
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)(3)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和3年7月11日
バッテリー（リチウムイオン、
模型用）

長崎県

2 令和3年7月25日 遊戯施設（トランポリン） 埼玉県

3 令和3年4月30日 障害児入所施設 宮城県

4 令和3年7月29日 接続具（金属可とう管） 秋田県

5 令和3年8月1日 ガス給湯器 埼玉県

6 令和3年5月16日 ノートパソコン 大阪府

7 令和3年7月3日
その他のサービス（スイミング
スクール）

東京都

　(2) 事故情報（食中毒情報）

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和3年7月21日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 石川県

2 令和3年7月24日 アニサキス 岩手県

3 令和3年7月28日 カンピロバクター 熊本県

4 令和3年7月28日 セレウス菌 東京都

5 令和3年7月12日 アニサキス 神奈川県

6 令和3年7月29日 カンピロバクター 秋田県

7 令和3年7月12日 カンピロバクター 東京都

　(3) 事故情報（指定成分等含有食品健康被害情報）

症状発現日

1 不明

2

朝、昼と摂取したところ、
夕食前にかゆみが生じ、
夕食後に摂取30分後に全
身に湿疹が生じた。

障害児入所施設において、職員が利用者に薬を重複して与えてしまい、
当該利用者が薬を誤服用。

ガスふろがま（ＢＦ式）を使用中、接続具（金属可とう管）よりガスが漏え
いし、爆発が発生。

ガス給湯器から爆発音が生じ、当該ガス給湯器の前面パネルが分離。

スイミングスクールの指導中に幼児が溺れ、救急搬送。11日間入院。

飲食店（7月27日の食事）

飲食店（7月9日の食事）

飲食店（7月23日の食事）

指定成分等

コレウス・フォルスコリー

主な症状（自己申告を含む）

左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

販売店（7月10日に販売された弁当）

飲食店（7月28日の食事）

飲食店（7月26日の食事）

原因施設・原因食品

飲食店（7月18日の食事）

コレウス・フォルスコリー 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

ノートパソコンを使用中、当該ノートパソコンから異臭が発生し、発煙。

令 和 ３ 年 8 月 13 日

　　　　　　　　News Release

　消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしま
したので、お知らせします。

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

事故内容

ドローン用バッテリーを充電中、当該バッテリーが溶融し、発煙。

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、頭から落下し、頸部捻挫。



3 不明

4 摂取数日後

5 摂取7日後頃

6 不明

7 摂取5～6年間後

8 摂取15分後

9 不明

10 令和3年4月

11 不明

12 平成27年6月頃

13 令和2年7月17日

14 不明

15 令和2年12月12日

16 令和3年1月頃

17 不明

18 2回摂取後

19 令和2年2月頃

20 令和2年2月10日

21 摂取後2週間目

22 不明

23 不明

24 摂取2日後

25 不明

26 令和2年8月21日

27
令和2年8月6日（かゆ
み）、令和2年8月14日（発
疹）

28 不明

29 不明

30 不明

31 令和2年7月頃

32 令和2年9月24日 ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、嘔気・嘔吐、めまいを
発症。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、臨床検査値が異常。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。
体重が増加。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、腹痛、下痢、胃腸痛・
不快感を発症。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、肝機能の数値が上昇。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、発疹（左臀部下、腹
部、右大腿部）、かゆみ（肛門）を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、指の関節の腫れ・痛み
を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、片頭痛、めまい及び吐
き気を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、湿疹・赤み（手、足、
腿、あごの下）を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、赤い湿疹（顔、喉、腕
の内側）を発症。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、激しい動悸を発症。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、胃痛を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、腹痛や胃腸の張り・痛
みを発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹、顔の湿
疹を発症。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹（肘の内
側・上腕の内側）を発症。

プエラリア・ミリフィカ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、蕁麻疹を発症。

プエラリア・ミリフィカ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、しこり（脇）を発症。

ブラックコホシュ

左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、e-GFR低下。

コレウス・フォルスコリー
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ、発疹、発赤、
咽頭閉塞に該当する腫れ・痛み及び目の充血を発症。

コレウス・フォルスコリー
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、低カリウム血症を発
症。

コレウス・フォルスコリー
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、GOT、GPT及びγ-
GTP上昇。

左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、胃痛、胃不快感を発
症。

プエラリア・ミリフィカ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、「脳にきている」という
症状を発症。

コレウス・フォルスコリー 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

コレウス・フォルスコリー 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、甲状腺の腫れを発症。

コレウス・フォルスコリー
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹、腹痛を
発症。

コレウス・フォルスコリー 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、ALT上昇。

コレウス・フォルスコリー

プエラリア・ミリフィカ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

プエラリア・ミリフィカ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取（約半年間）後、不正性器
出血、月経不順を発症。

プエラリア・ミリフィカ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、不正性器出血を発症。



33 令和2年4月頃

34 令和2年3月中旬頃

35 令和2年11月4日頃

36 不明

37 不明

38 不明

39 摂取5日後

（注）上表は、厚生労働省ウェブサイト「指定成分等含有食品（健康被害情報）」での公表を基に、消費者事故の内容を取りまとめたものです。

　

２．リコール・自主回収情報

　(1) リコール・自主回収情報（食品関係）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 冷凍食品（ハンバーグ　他）（計2件）
アレルギー（卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日／販売地域　福岡県)

生鮮レモン 成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。

賞味期限内の一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月23日／販売地域　沖縄県)

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、乳腺症の痛みを発症。

プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、母乳が分泌。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹（脇、胸の
下）を発症。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、肝機能の数値上昇。

ブラックコホシュ 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、臨床検査値が異常。

届出内容製品名等

生鮮バナナ

牛乳
一部商品に凝固、分離及び風味不良が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月18日）

中華めん
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月26日)

レトルト食品（カレー）
保存温度表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月26日)

豚肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日／販売地域　愛知県)

和菓子（計4件）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月28日／販売地域　兵庫県)

豆腐
加熱殺菌後の冷却不十分による腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月3日／販売地域　北海道)

弁当
アレルギー（えび、乳、いか、牛肉、ごま、さば、豚肉、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月21日／販売地域　石川県)

魚肉練り製品（計4件）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月27日／販売地域　高知県)

冷凍食品（カレー）
アレルギー（小麦、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（牛肉、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日／販売地域　栃木県)

菓子パン

成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月9日)

鶏肉
保存温度及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日／販売地域　埼玉県)

惣菜（コロッケ、メンチカツ）
アレルギー（えび、牛肉、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月31日／販売地域　岡山県)

きのこ加工品
成分規格不適合（一般生菌数）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月13日)

魚肉練り製品
賞味期限内に変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、下痢を発症。臨床検査
値が異常。

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹（顔）を発
症。

惣菜（揚げもの）（計2件）
アレルギー（えび、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月1日／販売地域　東京都)

異物（ガラス片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日)

フルーツスプレッド



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

　

　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

4

　

３．留意事項

　　これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

　

焼菓子（計5件）
異物（軟質プリウレタン製の破片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月4日)

冷凍赤魚
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日／販売地域　愛媛県)

冷凍食品（ワッフル）
アレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月4日／販売地域　大阪府、京都府、兵庫県)

ピーマン
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月3日／販売地域　北海道)

おから
消費期限及び製造年月日を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月21日／販売地域　宮城県)

ドレッシング
乳酸菌の混入による風味の低下。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月4日)

普通乗用自動車（アストンマーティン　DBX）

普通乗用自動車（座席ベルト等）のリコール。（外-3215）
インストルメントパネルのソフトウェアが不適切なため、後席シートベルト非装着警告表示がイ
グニッションオン時に作動しない、及び走行中に後席シートベルトを外したときにシートベルト
非装着警告表示と警告音が作動しない。

えび
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月5日／販売地域　長野県)

巻き寿司
アレルギー（ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月4日／販売地域　愛知県)

ふぐひれ
毒のある体に害を及ぼす可能性がある部位混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月29日／販売地域　石川県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月16日／販売地域　長野県）

弁当（計2件）
アレルギー（えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月5日／販売地域　愛知県）

甘酒
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

普通乗用自動車（ベンツ　V220d）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3263）
右側ルーフレールのセンターフットにおいて、製造機器の管理が不適切なため、ルーフレー
ルと締結しているボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、使用過程で当
該ボルトが緩み外れることで、最悪の場合、ルーフレールに固定した積載物が落下し、他の
交通の妨げになるおそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　Cayenne）

普通乗用自動車（操舵装置）のリコール。（外-3264）
操舵装置において、製造時にステアリングコラムとステアリングギアボックスを接続するため
のボルトの締付けトルク管理が不適切なため、ボルトが正しく締め付けられていないものがあ
る。そのため、当該ボルトがゆるみ、異音が発生し、最悪の場合、ボルトが外れることで、接
続部も外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

　本件に対する問合せ
　　消費者庁消費者安全課　　三宅、石井
　　TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290

　「２．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」の届出内容欄のリコール情報等における（）内

消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

　上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2021年8月13日公表分）」をフリーワードに入力する
と検索可能になります。

製品名等 届出内容

ぬいぐるみ
規制化学物質の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月26日／販売地域　千葉県)

焼菓子（計2件）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月6日／販売地域　千葉県)

冷し中華
食品添加物（乳酸ナトリウム）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月3日／販売地域　愛知県、三重県、岐阜県)
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