生件数，患者数および死者数

病因植物 科名 [APG植物分類体系] 主な有毒成分注)
発生件数 患者数 死者数

(件) (人) (人)

チョウセンアサガオ類 スコボラミン

(チョウセンアサカwオ属， ナス科 (Solanaceae) 1-ヒヨスチアミン 83 307 。
キダチチョウセンアサガオ属) アトロピン (dlーヒヨスチアミン)

ジェルピン

パイケイソウ類
シュロソウ科 (Melanthiaceae)

ベラトラミン
79 338 。

(バイケイソウ，コパイケイソウ) シクロノtミン

プロトベラトリン

アコニチン

トリカブト類(蜂蜜含む) キンポウゲ科 (Ranunculaceae)
メサコニチン

78 218 10 
ヒパコニチン

ジ、ェサコニチン

ヤマゴボウ類 ヤマゴボウ科 (Phytolaccaceae) フィトラッカトキシン 38 209 。
リコリン

スイセン ヒガンバナ科(Amaryllidaceae) ダゼチン 31 137 。
ガランタミン

ジャガイモ ナス科 (Solanaceae)
α.ソラニン

23 918 。
αーチャコニン

スコポラミン

ハシリドコロ ナス科 (Solanaceae) 1-ヒヨスチアミン 16 55 。
アトロピン (dl-ヒヨスチアミン)

クワズイモ サトイモ科(Araceae) シュウ酸カルシウム 14 64 。
ドクウツキ、 ドクウツギ科(Coriariaceae) 

コリアミルチン
14 28 5 

ツチン

アブラギリ トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
(不飽和脂肪酸)

7 110 。
エレオステアリン酸

イヌサフラン イヌサフラン科(Colchicaceae) コルヒチン 6 16 2 

ジギタリス オオバコ科 (Plantaginaceae)
ジギトキシン

6 7 2 
ギトキシン

ドクゼリ セリ科 (Apiaceae(Umbelliferae)) シクトキシン 6 41 

シキミ マツブサ科 (Schisandraceae) アニサチン 5 21 1 

ユウガオ ウリ科 (Cucurbitaceae) ククルピタシン類 5 14 。
ヒョウタン ウリ科 (Cucurbitaceae) ククルビタシン類 3 21 。
テンナンショウ類

サトイモ科(Araceae) シュウ酸カルシウム 4 8 。
(マムシグサ等)

(青酸配糖体)

ウメ バラ科 (Rosaceae) アミグダリン 3 4 1 

プルナシン

ギンナン イチョウ科 (Ginkgoaceae) 4-0ーメチルピリドキシン 3 4 2 

アジサイ アジサイ科 (Hydrangeaceae) 2 9 。
グロリオサ イヌサフラン科 (Colchicaceae) コルヒチン 2 2 2 

ソテツ ソテツ科 (Cycadaceae) サイカシン 2 9 。
リコリン

タマスダレ ヒガンバナ科 (Amaryllidaceae) ダゼチン 2 16 。
ガランタミン

ドクニンジン セリ科 (Apiaceae(Umbelliferae)) 
コニイン

2 2 。
y-コニセイン

カラー サトイモ科(Araceae) シュウ酸カルシウム 1 3 。
ゲルセミシン

カロライナジャスミン ゲルセミウム科(Gelsemiaceae) ゲルセミン 1 2 。
センペルピリン

キダチタバコ ナス科 (Solanaceae) アナバシン l 4 。
キルタンサス ヒガンバナ科 (A皿 aryllidaceae) リコリン 2 。
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Table 1 続き

病因植物 科名 [APG植物分類体系] 主な有毒成分注)
発生件数 患者数 死者数

(件) (人) (人)

ザゼンソウ

シャクナゲ

ツツジ(蜂蜜)

ホツツジ(蜂蜜)

シュロソウ

タバコ

ダリア

フジの実

マレイン

ヤハズエンドウ

八升豆

黄粉

不明/無記載

注)参考資料

言十

サトイモ科他国民ae)

ツツジ科 (Ericaceae)

ツツジ科 (Ericaceae)

ツツジ科 (Ericaceae)

シュロソウ科 (Melanthiaceae)

ナス科 (Solanaceae)

キク科 (Asteraceae(Compositae)) 

ジンチョウゲ科 (Thymelaeaceae)

ゴマノハグサ科 (Scrophulariaceae)

マメ科 (Fabac沼田 (Leguminosae)) 

マメ科 (Fabaceae(Leguminosae)) 

シュウ酸カルシウム

グラヤノトキシン類

グラヤノトキシン類

グラヤノトキシン類

ジェルピン

ベラトラミン

シクロノfミン

プロトベラトリン

ニコチン

・佐竹元吉(監修).学研フィールドベスト図鑑vo1.l6日本の有毒植物. (株)学研マーケテイング (2012)

-厚生労働省(監修).公定試験法・標準試験法詳解食品衛生検資指針理化学編. (社)日本食品衛生協会 (2005)

-厚生労働省ホームページ 自然毒のリスクプロファイルhttp://www.mhlw.go・.jp/topics/syokuchu/poisonlindex.html
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Fig.1. わが国における高等植物による食中毒の発生件数および患者数の経年変化
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平成18年に発生した白インゲン豆の食中毒事例は，テレビ放送がダイエット法の 1っとして紹介したことが原因とされる
特殊事例のため，本研究では含めていない.

近くは5歳以下に関するものであり， ドングリ，ジャガイ

モ，ウメ(青梅)，ポトス，クワズイモ，ギンナンおよび

アサガオ等が多く，多くは不慮の事故によるとされてい

る.本研究では食中毒として厚生労働省へ報告された事例

のみを対象に集計しているため，一見子どもの事例報告が

減少しているかのように見えるが，子どもは物をなめたり

口に入れやすいことやJPICの受信記録を考慮すると一概

に減少しているとは言えず，今後も子どもの被害が起きや
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すいことを認識しておく必要がある.

4. 病因植物の特徴

高等植物の種類別に食中毒の発生件数，患者数および死

者数を Table1に 示 し 死 亡事例についてはTable2にま

とめた.発生件数の合計では，チョウセンアサガオ類

(83件)，パイケイソウ 類 (79件)お よびトリカブト 類

(蜂蜜の事例7件を含む78件)が特に多く， この3種で全

体の約5割を占めた.チョウセンアサガオ類およびハシリ

ドコロには，有毒成分としてスコポラミン， 1-ヒヨ スチア

ミン，アトロピン (dl-ヒヨスチアミン)といったトロノT

ンアルカロイドが全草に含まれており，摂取するとアセチ

ルコリンの結合が遮断されて副交感神経系抑制の中毒を生

じる.一方， トリカプト類には有毒成分と してアコニチン

150 
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4
 (

廿
宇
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Fig.2. わが国における高等植物による食中毒事例の月別
発生件数

系アルカロイドが全草に含まれており，ナトリウム (Na)

チャンネルに作用しNaの細胞内への流入による脱分極を

生じさせて神経系の中毒を誘発する 5) トリカブト類によ

る食中毒の発生要因は主に若葉を食用の山菜と誤認するこ

とに起因するが，ほかに蜂蜜の喫食による事例が少なくと

も7件報告されており，原因は野生蜂蜜の喫食であった

これは， トリカプト類の開花時期に集められた蜜にはトリ

カブトの花粉やアコニチン系アルカロイドが含まれる場合

があるからである.養蜂では当該時期の蜂蜜の採集を避け

ているが，そのことを知らない人がトリカプト生息地域の

野生蜂蜜を摂取した場合には食中毒を生じる可能性があ

る.蜜腺のアコニチン系アルカロイドの含量については，

最も含量が多い塊根に次いで、多いことが報告されている 6)

パイケイソウ類には，有毒成分としてジェルピン，ベラト

ラミン，シクロパミン，プロトベラトリン等のステロイド

アルカロイドが含まれている 5) パイケイソウ類もトリカ

4% 

-家庭

図学校

口事業場

図飲食庖

ロ採取場所

口他1)

Fig.4 わが国における高等植物による食中毒事例の原因施設

1)旅館，製造所，販売庖，その他，不明/無記載
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Fig.3. わが国における高等植物による食中毒事例の地域別発生件数
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食中毒事例の発生が10件以上報告された高等植物
の10年ごとの発生件数の変化

Fig.5. 

症例は確認されている 7)，8) 食中毒と しては取り扱われて

いない事例であるが，他のコルヒチン含有植物としてユリ

科植物のサンダーソニアの球根の喫食による中毒症例も報

告されている 9) イヌサフランおよびグロリオサによる中

毒の主な要因は，イヌサフランはニンニク，ギョウジャ ニ

ンニク，タマネギ，アマドコロおよびサフラ ンとの誤認，

グロリオサはヤマイモとの誤認であった.さらに，平成

25年6月にもジャガイモやミョウガと間違えてイヌサフ

ランの球根を摂取した事例が立て続けに報告されている.

最近はこれらの植物を園芸植物と して見かける機会も増え

ており，コルヒチン含有植物が身近になっただけでなく少

量でも症状がかなり重篤化することも考慮すると，発生件

数は少ないかもしれないが今後特に注意を向けておくべき

である.

5. 近年増加傾向の病因植物

本研究では，近年に発生件数の増加傾向が見られたパイ

ケイソウ類，スイセン，ジャガイモおよびクワズイモに特

に着目し，それぞれの経年変化および月別の発生件数を

Fig.6にまとめた

パイケイソウ類は，新芽をギボウシ類(ウルイ)および

ギョウジャニンニク(ヒトピロ)と誤認する場合が多く，

4， 5月に発生していた.また発生地域は，西は岐阜県，

愛知県から東は山形県，宮城県までの範囲にほぼ集中して

いた 経年変化では，昭和40年代後半から報告されるよ

うになり，最近は平成 17年の年間7件をピークに毎年報

告されている.

スイセンは，葉をニラと誤認する場合が多く， 11月か

ら翌6月にかけて発生していた.ほかに，ノビルやタマネ

ギと誤認した事例も報告されていた平成 14年以降は毎

年報告されており，多い年で年間6件報告されていた

26 

ブト類と同様に若葉を食用の山菜との誤認が主要因であっ

た.一方，さまざまな部位が誤認されるチョウセンアサガ

オ類については，隣家から譲り受けた種子をゴマと思って

使用した，庭の土中に埋めておいたゴボウと一緒に根を掘

り出した，ゴボウの栽培場所の側に自生していた，観賞用

に植えておいた側にゴボウを栽培した，知人から譲り受け

た種子をモロへイヤの種子と同じ場所に保管して栽培時に

取り違えた，ナスの台木として接ぎ木したため実ったナス

が有毒化したなど，さまざまな状況が報告されていた.上

記3種に次いで、食中毒の発生件数が多かったのは，ヤマゴ

ボウ類 (38件)，スイセン (31件)およびジャガイモ (23

件)であった 患者数は前述した黄粉を除けば，ジャガイ

モを原因とする事例で918人と多く，次いでパイケイソウ

類 (338人)，チョセンアサガオ類 (307人)， トリカブト

類(蜂蜜の事例含む218人)，ヤマゴボウ類 (209人)お

よびスイセン (137人)が多かった パイケイソウ類は，

平成7年の患者数95人という大規模食中毒が影響 してい

た死者数ではトリカブト類が最も多く (10人)，次いで、

ドクウツギ (5人)であった死亡事例で、特徴的だ、ったの

は， トリカブト類，イヌサフランおよびグロリオサ以外は

すべて平成元年より前の報告であり，近年の報告ではない

ことであった.

さらに，過去50年間における発生件数が10件以上で

あった高等植物9種について， 10年ごとの発生件数の変化

をFig.5に示した.これら 9種のうち，ヤマゴボウ類，ハ

シリドコロおよびドクウツギによる事例は近年減少しパ

イケイソウ類，スイセン，ジャガイモおよびクワズイモに

よる事例は増加している傾向が見られた.ほかに，発生件

数が10件には満たないためFig.5には示さなかったが，

近年新たに食中毒事例として報告されるようになったもの

としてイヌサフランおよびグロリオサがある.これら 2種

は細胞有糸分裂の抑制作用を持つコルヒチンを全草に含む

ため，摂取すると消化器症状に続いて骨髄機能の抑制，腎

臓および肝臓機能不全などの重篤な症状を呈し致死的に

なる場合も多い 5) 実際に各2件， 2人の死亡事例が報告

されていたまた食中毒の事例としては，イヌサフランは

平成15年，グロリオサは平成 18年が最初の報告であった

が，学術文献の検索をすると，それ以前にも囲内での中毒
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毒への認識不足が懸念される.そのため，学校教育に教育

担当者と子どもが自然毒について学べるような内容を取り

入れ，ジャガイモに限らず自然毒の危険性について広く理

解を深める取組みが重要である.

さらに，ほかの特徴として，平成18年のテレビ番組を

きっかけとした白インゲン豆による食中毒事例のように，

健康志向や自然食ブームによる影響も挙げられる.テレビ

番組の内容は，白インゲン豆を食べるとあたかもダイエッ

トができるかのように思わせるものであった.テレビ番組

で紹介された調理法は， I白インゲン豆を 2~3分煎り，粉

末状にして食べる」というもので，これを大さじ2杯程度

喫食した人たちが吐き気，日匝吐，下痢の症状を呈した白

インゲン豆が糖タンパクのレクチンを含むことは従前から

知られており， レクチンは加熱により変性することから，

従来の調理法のように水に浸漬してから沸騰状態で十分に

加熱すれば安全に食すことができる.しかしながら，テレ

ビ番組で紹介された調理法では加熱が不十分となり，食中

毒の発生に至っている.この事例のように，今後も，健康

やダイエットに良いかもしれないという理由で従来とは異

なる調理方法を用いて中毒が発生する可能性も十分に考え

られる.健康志向が影響したほかの例としては，平成20

年に北海道において，知人から「血圧を下げる効果があ

る」と言われて譲り受けたシャクナゲの葉を煎じて摂取し

た人の食中毒事例なども報告されている 10)

今回の調査対象としたほとんどの食中毒事例では，有毒

植物と食べられる植物との誤認が主な原因であった高等

植物による食中毒の発生時に調査を難しくしているのは，

患者は有毒植物との認識はなく食べられる植物だと思って

喫食しているため，発生時に何が原因食品なのか全く分か

らない場合があることである.さらに，植物によっては地

方名で呼ばれている場合もあり，患者が何を食べて中毒に

なったのか特定するのに時間がかかることも多い. しかも

症状が重篤な場合も多いことから，患者本人からの聞き取

りが不可能なこともある.これらの点を石沢ら 11)が指摘

しており，可能な限り家族などから慎重に聞き込みを行

い，有毒植物を原因とする可能性があればなるべく迅速に

「植物の種類jと「喫食量」を特定することが早期の適切

な治療にも役立つとしている.そのためには，過去にどの

ような有毒植物による食中毒が発生したか，発生要因およ

び症状，状況はどうであったか，どのような種類の食用植

物と誤認したかなど，多数の事例報告を蓄積して教訓にし

ていくことも重要である.本研究は高等植物による食中毒

の発生状況の傾向を解析したものであり，得られた知見が

今後の食中毒予防に役立てば幸いである.また，発生件数

の多い高等植物のみ有毒成分の生理作用等の特徴について

簡単に説明を加えたが，ほかの植物についてはほかに総説

等の詳細な資料が公表されているためそちらを参考にされ

たい.

過去50年間のわが国の高等植物による食中毒事例の傾向

ジャガイモによる食中毒事例は，昭和44年以前は食中

毒として取り扱われなかった可能性も考えられるが， I全
国食中毒事件録」に記載されたデータのみで判断すると，

平成10年頃から発生がやや増加しているように見える.

昭和45年以降に合計23件報告され，そのうち 21件は学

校で発生しており，多くは自然教育の一環として学校の敷

地内の菜園等で栽培されたジャガイモの喫食が原因で、あっ

た.発生要因は，過密栽培，肥料不足および不十分な栽培

期間によるジャガイモの未成熟化，不十分な土寄せや日が

当たる場所での不適切な保管によるジャガイモの緑化など

であった.また，グリコアルカロイド (αーソラニン， α・

チャコニン)の含量が多い皮付きのまま喫食するケースが

多く報告されていた

クワズイモは，葉柄を，同じくサトイモ科で葉の形状が

よく似た食用のハスイモと誤認する場合が多かった.食中

毒の発生件数自体は年 1~2件と少ないが，平成4年以降

にたびたび報告されていた.クワズイモは熱帯~亜熱帯地

域に分布する植物であるが，常緑性の多年草であることか

ら最近は観葉植物として販売されており身近な植物になり

つつあるため，今後も注視していく必要がある.

6. 近年の主な特徴と今後の課題

過去50年間にわが国で発生した高等植物による食中毒

事例の傾向を解析した結果，高等植物による食中毒事例の

報告数は僅かずつではあるが増加していることが確認され

た.

食中毒の病因植物は多様であったが，時代によってその

種類は変化していた.近年の特徴は，スイセン，イヌサフ

ラン，グロリオサおよびクワズイモなどの園芸植物による

事例が特に目立つようになったことである.原因として

は，流通する園芸植物の種類が多くなっただけでなく，珍

しい種類でも通信販売等で簡単に入手できるようにもな

り，購入者が十分な情報を得ないまま自らの庭，家庭菜園

や畑のそばで栽培したり，鑑賞したりできるようになった

ことが一因と考えられる.そのため，たとえ有毒成分を含

むことが既知の植物だ、ったとしても，そのことを購入者が

知らない場合も多く，今まで注意を向けていなかった有毒

植物により新たな食中毒が発生する可能性が考えられる.

これら園芸植物による食中毒予防のためには，園芸植物の

中にも有毒なものが存在するという注意喚起を徹底する必

要がある. 1つの有効な手段としては，種子や球根，苗等

の販売時に，有毒であることや，食用不可および誤食注意

等の注意書きを添えることである.最近になって，これら

の注意書きが添付されているものを見かけることもある

が，その数はまだ少なく，文字が小さくて読みづらいなど

注意喚起としては十分なものにはなっていない.

ほかに，幼稚園および小学校でのジャガイモによる食中

毒事例が例年報告されるようになったことも近年の特徴で

ある.ジャガイモにソラニン類が含まれることは従前より

良く知られてはいるが，前述のような不適切な栽培および

保管等が要因で食中毒が発生しており，教育担当者の自然
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Fig.6. 近年に発生件数の増加傾向が見られる高等植物

昭和36年~平成22年において食中毒事例が10件以上発生し，最近10年間の発生件数が増加している高等植物4種の特徴:

過去50年間の経年変化，月別発生件数
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過去 50年間のわが国の高等植物による食中毒事例の傾向

(調査・資料)
登由美桜本畝山智香子春日文子

食衛誌 55(1)， 55-63 (2014) 
厚労省監修の「全国食中毒事件録Jをもとに，昭和 36

年~平成 22年の高等植物による食中毒事例の傾向を分析

した食中毒発生件数の合計は，チョウセンアサガオ類，

パイケイソウ類およびトリカブト類で、多かった月別発生

件数では 4，5月に多いものの，チョウセンアサガオ類な

ど年中発生しているものもあった.主な原因施設は「家

庭jであり，多くは患者が自ら原因植物を採取していた

最近 10年間に顕著な増加が見られたのは，パイケイソウ

類，スイセン，ジャガイモおよびクワズイモであった.近

年の主な特徴は，園芸植物による事例が目立つようになっ

たこと，小学校等の授業の一環で採取・調理されたジャガ

イモによる事例が増加していることである.今後，園芸植

物の中にも有毒なものが存在するという消費者向け注意喚

起を徹底し教育現場では教師と子どもが自然毒の危険性

への理解を深める取り組みが必要であると考えられた

*国立医薬品食品衛生研究所安全情報部
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