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浴槽水中のレジオネラ属菌検査における非濃縮検体の重要性

Importance of the Non-concentrated Sample for the Detection of Legionella in Bath Water
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　公衆浴場及び旅館業のレジオネラ症防止対策は，「公衆
浴場における衛生等管理要領等について」（平成 12 年 12
月 15 日付生衛発第 1811 号厚生省生活衛生局長通知）の中
に盛り込まれ，初めてレジオネラ属菌の水質基準
（10 CFU/100 mL 未満）及び検査法が示された．この検査
法には，“冷却遠心濃縮法またはろ過濃縮法のいずれかに
よること”と記載され，濃縮検体を材料とした検査が検査
法として推奨されている．また，平成 15 年 2 月 14 日付建
発第 0214004 号厚生労働省健康局長通知「公衆浴場におけ
る衛生等管理要領等の改正について」で，“その具体的手
順は「新版レジオネラ症防止指針（以下防止指針）」の
「＜付録＞ 1環境水のレジオネラ属菌検査方法」を参照す
ること”という一文が付記された．これら 2つの通知文に
よれば，濃縮法で検査を行い，その具体的手順については
防止指針で確認することとしている．一方で防止指針に
は，「1. 2 検水採取とその処理 4）濃縮」で，“レジオネラ
属菌数が 102 CFU/100 mL 未満と推定される時は検水を濃
縮する”1）と定義した後に，各種濃縮法の説明がなされて
いる．また「1. 3 接種」では，“菌数を予測できないので，
濃縮検体と非濃縮検体を同時に検査する”2）と記載されて
いる．前者は，菌数が少ないと予想される場合においての
濃縮検査手順の記載であり，一般的には菌数を予測するこ
とは困難であるため，濃縮検体と非濃縮検体を同時に検査
することを推奨していると解釈できる．このような状況の
中，特に行政的な検査においては，上記通知文のみが検査
法の根拠となる場合があり，非濃縮検体について検査を行
わない検査機関もある3）．
　そこで我々は，浴槽水を検体として濃縮検体と非濃縮検
体を同時に検査し，比較検討を行った．その結果，レジオ
ネラ属菌数を適切に把握するためには，非濃縮検体の検査
が重要であることを明らかにしたので報告する．
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方 法

1 ．対象検体
　1998 年から 2008 年までに北海道で採取された浴槽水
764 検体に対し，非濃縮検体と濃縮検体を同時に検査し，
結果を検討した．
2 ．検査法
　濃縮は，濃縮方法の違いによるレジオネラ属菌の検出を
比較した結果4），検出菌数，検出率に優れていたろ過濃縮
法で行った．検体 500 mL を，直径 47 mm，孔径 0. 2 μm
のポリカーボネート製メンブランフィルター（ADVANTEC）
で吸引ろ過した．ろ過器は，ろ液受フラスコ付のポリサル
フォン製（NALGENE）を使用した．ろ過終了後のメン
ブランフィルターを 50 mL 用の滅菌遠心管内で 5 mLのろ
液にひたし，10 分間，手で強く振とうした．このフィル
ター洗浄液（100 倍濃縮液）を接種検体とした．
　非濃縮及びろ過濃縮法にて調製した接種検体は，それぞ
れ 1 mLを熱処理区，酸処理区に使用した．熱処理区は，
接種検体を 50℃，20 分間処理後の 100 μLを，酸処理区は
0. 2 M HCl・KCl buffer（pH 2. 2）を等量加え，室温にて 4
分間放置後の 200 μLを，さらに，未処理区として接種検
体 100 μLをそれぞれ自家調製したMWY培地（OXOID：
レジオネラCYE寒天基礎培地にサプリメントを指示通り
溶解，添加し調製）に塗布した．それらを 36℃で 10 日間
培養した．培養期間中に発育したレジオネラ様集落を釣菌
し，区画したBCYEα寒天平板培地と血液寒天平板培地
に画線培養した．レジオネラ様集落の確認は，効率良く選
定，釣菌，菌数測定するために斜光法5）で行った．培養
後，BCYEα寒天平板培地のみに発育したものをレジオネ
ラ属菌と推定した．レジオネラ属菌の同定は，PCR法6, 7），
レジオネラ免疫血清「生研」，レジオネララテックステス
ト（OXOID），DDHレジオネラ（極東）によるDNA-
DNAハイブリダイゼーションにより行った．
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結 果 及 び 考 察

　表 1にレジオネラ属菌の検出状況を示した．764 検体中
686 検体からレジオネラ属菌が検出された．表 2にレジオ
ネラ属菌が検出された 686 検体における非濃縮検体，濃縮
検体別の菌数算定状況を示した．非濃縮検体のみから菌数
が算定されたのは 144 検体あり，全体の約 21％を占めた．
これらの検体は，濃縮検体接種培地上でレジオネラ属菌が
培地一面に発育し集落数を数えることができないもの，ま
たは，他の細菌，カビの発育により，レジオネラ属菌集落
を確認することができないものであった．濃縮検体のみか
らの菌数算定は 421 検体（約 61％）だった．これらの検
体では，非濃縮検体接種培地でレジオネラ属菌が検出され
なかった．両検体で菌数算定が可能だったものは 121 検体
（18％）あった．これら 121 検体については，非濃縮検体
での算定菌数が濃縮検体の結果を上回った検体が 109（約
90％），その逆の結果が 11（約 9 ％），同じ結果が 1検体
（約 1 ％）であった（表 3）．なお，両検体からレジオネラ
属菌が検出された場合は，菌数が多く算定された検体の検
査結果を採用した．これらのことから，非濃縮検体の算定
菌数が採用された検体数は，144 に 109 を加えた 253 検体
となり，レジオネラ属菌が検出された 686 検体の約 37％
を占めた（表 4）．非濃縮検体での算定菌数が濃縮検体の
結果を上回った 109 検体を見ると，濃縮検体での確認菌数
が非濃縮検体での確認菌数の 80％以上であったのは 3検
体（ 2. 8％）しかなく，85 検体（78％）が 50％未満だっ
た（表 5）．つまり，濃縮することにより，確認可能なレ
ジオネラ属菌数が大きく減少したと考えられる．検体を濃

縮することは検出率を上げるための一手法であるが，実際
には，レジオネラ属菌以外の微生物や浮遊物も濃縮され，
分離培地上にレジオネラ属菌が発育しにくい状況を作り出
している場合がある．また我々は，濃縮工程上でレジオネ
ラ属菌が損失する可能性を指摘した4）が，ろ過濃縮法にお
いては，菌体を回収するためのろ過フィルターの洗浄工程
に伴う捕集物質の損失，冷却遠心濃縮法については，上清
除去時に菌体を含んだ沈渣損失の可能性など一連の濃縮工
程に伴う捕集物質や沈渣の損失により，回収率が減少する
と考えられる．
　防止指針には，菌数を予測できないことから濃縮検体と
非濃縮検体を同時に検査することと記載されている．今回
の調査では，非濃縮検体の算定菌数を採用したものが、レ
ジオネラ属菌が検出された 686 検体の約 37％（253 検体）
を占めた．濃縮検体で測定不能となった場合，冷蔵または
冷凍保存していた濃縮検体を希釈し再分離培養を行う検査
機関や，当初から測定不能となる可能性を考慮し，濃縮直
後に検体を希釈し，同時に分離培養を行う検査機関もあ
る3）．しかしながら，検体濃縮時の沈渣損失，濃縮検体の
希釈時における菌体損失，あるいは濃縮検体の保存期間中
や凍結融解時にレジオネラ属菌が損傷を受ける可能性等
が，検査結果に影響を与えることが考えられる．これらの
ことから，浴槽水を検査するにあたり非濃縮検体を検査す
ることは，実状を的確に把握するためにも重要であり，濃
縮検体と同時に検査することが必要であると思われる．

　稿を終えるにあたり，本研究は北海道の試験研究費及び
平成 19 ～ 21 年度厚生労働科学研究補助金（健康安全・危
機管理対策総合研究事業）「迅速・簡便な検査によるレジ
オネラ対策に係る公衆浴場等の衛生管理手法に関する研
究」の一環として実施されたことを付記する．

表 1 　レジオネラ属菌検出状況
検体数（％）

非検出  78（ 10）
検　出 686（ 90）
計 764（100）

表 2 　レジオネラ属菌検出検体における
　　　非濃縮，濃縮検体別の菌数算定状況

検体数（％）
非濃縮のみ 144（ 21）
濃 縮 の み 421（ 61）
両　検　体 121（ 18）

計 686（100）

表 3 　非濃縮及び濃縮検体で算定された
　　　レジオネラ属菌数の比較

検体数（％）
非濃縮＞濃縮 109（ 90）
非濃縮＜濃縮  11（  9）
非濃縮＝濃縮   1（  1）

計 121（100）
等号，不等号は算定菌数の状況を示す

表 4 　非濃縮，濃縮検体別の検査結果採用数
採用検体数（％）

非濃縮 253（ 36. 9）
濃　縮 432（ 63. 0）
両検体   1（  0. 1）
計 686（100. 0）

表 5 　非濃縮＞濃縮 109 検体の非濃縮検体に対する
　　　濃縮検体レジオネラ属菌数の割合
割合（濃縮 /非濃縮） 検体数（％）

50％未満  85（ 78. 0）
50 ～ 60％未満   7（  6. 4）
60 ～ 70％未満   6（  5. 5）
70 ～ 80％未満   8（  7. 3）
80％以上   3（  2. 8）
計 109（100. 0）

不等号は算定菌数の状況を示す
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