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公衆浴場浴槽水のLegionella等汚染実態と
Legionella殺菌に関する検討

栃木県保健環境センター　微生物部
舩渡川　圭次

要旨

レジオネラ属菌汚染高リスク施設は、pH6.0以上の宿泊施設に付帯する公衆浴場浴槽水で、高リスク温泉泉質は、
アルカリ性単純温泉次いで塩類泉であった。
レジオネラ属菌は0.4ppm NaHC1O・41℃・16時間曝露で殺菌される。しかしpH9.7以上の高pH泉、有機物汚染浴
槽水、アメーバ内寄生レジオネラ属菌に対し、NaHC1Oの殺菌活性は期待できないことが明らかとなった。以上の
ことからレジオネラ属菌駆除には、換水・清掃による有機物とアメーバの低減・除去が必須である。さらにレジオ
ネラ属菌は乾燥により殺菌されたことから、NaHC1Oの殺菌活性が期待できない有機物汚染浴槽水、高pH泉および
塩素ガス発生が危惧される酸性浴槽水に対し乾燥による殺菌は有効である。
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Ⅰ．緒　言
レジオネラ症はレジオネラ属菌を原因とする経気道

感染症で、病型には肺炎型盧盪とポンティアック熱型蘯盻
眈がある。レジオネラ属菌は本来土壌、河川、湖沼など
自然界に分布しているが、浴槽水、空調設備の冷却塔
水などの環境水中に生息する細菌補食性原虫内で増殖
する特徴（細胞内寄生性）眇眄眩を有している。
平成12～14年に公衆浴場を原因施設に本菌による死亡

事故が多発し眤眞眥、本菌に対する規制や塩素殺菌の徹底
が図られた眦。しかし塩素殺菌に関しては、原虫内寄生お
よび原虫外に放出された本菌に対する塩素殺菌効果につ
いて十分な解析は実施されていない。そこで今回、本県
におけるレジオネラ属菌の公衆浴場浴槽水汚染実態調査
を実施し、本菌汚染リスクの高い条件を明らかにすると
共に、原虫内寄生レジオネラ属菌および宿主細胞由来レ
ジオネラ属菌の殺菌方法について検討したので報告する。

Ⅱ．材料および方法
１．疫学調査

（1）検体：県内の公衆浴場浴槽水延べ621検体（平成
15～17年度）を対象とした。
（2）アメーバ検査：浴槽水200mlを 6,000Ｇ・30分間遠
心し、上清を捨て100倍濃縮液とする。これを大腸菌
DH1株の加熱死菌が塗布された寒天培地に塗抹し眛、平
板上に形成されるプラークを観察した。眷眸

（3）レジオネラ属菌検査：浴槽水を100倍濃縮し加熱処
理した後、これをレジオネラMWYagarに塗抹した。形
成されたレジオネラ様集落について、血液寒天培地と
レジオネラMWYagarを用いて確認培養した。眷

２．供試菌株は、温泉水より分離されたLegionella
pneumophilla１群（Lp株と後述）、供試アメーバは、国
立感染症研究所八木田博士より供与された42℃で増殖
するAcanthamoebaを用いた。
３．Purnimaらは、アメーバに寄生増殖し放出された
レジオネラ属菌は、菌体に４型蛋白分泌装置睇（
Icm/Dot）、その他ストレスレギュレーターが発現し、
酸、抗菌剤に対し著しい耐性を獲得すると報告した。睚

このことから、宿主由来株と人工培地由来株の各種耐
性を比較した。宿主にアメーバを用いた場合、アメー
バのみを完全に破壊することが困難であったため、Lp
株をBALB/cAマウスに静注し、斃死マウスの肝臓から
回収したLp株を宿主由来株とした。
（1）殺マウス活性：LD50睨（４型蛋白分泌装置をコー
ドするIcm/Dot遺伝子の発現の有無）を比較した。
（2）薬剤感受性：９種抗菌剤の最少発育阻止濃度（MIC）
をEテスト睫睛を用いて検査した。
（3）pH耐性：pH2.5～9.7で41℃・16時間曝露して生菌
数睥を確認した。
４．次亜塩素酸ソーダ（NaHClO）のLp株に対する殺

菌活性
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（1）Lp株を清浄環境または有機物共存下で 0.4ppm
NaHClO・41℃・16時間曝露して生菌数睥を確認した。
（2）Lp株をAcanthamoebaに貪食睚させ（感染多重度：
３～５）、これを清浄環境で0.4ppm NaHClO・41℃・
16時間曝露して生菌数睥を確認した。
５．乾燥のLp株に対する殺菌活性：宿主由来株と人工
培地由来株を紙製ディスクに接種し、これを湿度40％
の環境に放置して、経時的な生菌数睥の推移を確認し
た。

Ⅲ．結果および考察
１．疫学調査

（1）県内の公衆浴場浴槽水のレジオネラ属菌検出率は、
平成15年度：30.3％、16年度：34.2％、17年度：25.3％、
と調査期間を通して30％前後を推移した（図１）。また、
アメーバ検出率も調査期間を通して30％前後を推移し、
レジオネラ属菌との相関睿睾睹が見られた（図１）。
（2）公衆浴場の区分の中で、宿泊施設（旅館・ホテル
等）に付帯する公衆浴場から最もレジオネラ属菌が検出
（調査期間を通して38.3～41.7％）された（図２）。
（3）浴槽水のpHが 6.0を超えるとレジオネラ属菌の検
出率が向上し、検出率は調査期間を通して22.2～41.8％
であった。しかし、pH2.8の硫黄泉からもレジオネラ属
菌が検出されており、レジオネラ属菌は広範なpH領域
を汚染していることが示唆された。群馬県の藤田らは
pH 2.2の硫黄泉瞎でもAcanthamoebaが死滅しないこと
を報告しており、本事例はアメーバ内寄生レジオネラ
属菌の関与が示唆された。
（4）温泉の泉質では、アルカリ性単純温泉からのレジ
オネラ属菌検出率が53.4％と最も高く、次いで塩類泉
が36.6％と温泉水の平均検出率（35.5％）を上回った。
硫黄泉・酸性泉は11.1％と最も低い値を呈した。
２．宿主細胞由来株と人工培地由来株の耐性比較

（1）人工培地由来株のLD50は、4.0×10８CFU/mouseで
あったのに対し、宿主由来株のLD50は、2.2×10７CFU/

mouseと有意に向上した。これはマウスを通過したLp株
に４型蛋白分泌装置が発現し、エフェクター蛋白が宿主
細胞へ注入され、宿主細胞への侵入性向上と細胞性免疫
回避睇瞋が起こったためと考えられた。
（2）９種抗生剤の宿主由来株と人工培地由来株に対す
るMIC瞑瞠に著しい差は無かった。セフタジジム、クロ
ラムフェニコール、テトラサイクリンについては、人
工培地由来株の方が高い耐性を示した。
（3）1.0×10６CFU/ml宿主由来株は、pH3.0・41℃・16
時間曝露により、生菌数が検出限界未満に減少し、人
工培地由来株は、pH2.5で生菌数が検出限界未満に減少
した。pHでも人工培地由来株の方が耐性は高くなる傾
向を示した。以上のことから宿主細胞内で増殖したLp
株は、他の宿主細胞への侵入性は向上するが、酸、抗
菌剤などの物理化学的ストレスに対し耐性は獲得しな
いことが示された。
３．次亜塩素酸ソーダ（NaHClO）のLp株に対する殺

菌活性

（1）1.0×10６CFU/ml 人工培地由来株を清浄環境で、
0.4ppm NaHClO・41℃・16時間曝露した場合、pH2.5
～9.0では生菌数は検出限界未満に減少瞞したが、pH9.7
では生菌数は減少しなかった（図３）。pH9.7では次亜
塩素酸イオンが99.0％以上となり、次亜塩素酸が激減し
たためと考えられた。このことから、pH9.7以上の温泉
水ではNaHClOの殺菌活性が消失することが示された。
（2）pH7.2・有機物共存下で、NaHClO濃度を実測値で
0.4ppmに調整し、41℃・16時間曝露した場合、生菌数
は減少しなかった（図４）。これはNaHClOから放出さ
れる活性酸素が有機物と結合し、酸化殺菌活性が消失
したためと考えられた。

図１　栃木県における公衆浴場浴槽水の
Legionella汚染状況

図２　公衆浴場区分別Legionella検出状況
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（3）Lp株をAcanthamoeba内に取り込ませ、これを清
浄環境で、0.4ppm NaHClO・41℃・16時間曝露した場
合、生菌数は減少しなかった（図５）。NaHClOの
Acanth amoebaに対するMICは25ppm、さらにシスト
化Acanthamoebaに対するMICは50ppmであったため、
0.4ppm NaHClOでアメーバ内寄生レジオネラ属菌を殺菌
するのは不可能であることが示された。以上のことか
ら殺菌には、浴槽水を換水・清掃することで有機物と
アメーバを低減・除去して、NaHClOの殺菌活性を保
持させることが必須である。
４．乾燥のLp株殺菌への応用

2.0×10７CFU/discマウス由来Lp株は、３時間乾燥で
生菌数が検出限界未満に減少し、MWY寒天培地由来
Lp株は、４時間乾燥で生菌数が検出限界未満に減少し
た（図６）。以上のことからNaHClOの殺菌活性が期待
出来ない高pH泉、有機物汚染浴槽水に乾燥による殺菌
は有効であることが示された。

Ⅳ．結　論
１．レジオネラ属汚染高リスク施設は、pH6.0以上の宿
泊施設に付帯する公衆浴場浴槽水である。高リスク温
泉泉質は、アルカリ性単純温泉次いで塩類泉である。
２．レジオネラ属は0.4ppm NaHClO・41℃・16時間曝露
で殺菌される。しかしpH9.7以上の高pH泉、有機物汚
染浴槽水、アメーバ内寄生レジオネラ属菌に対し、
NaHClOの殺菌活性は期待できない。以上のことからレ
ジオネラ属菌駆除には、換水・清掃による有機物とア
メーバの低減・除去が必須である。
３．レジオネラ属菌は乾燥により殺菌されたことから、
NaHClOの殺菌活性が期待できない有機物汚染浴槽水、
高pH泉および塩素ガス発生が危惧される酸性浴槽水に
対し乾燥による殺菌は有効である。
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