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 ＮＰＯ浴衛協 2021春 シンポジウム 

 2021年 6月25日 Zoomウェビナー 

 

 「レジオネラ属菌を知る」の紹介 
 レジオネラ症の発生事例、対策の実際 

縣技術士事務所 代表 

アクアス(株)技術顧問 

縣 邦雄 

内 容 

1. レジオネラ症の発生事例（第４章） 
① レジオネラ症の発生状況 
② レジオネラ症の始まり 
③ 外国のレジオネラ症発生事例 
④ 日本のレジオネラ症発生事例 

2. レジオネラ属菌の検査（第５章） 

3. 入浴施設におけるレジオネラ症対策
の実際（第９章） 

第４章 レジオネラ症の発生事例 
 

担当 縣 邦雄 

① レジオネラ症の発生状況 

日本、米国、欧州のレジオネラ症年間報告数 
レジオネラ症報告数の増加 

日本、米国、欧州ともに増加傾向 
(日本の2020年は、前年比12%低下） 

増加の要因 
診断の増加(医師の注目、診断薬の普及） 
リスクを持つ人の増加 
旅行者の増加 
環境中のレジオネラ属菌の増加 
気候の影響 

レジオネラ症の防止対策の効果は？ 
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② レジオネラ症の始まり 

レジオネラ症の発見 

 1976年7月から8月、フィラデルフィアの 
ホテルで肺炎が集団発生  

 7月21から24日 第58回米国在郷軍人大会 

221名の肺炎患者が発生（29名死亡） 
 大会関係者とホテル宿泊者 182名 
 ホテル近くを通行した人    39名 

集団発生の原因特定は難航したが、 
 CDCのMcDadeらが新しい細菌を発見 
 Legionella pneumophila と命名 

（肺親和性 在郷軍人病菌） 
 

感染源 
 ホテル及び周辺の空気の汚染が疑われた 
 ホテルの冷却塔・空調設備による汚染？ 

多くの人は、帰宅後に発症した 
 旅行関連の病気：現在も、旅行関連の 

レジオネラ症発生は多い（TAD） 

同ホテルでは、1974年9月にもイベント参
加者から、11名(1名死亡)のレジオネラ症 
集団発生が起きていた 

1976年の集団発生を契機に、レジオネラ 
属菌、レジオネラ症が認識された 

フィラデルフィア(1976年)以前 

1957年 ミネソタ州オースチン 
 78名の呼吸器感染症（2名死亡） 
 1979年、レジオネラ症を疑い調査再開 

感染履歴のある生存者15名の抗体価 
を調査し、レジオネラ症と確認 

1965年 ワシントンDCの病院 
 81名が肺炎を発症（14名死亡） 
 保存血清を検査し、レジオネラ肺炎で

あった ⇒ 検体試料保存の重要性 
 原因は、工事に伴う土壌の掘削 

1968年 ミシガン州ポンティアック 
 衛生局で144名の熱性疾患（死亡無し） 
  発熱、頭痛、筋肉痛が2から5日間 
 建物内の罹患率は95%（訪問者30%） 
 発生時に建物内の空気と蒸発凝縮水に暴

露させた、モルモットの凍結保存肺組織
からレジオネラ属菌を検出 

 この熱性疾患に、「ポンティアック熱」 
の名前が付けられた 

 原因は、冷却水・空調設備の汚染 

地下室設置の蒸発凝縮器から、レジオネラ属菌で汚染された冷却水を含む
排気が、2階屋上に出て近くの外気取り入れ口 等から入り、建物内を汚染 

③ 外国のレジオネラ症発生事例 
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フィラデルフィア(1976年)以後 

1985年8月 カナダ・オンタリオ自動車工場 
ポンティアック熱の集団発生（317名） 
 原因は、休業中に金属切削用冷却水で 

レジオネラが増殖、操業開始後飛散 
 原因菌は、新種のLegionella feeleii  

1985年4月 イギリス・スタフォードの病院 
確定診断 68名(22名死亡)、 疑い103名 
 原因は、冷却水・空調設備 

 冷却塔からの排気が、外気取り入れ口から入った 

 この集団発生後、英国衛生安全局HSEが
1987年1月、レジオネラのガイドライン 
Guidance Note EH48(8ページ)を公表 

1988年１月 イギリス・ロッホゴイルヘッド 
スコットランドのレジャー施設付きホテル 
 ポンティアック熱(ロッホゴイルヘッド熱)の 

集団発生（170名発症、罹患率91%） 
 原因は、循環式渦流浴でレジオネラ増殖、 

ミストが室内プール、ラウンジに拡散 
 アメーバ共培養で、L. micdadei を検出 

1988年４から５月 ロンドン、BBC放送本部 
レジオネラ肺炎 70名(3名死亡)、非肺炎9名 
 原因は、屋上冷却塔水の汚染、飛散 
 BBCは、冷却塔管理の手落ちにより、 

罰金を科せられた 

放送本部屋上からのトレーサー物質
の周辺道路における濃度分布 

ロンドン ＢＢＣ放送本部の集団発生（1988年4月、5月） 

外国のレジオネラ症発生事例 

冷却塔・空調設備を原因とする大規模な
集団発生が報告されている 

循環式渦流浴（クルーズ船、展示など） 
も感染源となっている 

ポンティアック熱の集団発生が見られる 

院内感染では、給水・給湯の感染源が主 

多様な感染源 
 冷却塔・空調設備   ◆  循環式浴槽 
 給湯・シャワー、給水 ◆  腐葉土・土壌 
 水景施設(装飾用噴水)  ◆  加湿器 
 歯科治療用水 

 

 

④ 日本のレジオネラ症発生事例 

レジオネラ症発生の経緯 

1980年、長崎で本邦初のレジオネラ症 
 64歳 男性(死亡)、老齢、糖尿病、大酒家 

1980年、福岡市の病院でレジオネラ症 
 入院者から 3名肺炎(1名死亡)、4名発熱 
 冷却塔水から、L. pneumophila を検出 

厚生省レジオネラ研究班 
1979から1992年、14年間 80例の 
  レジオネラ肺炎患者を解析し報告* 
 平均年齢60歳、男性8割/女性2割、致命率32% 
 市中感染76%(うち3割旅行歴)、院内感染24% 

 ＊荒川迪雄,稲松孝思,江崎孝行,他(1993)本邦レジオネラ肺炎患者について 
  -1979年から1992年まで-,環境感染,18,1-10 
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1990年代 浴槽水が感染源の報告が増加 
 1994年 香川県の温泉で溺水 
 1996年 東京都のサウナ浴槽で溺水(死亡) 
 1996年 岩手県の温泉ホテル(3名) 
 1998年 目黒区老人ホーム(12名感染、1名死亡) 
 1999年 愛知県24風呂水中出産で新生児死亡 

1994年8月 渋谷区のポンティアック熱* 
 企業の研修センターで45名(研修生全員 

と職員2名)が熱性疾患、その後軽快 
 屋上の冷却塔が原因と考えられた 

冷却水から、レジオネラ属菌を検出 
CDCでL. pneumophila SG7 と同定 

＊藪内英子,森正道,斉藤厚,他(1995)Legionella pneumophila serogroup7による 
 Pontiac feverの集団発生例Ⅱ.疫学調査結果,感染症学雑誌,69,654-665 

1996年東京都内の大学病院 
 新生児 4名が院内感染（1名死亡） 
 温水や加湿器からの感染と考えられた 
 当時の水質調査で、温水系 50検体中、17検体 

から、L. pneumophila SG1と６を検出 
高温水による除菌処理等で対策し、解決 

1996年12月通産省が「24時間風呂問題検討
専門家会議」を組織 
 1997年5月「専門家会議所見」を公開 

「24時間風呂の浴槽水について、レジオネラ属菌  
 を水質管理の対象とすること、及び見合った 
 消毒装置を装備すべきこと。」 

 以降、24時間風呂が減少していった 
 

2000年から2002年に大規模な集団発生 
 いずれも新設の入浴施設 
 2000年3月静岡県民間温泉(23名発症、1名死亡) 

   開業後２ヶ月（88000 CFU/100mL） 
 2000年6月茨城県公営温浴(45名発症、3名死亡) 

   開業後 3ヶ月（8420 CFU/100mL） 
 2002年7月宮崎県公営温泉(295名発症、7名死亡) 

   開業後1ヶ月（1500000 CFU/100mL） 
 2002年8月鹿児島県公営温泉(9名発症、1名死亡) 

   開業後1ヶ月（130000 CFU/100mL） 

2017年3月 広島県民間温泉(1996年開業) 
   58名発症1名死亡（110CFU/100mL) 
 2018年4月営業再開するも、2018年12月閉館 

日本のレジオネラ症発生事例 

浴槽水を感染源とする事例が多い 

冷却塔・空調設備を感染源とする事例は
少ない、渋谷ポンティアック熱、他 3件 

2000年と2002年に、新設の入浴施設で集
団発生 4件が起きた⇒管理強化 

24時間風呂は、1997年以降に複数の発生 
があったが、その後減少した 

他の感染源 
 給湯、給水  ◆ 加湿器  ◆ 腐葉土・土壌 
 東日本大震災関連：津波の誤嚥、建物清掃・ 

がれき撤去作業（IASR,34(6),160-161） 

 

外国と日本の感染源の割合 まとめ：事例に学び、役立てる 

発生事例の報告から、原因を学び、レジオ
ネラ症防止対策に役立てることが出来る 

藪内英子先生の言葉（1997年当時） 
「日本の現状では、レジオネラ症の確定診断も 
その感染源特定も熱意に支えられた努力によって
のみ実るものであり、一般に誤解されるような簡
便・安直な作業でないことを強く指摘したい」 

  (1996年3月 サウナ浴槽で溺水後発症した、Legionella pneumophila SG6 
   による劇症肺炎の一例、に関連して) 

感染源の特定は、現在も容易ではないが、
防止対策に有効に利用されることを期待 
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第５章 レジオネラ属菌の検査 
 

担当 井上浩章さん（アクアス） 

紹介する内容 

平板培養法の課題 

遺伝子検査法の課題 

検査結果の解釈 

検査精度管理 

平板培養法の課題 

濃縮工程：ろ過濃縮法と遠心濃縮法 
     回収率を高くする 

前処理工程：適切な条件とする 

選択培地：発育能の違いを考慮 

夾雑微生物の影響：検出不能の発生 
対策：前処理の強化、培地の種類 

➡検査精度管理を利用して評価する 
 

培地に発育しないレジオネラ 
：培養不能菌（VBNC） 

遺伝子検査法の課題 

プライマーの特異性 
：菌種による感度の違い 
 菌種によっては検出しにくい 

夾雑物質の影響 
：遺伝子増幅反応阻害物質の存在 
 (土壌に含まれるフミン質など） 
 対策：内部標準で影響の確認 
    阻害物質の除去(精製） 

検査結果の解釈 

平板培養法の検出率   34%(1331/3967) 
遺伝子検査法の検出率  72%(2856/3967) 
                      WhileyとTaylorの報告 

それぞれの検査法の結果が示す意味を 
理解して解釈することが重要 

平板培養法 遺伝子検査法

　培地に発育する生菌が存在 ◯ ◯

　培地に発育しない生菌が存在 ✖ ◯

　死菌が存在 ✖ ◯

　死菌も含めて存在しない ✖ ✖

　◯ は検出する、✖ は検出しない

　遺伝子検査法にEMA処理等の生菌選択検出法は含まない

表４　環境水中のレジオネラの状態と各検査法での検出可否

検査精度管理 

内部・外部精度管理で検査精度向上 

内部精度管理 
 各検査機関が計画して実施 

 レジオネラの懸濁液を自家調製 

 検査の回収率、検査員間のばらつき 

外部精度管理 
 英国：PHE Water EQA Legionella Isolation 

 米国：CDC ELITEプログラム 

 日本：日水製薬 レジオネラ属菌検査精度管理サーベイ＊ 

 ISO/IEC 17025 試験所認定＊ 

＊は「本」に記載ありません、縣が追加しました 
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分析を行う試験所に対する要求事項 

1. 使用する機器類の日常/定期点検 
2. 検査結果等の記録類の保管 
3. 文書類の作成・改訂 
4. 内部精度管理を実施 
5. 外部精度管理に参加  
6. 計画的な教育訓練を実施 
7. 施設の管理（室温記録、入室者記録） 
8. 内部監査を実施 
9. マネジメントレビューを開催 
10.サーベイランス審査、更新審査 など 

ISO/IEC 17025 試験所認定 
認定証と付属書 

2021年2月12日 
アクアス㈱ つくば総合研究所 
環境水のレジオネラ属菌数の試験 

ＣＤＣ ツールキット  2021/1/13 Ver.1.1 27ページ 

一般的な発生源のレジオネラ属菌制御対策 

・飲料水系  ・冷却塔 
・浴槽水   ・装飾用噴水 
・他：ミスト発生器、製氷機、加湿器 
・レジオネラ属菌の定期検査 

レジオネラ検査機関と協力する際の考慮事項  
 ISO/IEC 17025などの検査機関認定 
分離株の保存、追加の特性評価が可能 

第９章 入浴施設における 
    レジオネラ症対策の実際 
 
担当 藤井 明さん（ヘルスビューティー） 

紹介する内容 

浴槽水質状況の把握 

残留塩素測定時の注意事項 

浴槽水消毒管理のケーススタディ 

薬湯使用時における 
モノクロラミン消毒の有用性 

配管ろ過器内洗浄 

高濃度塩素消毒 
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浴槽水質状況の把握 

浴槽水の水質基準項目 

現場ですぐに測定できる項目 
 残留塩素、過マンガン酸カリウム消費量、 
 アンモニア性窒素(パックテスト)、ATPなど 

残留塩素測定時の注意事項 

遊離塩素の測定は、試薬添加後5秒以内 

浴槽水消毒管理のケーススタディ 

1. 薬注ポンプの注入弁が直ぐ詰まりメンテが大変 

2. 露天風呂で藻が生えてくる 

3. 気泡浴で塩素濃度が上がりにくい 

4. 浴槽水のｐHがアルカリ性である 

5. 浴槽水に鉄やマンガンが含まれる 

6. 浴槽水に硫化水素・硫黄成分が含まれている 

7. 浴槽水にアンモニアが含まれている 

8. 浴槽水に腐植質（フミン酸）が含まれている 

9. 電解次亜塩素酸使用により遊離残留塩素濃度が 
検出されない 

10.入浴剤の色の変色や退色が起こる 

11.塩素濃度が高くなると汚れのような泡が発生する 

 

薬湯使用時における 
モノクロラミン消毒の有用性 

モノクロラミン：残留濃度を安定維持、退色・香り変化なし 

次亜塩素酸Na：塩素の消費が多く、残留濃度維持困難 
         薬湯が脱色するので追加投入必要 

配管・ろ過器内洗浄 
バイオフィルムを除去するために、 
   最低半年から1年に１回実施する 

過酸化水素、過炭酸Naなどが汎用される 

連通管、水位電極配管も洗浄する 

 

高濃度塩素消毒 

毎日、浴槽水の塩素消毒をしていても、 
配管・ろ過器内にバイオフィルムが形成 

一週間に、1回以上、営業終了後に 
遊離残留塩素10mg/L、１時間程度循環 

実施例 
 配管ろ過器内洗浄でバイオフィルム除去 
 遊離残留塩素 0.4mg/Lで、2.5ヶ月営業 
 バイオフィルム付着が有り、配管ろ過器内洗浄 
 週に一度、10mg/L×１時間の高濃度塩素消毒

を加えた（ジクロロイソシアヌル酸Na使用） 
 2ヶ月営業後、バイオフィルムの付着殆ど無し 
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高濃度塩素消毒の実施例 

図13 ジクロロイソシアヌル酸Na(週1回 10mg/L)による高濃度塩素消毒の効果 

年に一度の、配管ろ過器内洗浄時の会話 

A：過酸化水素で洗浄したら、すごく汚れが出てきて、  
   やって良かったですね 

B：そうだね、これでバイオフィルムもなくなり安心だ 
   ところで、この汚れはいつから付いていたのかな 

A：半年前に検査した時は、培養法で不検出でした、 
   ただし、同時に行った遺伝子検査は陽性(高)でした 

A：今回は洗浄後に検査するので、両方とも大丈夫です 

B：もしかすると、半年以上、バイオフィルムが多く 
    付いていたかもしれないね 

A：この本に、1週間に一回、 高濃度塩素消毒をすれば、 
    汚れが殆ど付かない実施例があります 

B：それでは、高濃度塩素消毒を徹底しよう 
    そうすれば、いつもきれいで、安全・安心だ 

上記の会話は、本に記載ありません、縣が作成しました 

ご清聴有難うございます 


