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緒　　　　　言

近年､アトピー性皮膚炎(Atopic Dermatitis : AD)

は小児だけではなく､成人になっても治らなかったり､成

人になってから発症する例も多く見られ､大きな社会問題

になっている1-3)｡

現在､その発症機序については未だ不明な点が多いが､

セラミドの減少による皮膚の乾燥と､バリアー機能の低下

がみられるアトピー皮膚を基盤とし､これにアレルギー､

非アレルギーの様々な因子が加わって生じるとする考え方

がある4)｡事実､これまでに臨床検査や患者からの聞き取

りなどによりADには食物､ダニ､ハウスダスト､界面

活性剤､細菌､ストレス､日光､発汗､ステロイド軟膏の

使用中止など多種多様な発症･増悪因子があることが広く

知られている｡なかでも黄色ブドウ球菌(黄ブ菌)は従来

からAD患者の皮膚表面において非常に高率に検出され5-7)､

一般に重症な患者ほど皮膚病変部への定着率が高いとされ

ている｡しかも､最近､この菌が産生するいくつかのトキ

シンはスーパー抗原と呼ばれ8.9)､通常より多くのT細胞

が活性化され､ ADの増悪因子になっていると考えられ

ている10-13｡また､臨床的な立場からもADの病態解明と

治療にあたっては黄ブ菌が重要な影響を与えているとの報

告もある14.15)｡

従来から温泉は生体反応に様々な影響を与えることが知

られており､その一つとして湿疹､乾癬などの皮膚病に対

する治療効果がある｡

我々は､これまでに道内の温泉を療養目的で利用してい

る人について調査し16)､ ADで温泉を利用している人が比

軟的多く､しかもその効果として自覚症状の改善を認めた

人が約8割に達していることを報告し｣17)｡また､わずか

2名ではあるが難治性のAD患者を対象として豊富温泉

水による治癒効果などについて報告した18 ｡

今回､ ADの増悪因子の一つとして注目されている黄ブ

菌の消長に及ぼす温泉水などの影響について比較検討した

ので報告する｡

材料および方法

1.供試菌株

試験には札幌市内の皮膚科医院に不定期に通院するAD

患者2名の皮膚病変部より､卵黄加マンニット食塩寒天ス

タンプ培地(メルク･ジャパン)を用いたスタンプ法にて

採取した黄ブ菌2株(A, B)を供した｡菌株は純粋分離

した後､普通寒天培地斜面に接種し､常温で保存した｡

2.実験方法

黄ブ菌液の調製は以下の方法で行った｡すなわち､供試

菌株を普通寒天培地で2回継代培養した後､トリプトソー

ヤヴイヨン培地(日水製薬)に接種し､ 37℃で24時間培養

した｡この培養液1 mlを遠心(15,000rpm､ 5分間)し､

菌体を滅菌生理食塩水1 mlに再浮遊させる捷作を2回行

って洗浄し､最終的に黄ブ菌数が約1 ×107/mlとなるよ

う調製した｡

試験は､あらかじめ孔径0.45μmのメンブランフィル

ターを用いて除菌した温泉水､人工水などの被検液3 ml

に対し黄ブ菌液30μlを添加し､ 37℃､ 24時間保温した｡

次に上記保温液とそれを生理食塩水で100倍に希釈した希

釈液各30μ1をそれぞれ普通寒天平板表面に塗抹し､ 37℃



で1夜培養後､コロニー数をカウントした｡また､著しい

殺菌･生育阻害作用が認められた温泉水については上記と

同様に黄ブ菌液を温泉水に添加し､ 37℃にて1､ 5および

24時間保温し､生残菌数の経時的な変化を観察した｡

表1　用いた温泉水の採取地および泉質等の概要

図1用いた温泉水の採取地

3.温泉水

温泉水は当所で分析した源泉水の分析書をもとに泉質､

pHおよび含有成分の特徴などを考慮して､道内27地域(図

1)の温泉から採取した｡表1と付表1にはそれらの採取

地名と併せ､泉質の概要と成分の一覧表を示す｡温泉水は

各施設の担当者の協力により､ポリエチレン容器に採水後､

当所へ送付された｡なお､これらの試料は使用時まで冷蔵

保存した｡また､道内温泉水との比較のため従来から白癬

やAD等の皮膚病の治療に効果があるとされている秋田

県の玉川温泉水と共に､自然海水､蒸留水､生理食塩水を

対照として用いた｡



4.人工無機水の調製

フッ素､塩化物､臭素､亜硝酸､硝酸､リン酸および硫

酸イオンを含む各溶液は標準液1.000mg/l (和光純薬)

より最終濃度が100と500mg/lになるよう蒸留水で希釈し

て調製した｡これらはいずれもナトリウム塩であった｡ケ

イ酸は中性域では難溶のため､ 0.2mol/l炭酸ナトリウム

溶液に溶解したケイ素標準液1,000mg/l (和光純薬)よ

り100と500mg/lになるよう蒸留水で希釈して調製した｡

また､炭酸水素､炭酸およびヨウ素イオンはナトリウム塩

の特級試薬(和光純薬)より､ホウ酸はほう酸の特級試薬

(和光純薬)より各々100と500mg/lに調製した｡本試験

では上記各被検水に予備実験の結果に基づき､ペプトン

(Difco)を0.01%になるよう添加した｡

結　　　　　果

1.各種温泉水中における黄ブ菌数の24時間後の変化

1回目の試験は道内27カ所から当所へ搬入された出来るだ

け新鮮な温泉水について行った｡その結果を図2に示す｡い

ずれの温泉水中でも程度の差はあれ黄ブ菌数の減少が認めら

れた｡特に弟子屈町の2カ所､恵山町､登別市(No. 4)､

豊浦町､ニセコ町､上富良野町､中頓別町､音威子府村､遠

別町､清里町の計11カ所の温泉水では両菌株とも生菌は全く

検出されなかった(保温液30μl中､以下同様)｡そのうち7

カ所の温泉水のpHは3以下の酸性泉であり､残り4カ所の

pHは6.6～9.1であった｡また､登別市(No.6, 9, 16)

の3カ所､滝川市､豊富町､稚内市､忠類村の温泉水では

両菌株とも若干の菌の生存は認められるものの著しい減少

を示した｡これらの温泉水のpHは2.4～9.3であった｡な

お､対照に用いた強酸性泉の玉川温泉水では両菌株とも全

く検出されなかった｡一方､自然海水(pH7.8)ではその

ような殺菌･生育阻害作用はあまり認められなかった｡

1回目の試験に続き､ 22日間冷蔵保存しておいた温泉水

を用いて2回目の試験を同様に行い､その結果を図3に示

す｡先の試験で生残菌が全く検出されなかった11カ所中､

清里町と中頓別町を除く9カ所の他､新たに登別市(試料

No.6　の温泉水において同様の結果が得られた｡また､

中頓別町､豊富町および稚内市の温泉水では両菌株とも生

残菌の著しい減少が認められた｡さらに､生残菌の認めら

れる温泉水においては総体的に菌株AはBに比べて多く

検出され､しかも添加菌数より増加する傾向が認められた｡

特に､滝川市､忠類村および清里町の温泉水では前回の試

験結果とは大きく異なり､生残菌数の増加が認められた｡

これらのpHは7.0～9.3であった｡

2.各種温泉水中における黄ブ菌数の経時的変化

1回目の試験で生残菌が全く検出されなかった9カ所の

温泉水について､経時的に添加黄プ菌(菌株A)の消長

を検討した結果を図4に示す｡なお､本試験に供した温泉

水は1回目の試験から35日間経過したものである｡ 1時間

後において､既に恵山町､豊浦町､遠別町の温泉水では生

残菌は全く検出されず､さらに5時間後には先の3カ所に

加え弟子屈町､登別市(No.4, 6)の温泉水でも検出さ

れなかった｡また､ 24時間後には供試温泉水全てにおいて

生残菌は認められなかった｡参考に用いた玉川温泉水でも

既に1時間後には全く検出されなかった｡なお､ B株に

図2　各種温泉水の黄色ブドウ球菌の消長に及ぼす影響



図3　各種温泉水(22日間冷蔵保存)の黄色ブドウ球菌の消長に及ぼす影響

図4　各種温泉水中における黄色ブドウ球菌数の経時的変化



図5　黄色ブドウ球菌の消長に及ぼすペプトン濃度の影響

図6　各種人工水の黄色ブドウ球菌の消長に及ぼす影響



ついてもA株とほぼ同様の傾向が認められた｡

3.黄ブ菌の消長に及ぼすペプトンの影響

これまでの試験結果より､温泉水に添加した黄ブ菌が全

く検出されなかったり､もしくは著しく減少する原因とし

て､温泉水のpH､特に酸性側における殺菌力が強いこと

が認められた｡ただし､ pHが中性もしくは弱アルカリ性

のいくつかの温泉水でも同様の現象が認められた｡そこで､

温泉水中の化学成分､特に無機陰イオンを中心にその影響

を検討した｡しかしながら､予備試験において､単一の無

機成分溶液では必ずしも安定した菌の生育が得られず､生

理食塩水でも同様であった｡

本試験では､細菌の安定な生育を得る目的で利用されて

いるペプトンを生理食塩水に加え､ 24時間後における黄ブ

菌の消長を検討することとした｡結果は図5に示すとおり

で､両株の菌数はペプトン濃度が0.1%の場合最も多く､

添加濃度の減少に伴い菌数も減少する傾向が認められた｡

4.無機成分溶液中における黄ブ菌の消長

先の結果から､添加ペプトン濃度が0.01%の場合に生残

菌数は初期添加時とほぼ同程度であったことから､各種無

機成分100および500mg/l溶液にペプトンを0.01%になる

よう加えて黄ブ菌の消長を観察した｡結果は図6に示すと

おりで､フッ素､塩素､臭素､ヨウ素､硝酸およ硫酸イオ

ンでは少なくとも各濃度が500mg/l以下では黄ブ菌の消

長に大きな影響を与えないことが判明した｡一方､亜硝酸

イオンが500mg/lの場合に菌株Bにおいて菌数が添加量

より増加していた｡逆にリン酸および炭酸水素イオンの場

合に著しく黄ブ菌は減少し､炭酸イオンでは濃度依存性が

認められた｡またホウ酸においても減少傾向が認められた｡

なお､珪酸および炭酸イオン溶液のpHは各々9.3～10.0､

10.3～11.3とアルカリ性であった｡

考　　　　　察

温泉は薬物療法による効果がめざましい今日においても､

湿疹.皮膚病､乾癬に代表される慢性皮膚疾患患者にとっ

て最後のよりどころとして利用される例も多い19)｡特に､

強酸性泉である玉川温泉､草津温泉および蔵王温泉は､昔

から皮膚病の湯治場として知られ､近年では多くのAD

患者にも利用され治療効果も良いとされている｡

野口20)は皮膚病に対する温泉療法の治療方針の一つとし

て､皮膚に対する細菌感染の治療や予防における温泉水の

利用を挙げ､無菌泉水俗により､皮膚上の細菌は除去ある

いは拡散希釈され､細菌感染症は軽快するとしている｡

最近､久保田ら21)は草津温泉浴がAD患者の皮膚症状や

掻痒の改善に有効であるとし､その作用機序として､草津

温泉の特徴である強酸性水がADの増悪因子の一つと考

えられている黄ブ菌に対して､殺菌的に作用すると推定し

ている｡しかしながら､温泉水の殺菌作用について実験的

に検討した例は白癬菌22,23を除き極めて少ない｡中溝22)は

その効果について､ pH1.2～3.0の酸性泉に長時間入浴し

たときにのみ認められると報告している｡また､木村23)は

狽紅色菌､石膏様菌､白癬菌について検討し､ pHが1.6

～3.0の酸性泉では発育阻止作用を認め､硫黄にも殺菌作

用があったと報告している｡

通常､黄ブ菌は完全塩類培地には増殖できない有機栄養

細菌とされており､その培養には塩類と数種のアミノ酸､

ビタミン類を必要とし､至適pHは7.0～7.5､増殖可能

pH域は4.2～9.3で､塩化ナトリウムが15%でも増殖可能

な耐塩性の菌であることが明らかにされている24)｡

本研究では黄ブ菌の消長に及ぼす温泉水の影響を検討す

る目的で､泉質､ pHおよび各種化学成分濃度などを十分

に考慮して実験を行ったところ､ pH 3以下の酸性泉では､

成分含量の多少に関わらず､黄ブ菌に対して著しい殺菌､

生育抑制作用が認められた｡一般に､細菌類は酸に対する

抵抗力が弱く､酸は殺菌もしくは静菌作用を有することが

よく知られている25)が､本菌の生育についても温泉水の

pHが極めて重要かつ優先的に関与していることが示唆さ

れた｡しかし､ pH6,6～7.6の中頓別町､音威子府村､遠

別町の温泉水でも､先と同様に菌の生育抑制効果が認めら

れた｡これらの温泉水の特徴として､ホウ酸含量が630～

1360mg/kgと極めて高いことが挙げられる｡また､比較

的強い殺菌､生育抑制作用が認められた豊富町と稚内市の

温泉水においても､ホウ酸含量は各々440および415mg/

kgと高い値を示した｡従来から､ほう酸(1～3%)浴

液は温和な消毒剤として､創傷､うがい､洗眼に用いられ

ており､温泉水による黄ブ菌の生育抑制についても､その

pHだけではなく､ホウ酸濃度も関与している可能性が示

唆された｡また､アルカリ性単純温泉の清里町の温泉水は

保存日数の違いにより､黄ブ菌の殺菌､生育抑制に明らか

に差が認められた｡また､採水後､少なくとも1カ月程度

経過したいくつかの温泉水では､菌株Aの生残菌数が菌

株Bに比べて高い傾向を示した｡これらの原因としては､

菌株の性状の違いや温泉水の化学成分の変化などが考えら

れるが､今のところ不明である｡

次に､実際の入浴時間をも考慮し､ 24時間後に黄ブ菌が

完全に消失した9カ所の温泉水を用い､黄ブ菌に対しより

短い時間でどのような経時的な消長を示すか検討した｡そ

の結果､保存日数が1ヵ月以上経過した温泉水でも､先の

結果と同様な現象が認められ､特に恵山町､豊浦町､遠別

町の温泉水では黄ブ菌添加後1時間目で､黄ブ菌に対する

殺菌､生育抑制作用が認められた｡恵山町と豊浦町の温泉



水の泉質はいずれもpH2.1の酸性･含鉄-アルミニウム

-硫酸塩泉であった｡一方､遠別町の温泉水の泉質は先の

泉質とは大きく異なり､ナトリウム-塩化物泉でホウ酸濃

度の高い中性の温泉であった｡次に､弟子屈町､登別市(No.

4, 6)の温泉水では黄ブ菌添加後5時間目で生残菌数が

検出されなくなったが､いずれもpH2.4以下の酸性泉で

あった｡また､ニセコ町と上富良野町の温泉水(pH2.9と

pH3.0)は同じく酸性泉ではあるが､ 5時間後まで生残菌

が確認された｡両温泉水のpHが先の5試料に比べやや酸

性度が弱いことから､この差が殺菌性あるいは静菌性にも

影響し､両グループに認められる生残菌数の差となったも

のと考える｡一方､音威子府村と遠別町の温泉水は前述し

たように中性で､高濃度のほう酸を含有するが､黄ブ菌の

発育抑制作用において経時的な違いが認められた｡これら

の両温泉水では成分的に炭酸水素イオン濃度､マグネシウ

ム/カルシウム濃度比などに大きな違いが認められるもの

の､その原因については今のところ不明であり､有機物質

濃度の測定を含めた検討が必要と考える｡いずれにせよ､

温泉水の酸性領域(pH 3以下)でのpHの差や､中性領

域での泉質の微妙な違いが黄ブ菌に対する殺菌､静菌作用

にも大きく影響することが判明した｡

さらに､温泉水とは別に0.01%のペプトンを含む人工溶

液を用いた実験において､その成分､主に陰イオンの種類

と濃度を変え検討を行った結果､ケイ酸(100, 500mg/l)

および炭酸イオン(500mg/l)溶液においては生残菌は全

く検出されなかった｡微生物には前述の生育室適pHのほ

か､酸性側の生育限界を示すmin.pHとアルカリ側の生

育限界を示すmax.pHが存在し26)､この範囲を越えたア

ルカリ側では細胞の自己溶解が起こりやすいとされている｡

また､黄ブ菌のmax.pHは10付近と言われており27)､先

のケイ酸溶液および炭酸イオン溶液のpHがいずれも10以

上であることから､これらの溶液中で本菌が生育しえなか

ったものと考えられる｡次に､リン酸溶液においても著し

い生育抑制作用が認められた｡微生物の培養に際し､適量

のリン酸イオンは重要な無機栄養源であるが､一般的に過

剰な栄養源(無機塩類も含む)の供与はむしろ増殖に対し

て阻害性もしくは毒性を示すとされている28)｡しかし､本

試験で用いた温泉水のリン酸濃度は0.0-3.7mg/kgと低

く､黄ブ菌の生育抑制作用への関与は極めて小さかったと

考えられる｡一方､ホウ酸イオン溶液では濃度の増加に伴

い､黄ブ菌に対する生育抑制作用が若干認められた｡この

ことはホウ酸を多く含む温泉水のその効果を裏付ける知見

であると考える｡その他､黄ブ菌の消長に関し､亜硝酸イ

オン溶液では増殖効果が認められたが､実際の温泉水での

濃度は極めて低いと想定され､その関与は極めて小さかっ

たと考えられる｡

以上､本試験は試験管レベルの実験ではあるが､ AD

の増悪因子の一つと考えられている黄ブ菌に対し､酸性泉

に加えて他の泉質の温泉でも､特にホウ酸濃度の高い温泉

では著しい殺菌もしくは生育抑制作用が認められた｡これ

らの知見はAD患者が治療のため温泉を選択する際の有

益な情報として､また､温泉水がADの補助治療やその

予防となりうる可能性を示唆している｡ただし､強酸性泉

は皮膚に対する刺激性も強く､温泉皮膚炎を生じる可能性

もあることから､特に小児､あるいは重症患者が使用する

場合は十分に注意する必要があると考える｡また､皮膚表

面は黄ブ菌の増殖至適温度である35～40℃を保ち､発汗や

排泄に伴う種々の無機成分や有機成分も多いことが予想さ

れ､黄ブ菌が増殖するには極めて好都合な環境になってい

ると推定される｡そのため､入浴は皮膚を清潔に保つ上か

らAD患者にとっても大切であるが､黄ブ菌はアトピー

肌では付着性が強く単なる入浴だけでは洗いながしにくい

ことも事実である｡

今後､殺菌ないしは生育抑制作用を認めた温泉水などに

よる角質細胞を用いた黄ブ菌の洗い流し効果や､温泉療法

前後における皮膚表面での黄ブ菌数の変化についても検討

する必要があると考える｡さらにはADと関連して､黄

ブ菌に対する抗菌作用が注目されている超酸化水､ヒノキ

チオール､イソジンなどの薬剤を含めた温泉水の詳細な臨

床試験が待たれる｡

結　　　　　語

アトピー性皮膚炎(AD)の治療､予防における温泉水

の効果を調つる目的で､ ADの増悪因子の一つと考えら

れている黄色ブドウ球菌(黄ブ菌)の消長に対する泉質､

pH､各種化学成分濃度などの影響を検討した｡ AD患者

から分離した黄ブ菌株を用いての実験結果から､以下の結

論を得た｡

pHが3以下の酸性泉では､ 24時間の時点で成分含量の

多少に関わらず､黄ブ菌に対して著しい殺菌､生育抑制作

用が認められた｡同様に､ホウ酸濃度の高いpH6.6～7.6

の中性の温泉でも著しい殺菌､生育抑制作用が認められた｡

一方､それらの温泉水でも泉質の微妙な違いにより､ 1

時間の時点での黄ブ菌に対する著しい殺菌､生育抑制作用

の差が認められた｡また､中性､アルカリ性のいくつかの

温泉水では保存日数や菌株の違いによってもその作用に差

が認められた｡

その他､人工的に調製したホウ酸溶液においても温泉水

で認められた殺菌､生育抑制作用が若干ながら確認された｡

以上の結果はAD患者が温泉を選択する際に有益な手



がかりを与えると共に､温泉水が泉質によってはADの

補助治療やその予防に十分利用できる可能性を示唆してい

ると考える｡今後､温泉水による皮衣からの黄ブ菌の洗い

流し効果を含めた検討が必要と考える｡

稿を終えるにあたり､本研究の実施に快くご理解､ご協

力を賜った市町村の関係各位､施設担当者各位に厚くお礼

申し上げます｡なお､本研究は北海道立衛生研究所におい

て平成10年度より新たに開始された｢健康科学プロジェク

ト研究｣の一環として行ったことを付記する｡
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英　文　要　約

Stapylococcus aureus is considered one of the factors

enhancing chronic cutaneous inflamation of atopic der-

matitis (AD)･ This investigation attempted to clarify the

influence of hot spring water on S. aureus survival.

Water samples were collected from 27 locations in Hok-

kaido, considering differences in water quality, pH, total

dissolved matter and chemical constituents such as

chloride and sulfate ions. The 5. aureus tested was iso-

lated from skin lesions of 2 patients with AD.

The following results were obtained :

1) No S. aureus remained in acid spring water below pH

3 after incubation for 24h at 37℃.

2) Similar results were also observed in neutral or alka-

line springs containing considerable amounts of boric

acid after incubation for 24h at 37℃.

3) There were antimicrobial effects on S. aureus in some

of these hot spring waters even after an incubation for

lh at 37℃, showing variety with differences in acidity

and water quality.

4) The antimicrobial or suppressive effects of neutral or

alkaline hot spring water on S. aureus survival differ

with the preservation time of water samples.

5) The antimicrobial or suppressive effects on S. aureus

survival of hot spring water containing boric acid were

confirmed in tests using artificial borate solution.

These results provide valuable clues for patients with

AD to select hot spring water suitable for balneotherapy,

and suggest the possibility of medical treatment or pre.

vention of AD with hot spring water.

Further experiments including washing effects of S.

aureus from skin are required.

Key words : hot spring ; Staphylococcus aureus ; bal-

neotherapy ; atopic dermatitis ; Hokkaido



付表1　用いた温泉水の採取地および成分の一覧表


