
農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品に関する厚生労働省の対応状況 

 

厚生労働省医薬食品局 

食品安全部 

 

1. 対応状況 

 

12 月 29 日 マルハニチロホールディングス及びアクリフーズが自主

回収を発表 

 

12 月 29 日夜 厚生労働省から群馬県に対して、原因究明など、必要な調

査を行うよう指示。報道機関に対しても情報提供（別添

１:P３～P５） 

 

12 月 30 日午

前～午後 

群馬県（保健所）が立入調査を実施 

 

夕方～夜 

 

厚生労働省において、以下の対応を実施 

①マルハニチロホールディングス及びアクリフーズを呼

び、すみやかに自主回収を行うよう指導。また、当初、

マラチオンの毒性について過小評価していたため、急

性参照用量（短時間で健康に影響を及ぼさないと考え

られる限度量）を毒性評価の指標として採用するよう

指導 

②全国の自治体に対し、アクリフーズが作成した自主回収

製品リストを情報提供し、自主回収が迅速に進むよう

適宜指導するよう連絡。また、急性参照用量について

情報提供するとともに、HP に掲載 

③報道機関に対して情報提供するとともに、報道機関を通

じて消費者に食べないよう注意喚起を実施 

（別添２:P６～P８） 

 

深夜 マルハニチロホールディングス・アクリフーズが急性参照

用量を毒性評価の指標とすることについて記者会見 

 

12 月 31 日 アクリフーズから、店頭からの撤去が終了した旨報告 



年末～年始 職員がシフト体制で情報収集、電話対応等を実施 

 

1 月 3 日 アクリフーズから自主回収対象商品の写真と、製品名の一

部訂正を公表。厚生労働省においても、全国の自治体及び

報道機関に情報提供し、HP に掲載（別添３:P９～P17） 

 

1 月 6 日 マルハニチロホールディングス・アクリフーズを呼び、自

主回収状況と消費者から寄せられた相談への対応状況の

確認 

厚生労働省から、全国の自治体に対して、公表した事例に

ついて厚生労働省に情報提供をするよう連絡 

 

1 月 7 日 厚生労働省から、自治体が公表している事例について取り

まとめて情報提供開始し、HP に掲載（別添４:P18～P24） 

 

1 月 9 日 厚生労働省から、INFOSAN（国際的な食品安全問題に関す

る情報共有ネットワーク、参加国１８０ヶ国以上）へ情報

提供 

  

2. これまでに全国の自治体から報告のあった健康被害が疑われる事例 

 

（平成 26 年 1 月 13 日時点） 

 
有症事例の相談

件数 
有症者数 

検査可能なもののうち検査結果が判明し

た検体数 

 

うちマラチオン

が検出されたも

のの数 

本日分（17時現

在までの報告概

要） 

７ １０ １０ ０ 

現時点（1月 10

日 17 時現在）ま

での件数（累計） 

２０６９ ２５００ ５７０ ０ 



 



 
                          

Press Release  
 
 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について 
 

 

○本日、株式会社マルハニチロホールディングス及び株式会社アクリフーズ

の商品の自主回収について、群馬県を通じて報告がありました。 

○現在、事業者において自主回収を実施していますが、厚生労働省としては、

群馬県に対して、原因究明など、必要な調査を行う様に指示しております。 

○今後も、状況が明らかになり次第、厚生労働省からも情報提供を行って参

ります。 

 

（参考）群馬県ホームページ掲載資料 
    http://www.pref.gunma.jp/05/d6210006.html#acri 

 

平成 25 年 12 月 29 日 

【照会先】 

医薬食品局食品安全部 
＜担当・内線＞ 

監視安全課 
西村、西城（４２３８、４２４２） 

＜代表・直通電話＞ 
０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

ITUJP
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食品等自主回収情報

このページでは、群馬県内に流通している食品について、県が回収命令を行った場

合及び事業者が自主的に回収を行う場合に、県民の皆様に当該食品等に関する情

報をお知らせします。

このページに掲載する情報は主に以下の食品等を対象としています。

1.県内に流通しており、かつ、消費者に販売されているもの。

2.回収の原因となつた内容が、健康被害を及ぼすおそれがあるもの。

3.したがつて、次の場合は対象外であり、このページには掲載しません。

・県内に流通していないことが明らかなもの

・県内に流通していても、販売先が特定されている事例

・県内に流通していても、消費者に販売されていないことが明らかな事例

・表示基準違反のうち、健康への悪影響のおそれがないと考えられるもの

制度の内容、報告様式のダウンロードはこちら…群馬県食品等回収情報提供シ

ステムについて

保健所設置市の情報…前橋市/食品等回収情報 (前橋市内)(外 部リンク)

高崎市/自 主回収情報 (外部リンク)

理董≡
回収命令による回収情報

現在のところ、ありません。

自主回収情報

「商品の裏面に、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」と記載されている全

商品」(平成25年 12月 29日 掲載 )

「にじます・いくらしょうゆ漬」(平成25年 12月 26日 掲載 )

「さわやかミントのど飴」(平成25年 12月 20日 掲載 )

「ダノンデンシア ドリンクタイプ プレーン加糖 80gX3」 (乳製品乳酸菌飲料)(平

成25年 12月 19日 掲載 )

「味付ゆでたまご 1個 入」他8品 日(平成25年 12月 18日 掲載 )

「チップトリー レモンマーマレード」(マーマレード)(平成25年 H月 29日 掲載 )

「旨いチャーシュー50g」 他4品 目(平成25年 H月 22日 掲載 )

食
食
一

県政キーワード

県総合計画「はばたけ群

馬プラン」

県国際戦略ポータルサイ

ト

世界遺産候補「富岡製糸

場と絹産業遺産群」

がんばろう群馬 !産業

支援本部

新エネルギー利用促進

みんなの森をみんなで守

ろう「ぐんま緑の県民税」

1■響轟 吻 靱 趙 ⑫

<バナー広告お申し込みのご

案内>



「あんずっ子」(菓子)(平成25年 H月 22日 掲載 )

「いわしフィレ油漬」(平成25年 H月 19日 掲載 )

「有機りんご使用のゼリー」(ゼリー)(平成25年 H月 5日 掲載 )

「ソントン Fカップ ブルーベリージヤム」(ブルーベリージヤム)(平成25年 H月 1日

掲載 )

「ホニホ ライトツナフレークまぐろ油漬 ひまわり油使用 80g×4缶シュリンク」

(平成25年 10月 30日 掲載 )

「群馬県産天然きのこ(ジナメコ、ハタケシメジ、ムキタケ)」 (平成25年 10月 25日

掲載 )

「co・ oPうずまきロールキヤベツ6個 300g」 (平成25年 10月 16日 掲載 )

「シーチキン素材そのままマイルド」他4品 目(平成25年 10月 16日 掲載 )

「24枚雪の宿 (サラダ)」 (菓子)(平成25年 10月 16日 掲載 )

「ミニロールキヤベツ240g(12個入り)」 (ロ ールキヤベツ)他 2品 目(平成25年 10

月10日 掲載 )

「無印良品カシスとクリームチーズのマフィン」(洋菓子)(平成25年 10月 7日 掲

載 )

自主回収情報

「商品の裏面に、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」と記載されている全商

品」

回収製品名

・
商品の裏面に、製造者「株式会社アクリフーズ 群馬工場」と記載

されている全商品」

事業者名等 製造者 :株式会社アクリフーズ群馬工場 (群馬県邑楽郡大泉町吉

ヨ1201)

回収開始年月

日
平成25年 12月 29日

コ収理由
未式会社アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品の一部から、

本来含まれていない農薬 (マラチオン)が検出された為。

問い合わせ先

アクリフーズお客様相談室

.電話 (フ リーダイヤル)10120‐ 690‐ 149・ 受付時間は午前9時か

ら午後5時。ただし、土・日・祝日を除く。

●WEB上でのアクリフーズお問い合わせページ(外部リンク)

コ収方法
回収方法の詳細につきましては、上記問い合わせ先に直接御連絡

(ださい。

情報掲載年月

日
平成25年 12月 29日

旨轄自治体名 畔馬県

「にじます。いくらしょうゆ漬」

収製品名 にじます・いくらしょうゆ漬」

12月 25日「にじます・いくらしょうゆ漬」の自主回収が行われている旨、情報提供が

りました。詳細は青森県ホームページ「食品の回収情報」(外部リンク)をご覧くださ

ヽ
。

「さわやかミントのど飴」

さわやかミントのど飴」
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農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について 

（第２報） 
 

 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、現在、株式会社マルハニチロホールディングス及び株式
会社アクリフーズにより商品の自主回収が行われていますが、本日、全国の自
治体に対して、自主回収製品リストを情報提供し、自治体において販売者等の
関係事業者から問い合わせがあった際には、自主回収が迅速に進むように適宜
指導するよう依頼しました。【別添１：自主回収製品リスト（94）】 

２． また、標記事案における自主回収の対象商品については、これまで農薬マラチ
オンが高濃度で検出されたものがあり、高濃度に含まれる商品を一定量摂食し
た場合には、健康に影響を及ぼさないと推定される限度量を超えることが考え
られます。摂取の程度によっては吐き気、腹痛等の症状を起こす可能性がある
ため、自治体に対して、対象商品は摂食しないことについて消費者への注意喚
起を行うよう依頼しました。【別添２：農薬マラチオンについて】 

３． 報道各社におかれましても、自主回収製品リストについて、改めて消費者の皆
様に対する情報提供と、対象商品は摂食しないことに関する呼びかけにご協力
をお願いいたします。 

平成 25 年 12 月 30 日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

（１．について） 
＜担当・内線＞ 
監視安全課 
西村、西城（４２３８、４２４２） 

＜代表・直通電話＞ 
０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

（２．について） 
＜担当・内線＞ 
基準審査課 
横田、大田（４２７３、２４８３） 

＜代表・直通電話＞ 
０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３４１（基準審査課直通） 

 

標記事案における自主回収の対象商品の中には、これまで農薬マラチオンが高濃度で

検出されたものが一部にあり、高濃度に含まれる商品を一定量摂食した場合には、健

康に影響を及ぼさないと推定される限度量（いわゆる急性参照用量（ARfD）。別添２

参照）を超えることが考えられます。摂取の程度によっては吐き気、腹痛等の症状を

起こす可能性があるため、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情

報提供をお願いします。 

ITUJP
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別添２ 
 

農薬マラチオンが含まれる食品の健康への影響について 
 

 

○農薬マラチオンについて 

 有機リン系の殺虫剤で、穀類、野菜、果実等に使用され、国内では農薬取締法に基づき

使用が認められています（別名マラソン）。米、野菜等の作物毎に残留基準が設定されてい

ます。 

 

○マラチオンの毒性について 

国際機関（FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議）において評価がなされ、一日摂取許容量

（ADI）※１0.3mg/kg 体重/日及び急性参照用量（ARfD）※２2mg/kg 体重/日が設定されてい

ます。 

※１ ADI：毎日一生涯食べ続けても健康に悪影響が生じないと推定される 1日当たりの量。 

※２ ARfD：24 時間またはそれより短時間に経口摂取しても、健康に悪影響が生じないと推

定される 1日当たりの量。 

ADI 及び ARfD は動物実験等の結果をもとに、動物とヒトとの差や、個人差（子供や妊

婦などへの影響を含めて）を考慮して設定されています。 

 
マラチオンによる中毒症状としては、吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、唾液分泌過多、発汗過

多、軽い縮瞳などがあります。 

 

○今回マラチオンが検出された食品について 

（１）アクリフーズが記者会見で発表したように、マラチオンを 15,000ppm（=15mg/g 食品）

含有する食品の場合、体重 60kg の人が、当該食品を 8g を超えて摂取すると ARfD を超過

します。 

   2mg/kg 体重 × 60kg ＝120mg （ARfD に相当するマラチオン摂取量）  

   120mg ÷ 15mg/g 食品 ＝ 8g （コロッケ 1個（22g）の場合、約 1/3 個） 

 

（２）また、同様に、マラチオンを 2,200ppm 含有する食品の場合、体重 60kg の人が、当

該食品を約 55g を超えて摂取すると ARfD を超過します。（ピザ 1 枚(93g)の場合、約 1/2

枚）  

 

ARfD（急性参照用量）は 24 時間またはそれより短時間に摂取される農薬の限度量として

国際的に用いられていますが、安全側に立って設定されており、これを超えたとしても必



   

ずしも健康に影響が生じるわけではありません。  

  

○回収対象の食品を購入した場合の対処について 

（１）家庭内等で回収対象の食品を見つけた場合には、食べずに返品して下さい。 

（２）誤って回収対象の食品を摂取し、吐き気、腹痛などを生じた場合には、速やかに医

療機関に受診して下さい。 
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農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について 

（第２報の一部訂正）写真の追加と対象品目の名称の一部訂正 

 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、現在、株式会社マルハニチロホールディングス及び株式
会社アクリフーズにより商品の自主回収が行われており、12月 30 日に全国の
自治体に対して、自主回収製品リストを情報提供し、自治体において販売者等
の関係事業者から問い合わせがあった際には、自主回収が迅速に進むように適
宜指導するよう依頼したところです。 

２． 今般、自主回収製品の写真の提供及び名称について一部訂正がある旨報告を受
けたため、全国の自治体に対して自主回収製品リストの差し替えを依頼いたし
ました。【平成 26 年 1 月 3 日付け事務連絡】 

３． 報道各社におかれましても、自主回収製品リスト差し替えをお願いするととも
に、引き続き消費者の皆様に対する情報提供と、対象商品は摂食しないことに
関する呼びかけにご協力をお願いいたします。 

平成 26 年 1月 3日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

＜担当・内線＞ 
監視安全課 
西村・石亀（４２３８、４２３９） 

＜代表・直通電話＞ 
０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

 

今般、自主回収の対象品目の写真の追加および回収品目の名称に一部訂正があること

を群馬県より報告を受けましたので、別添１の自主回収製品リストの差し替えをいた

します。引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供

をお願いします。 
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事 務 連 絡  

平成 26 年 1 月 3 日 

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 

特 別 区 

 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 
 

 

農薬（マラチオン）を検出した冷凍食品の自主回収について 
 

標記については、平成 25 年 12 月 30 日付け事務連絡を発出しているところです

が、今般、自主回収製品の写真について群馬県より情報提供がありました。 
また、併せて自主回収製品リストの名称に一部訂正があった旨報告を受けまし

た。つきましては、当該事務連絡の別紙３を、本事務連絡の別紙に差し替えていた

だくようお願いします。 
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大分類名 中分類名 品目 ＪＡＮ 商品名

ピザ類 ピザ １ 740357 4571268306563 ミックスピザＬ              　   220gX20

２ 740106 4571268304057 ６種のチーズピザ　　        　 150gX10X2

３ 740354 4571268306532 デリカ　ミックスピザ       　  225gX10X2

４ 740356 4571268306556 デリカ　てりやきチキンピザ 　  215gX10X2

５ 740455 4571268307546 デリカ　ミックスピザ       　  215gX10X2

６ 740414 4571268307133 デリカ　えびマヨピザ(ｵｰﾛﾗｿｰｽ)　215gX10X2

７ 701112 4582117943600 バジル＆トマトピザ      　     150gX10X2

８ 740105 4571268304040 ３種のシーフードビザ       　  157gX10X2

９ 740454 4571268307539 デリカ　てりやきチキンピザ  　 215gX10X2

１０ 740284 4571268305832 てりやきチキンピザ（薄焼き）   155gX10X2

１１ 740453 4571268307522 デリカ　えびマヨピザ(ｵｰﾛﾗｿｰｽ)　205gX10X2

１２ 740360 4571268306594 ミックスピザＬ(５枚入り)         1.1kgX4

１３ 740107 4571268304064 ミックスピザＢＩＧ　　           350gX10

１４ 740359 4571268306587 ミックスピザＬ(１枚入り)         220gX20

１５ 740296 4571268305955 ﾊｰﾌﾞｿｰｾｰｼﾞ&ｸﾘｰﾐｰﾁｰｽﾞﾋﾟｻﾞ　 　  140gX10X2

１６ 740412 4571268307119 デリカ　バジリコベーコンピザ   205gX10X2

１７ 740456 4571268307553 デリカ　ミックスピザ(ﾊｰﾌﾄﾚｰ)   215gX10X2

１８ 740452 4571268307515 デリカ　バジリコベーコンピザ   205gX10X2

１９ 740344 4571268306433 デリカ　４種のチーズのﾏﾙｹﾞﾘｰﾀ    300gX10

２０ 740458 4571268307577 ５種のきのこﾋﾟｻﾞ   　　　 　   140gX10X2

２１ 740457 4571268307560 デリカ　ミックスピザ　ｽﾍﾟｼｬﾙ     340gX10

ピザ類 ピザＰＢ １ 043969 4582117945031 ６種のチーズピザＹ　        　 150gX10X4

２ 740378 4571268303203 ＪＦＤＡミックスピザ             220gX20

３ 045460 4901901454601 明太マヨピザ    　　　　　   256.6gX12X2

４ 740045 4571268303449 Ｎミックスピザ８インチ           150gX20

５ 740424 ------- ミックスピザ(OKFM)          　 220gX10X2

６ 740486 4571268307850 Ｍデリカピザベース             190gX10X2

７ 740386 4571268306853 Bてりやきチキンピザ              330gX10

８ 740387 4571268306860 Bえびマヨピザ                    325gX10

ホットケーキ類 ホットケーキ １ 740242 4582117940944 ホットケーキ（２枚入り）    　 110gX30X2

２ 740441 4582117940944 ホットケーキ（２枚入り）       110gX30X2

３ 700166 4582117940937 ミニホットケーキ(２枚入り)      46gX40X2

４ 700318 4582117941675 ミニホットケーキ(バラ)    　　  23gX80X2

５ 740241 4582117940951 牛乳ホットケーキ(２枚入り)     100gX30X2

６ 740440 4582117940951 牛乳ホットケーキ(２枚入り)     100gX30X2

７ 740439 4571268307386 ﾊﾞﾀｰﾐﾙｸﾊﾟﾝｹｰｷ(３枚入り)   　　 150gX30X2

ホットケーキ類 ホットケーキＰＢ １ 740281 ------- ＲＣホットケーキ               110gX30X2

２ 701019 4582117942665 ＥＢホットケーキ                  400gX8

３ 720653 4571268300783 JFDAPLUSホットケーキ 　　  440g(8枚)X8X2

４ 740276 4571268305757 ﾍﾞｽﾄｼｪﾌホットケーキ   　　　   110gX30X2

５ 700171 4933332497889 ＫＦホットケーキ（10枚入り)       550gX6

６ 740263 4571268301629 Ｅ牛乳ﾎｯﾄｹｰｷ　　　             100gX30X2

７ 740079 4571268303784 Ｋホットケーキ(２枚入り) 100g(50gx2)gX30

８ 740489 4571268303784 Ｋホットケーキ(２枚入り) 100g(50gx2)gX30

９ 700010 4582117941897 黒川ホットケーキ                 110gX24

４５

ＡＱ業務用商品 群馬工場品リスト
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農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する 

健康被害が疑われる事例について 

 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要であることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。 

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。 

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。 

 

 有症事例の

相談件数 

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数 

 うちマラチオンが検出さ

れたものの数 

本日分（17時現在までの

報告概要） 

４４０ ５５６ ３３ ０ 

現時点（1月 7日 17 時現

在）までの件数（累計） 

４４０ ５５６ ３３ ０ 

平成 26 年 1月 7日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

監視安全課食中毒被害情報管理室 

西村、石亀（４２３８、４２３９） 
＜代表・直通電話＞ 

０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。 

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。 

ITUJP
テキストボックス
別添４
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農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する 

健康被害が疑われる事例について（第２報） 
 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。 

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。 

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。 

 

 有症事例の

相談件数 

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数 

 うちマラチオンが検出さ

れたものの数 

本日分（17時現在までの

報告概要） 

４０２ ４９１ ６０ ０ 

現時点（1月 8日 17 時現

在）までの件数（累計） 

８４２ １０４７ ９３ ０ 

平成 26 年 1月 8日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

監視安全課食中毒被害情報管理室 

西村、石亀（４２３８、４２３９） 
＜代表・直通電話＞ 

０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。 

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。 
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農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する 

健康被害が疑われる事例について（第３報） 
 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。 

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。 

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。 

 

 有症事例の

相談件数 

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数 

 うちマラチオンが検出さ

れたものの数 

本日分（17時現在までの

報告概要） 

５０１ ６２５ １３１ ０ 

現時点（1月 9日 17 時現

在）までの件数（累計） 

１３４３ １６７２ ２２４ ０ 

平成 26 年 1月 9日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

監視安全課食中毒被害情報管理室 

西村、石亀（４２３８、４２３９） 
＜代表・直通電話＞ 

０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。 

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。 
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農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する 

健康被害が疑われる事例について（第４報） 
 

 

 

 

 

 

 

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。 

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。 

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。 

 

 有症事例の

相談件数 

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数 

 うちマラチオンが検出さ

れたものの数 

本日分（17時現在までの

報告概要） 

４６１ ５１１ １９３ ０ 

現時点（1月 10 日 17 時

現在）までの件数（累計） 

１８０４ ２１８３ ４１７ ０ 

平成 26 年 1月 10 日 

【照会先】医薬食品局食品安全部 

監視安全課食中毒被害情報管理室 

西村、石亀（４２３８、４２３９） 
＜代表・直通電話＞ 

０３－５２５３－１１１１（代表） 
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通） 

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。 

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。 



Press Release

報道関係者 各位

農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する

健康被害が疑われる事例について（第５報）

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。

有症事例の

相談件数

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数

うちマラチオンが検出さ

れたものの数

本日分（17時現在までの

報告概要）

２３６ ２８３ １３３ ０

現時点（1月 11 日 17 時

現在）までの件数（累計）

２０４０ ２４６６ ５５０ ０

平成 26 年 1月 11 日

【照会先】医薬食品局食品安全部

監視安全課食中毒被害情報管理室

西村、長谷川（４２３８、４２４０）
＜代表・直通電話＞

０３－５２５３－１１１１（代表）
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通）

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。
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報道関係者 各位

農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する

健康被害が疑われる事例について（第６報）

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。

有症事例の

相談件数

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数

うちマラチオンが検出さ

れたものの数

本日分（17時現在までの

報告概要）

２２ ２４ １０ ０

現時点（1月 12 日 17 時

現在）までの件数（累計）

２０６２ ２４９０ ５６０ ０

平成 26 年 1月 12 日

【照会先】医薬食品局食品安全部

監視安全課食中毒被害情報管理室

西村、西城（４２３８、４２４２）
＜代表・直通電話＞

０３－５２５３－１１１１（代表）
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通）

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。
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報道関係者 各位

農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する

健康被害が疑われる事例について（第７報）

１． 標記事案については、発生が広域に渡っているため、情報を集約して提供する
必要があることから、各自治体が公表した資料について、厚生労働省において
取りまとめたものです。

２． これらの公表事例のほか、各自治体に寄せられた健康被害情報は、群馬県に集
約され、内容についてさらに精査されることとなっています。

３． なお、これまでのところ、検査可能なものでマラチオンが検出された事例はあ
りません。

有症事例の

相談件数

有症者数 検査可能なもののうち検査結果が判明した検体数

うちマラチオンが検出さ

れたものの数

本日分（17時現在までの

報告概要）

７ １０ １０ ０

現時点（1月 13 日 17 時

現在）までの件数（累計）

２０６９ ２５００ ５７０ ０

平成 26 年 1月 13 日

【照会先】医薬食品局食品安全部

監視安全課食中毒被害情報管理室

石亀、城崎（４２３９、２４５４）
＜代表・直通電話＞

０３－５２５３－１１１１（代表）
０３－３５９５－２３３７（監視安全課直通）

・農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品に関連する健康被害が疑われる事例について、

本日 17 時時点で報告のあった、全国の自治体より公表された資料について取りまとめま

したので公表いたします。

・引き続き、自主回収の対象商品は食べずに返品するよう、積極的な情報提供をお願いし

ます。


