
建築は生きている相談契約 

技術レポート 2003年夏号 

 

「すぐ役立つ実戦的レジオネラ感染症対策マニュアル」 

マニュアル整備の経緯 

平成１０年頃より、日本各地でレジオネラ菌感染症が頻発しており、2000 年 11

月までに 178 例が報告されており、昨年 8月には宮崎の町営施設で、295 名の感

染者と 7名の死亡者が発生して、現在大掛かりな改善工事を実施中です。 

 

既に予防対策やその基準等は、厚生労働省のホームページで確認できますし、こ

の 4 月には、「全国旅館生活衛生同業組合連合会」と｢全国公衆浴場業生活衛生

同業組合連合会｣が、ほぼ同じ内容の「自主点検マニュアル」を作成しておりま

す。 

 

施設基準についても、レジオネラ感染症による事故を防ぐ為、以前と比べかな

り基準が厳しくなっておりますので、従来の浴場設備のシステムでは、対応が難

しい場合が多くなっています。 

然しながら、基準や各マニュアルの内容を拝見すると、かなり詳細な内容では

有りますが、実際に実施する具体的な方法や、設備システムの改修方法等の抜本

的な対策等については、まだ十分言及されていないと思われます。 

 

また各旅館等の経営者にとしては、昨今の厳しい経営環境のもとで、お風呂施

設の運営について、十分な人的対応が取れない事や、設備の改修にかかる多額

の費用で悩んでおられる事と思います。 

弊社にも、今までお手伝いしたホテル、旅館様からその対策に対するご質問が、

数多く寄せられている為、温泉施設を数多く手がけている弊社としては、その

責任上からも、対策をとりまとめる必要を感じておりました。 

 

弊社のホテル、旅館向けのファシリティーマネージメントサービスである「相談契約」

のお客様を対象に、この 5 月にレジオネラ菌対策に関するアンケートを実施し

た処、大変多くの回答を戴き、旅館経営者の関心の高さを実感いたしました。 

 

 

また昭和 3８年の設立から 41 年間、ホテル、旅館専門の事務所として、日本全
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国でお風呂作りのお手伝いをして来た経験と、責任から、ホテル旅館の現場で、

実際に使える実戦的なマニュアルを作成する事が、経営者のお役に立てるものと

考え、弊社の浴場設備設計の協力事務所であるユニ設備設計と一緒に、私達の

考えを、取り急ぎまとめる事と致しました。 

 

 

実戦的対策の考え方 

現在の旅館を取り巻く厳しい経営環境の中では、理想的なレジオネラ菌対策は、

すぐには取れないと思いますので、まず、今までのレジオネラ菌感染の原因を

ユニ設備の小川氏に分析して貰い、その上で、余りお金のかからないソフトの対

策をご提案し、次に、今後の発生の可能性を極力少なくする抜本的なハードの対

策をご提案いたします。 

 

本レポートは、2 部構成となっております。 

 

第１部は弊社で考えるホテル、旅館向けの実戦対策をまとめました。お忙しい経

営者の方は、まず第一部をお読み戴き、直ちに対策を実施してください。 

 

第２部は、その実戦対策のバックボーンとなる技術的、学問的考え方についてま

とめてあります。これは、レジオネラ感染症の原因と対策について、とてもわ

かり易く旅館経営者向けに書かれていますので、是非ご一読ください。第２部

は、ユニ設備設計の小川社長が、この 6 月に旅館経営者向けに講演した、セミ

ナーの資料をまとめたもので、レジオネラ菌感染症の概要と、その対策につい

て、とてもわかり易く解説されていますので是非ご一読ください。 

小川氏は、厚生労働省の委託研究で循環式浴槽実態調査の主査を務め、平成１3

年の「レジオネラ防止対策マニュアル」を作成しています。また、現在、浴場

施設におけるレジオネラ対策委員会の幹事として、「循環式浴槽設備技術指針」

の作成を準備中です。 
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レジオネラ症感染事例に見る１０の特徴 

第２部の小川氏の分析を基に、わかりやすく、菌の特徴５つと、感染事故の原

因５つにまとめてみました。 

 

１、レジオネラ属菌の５つの特徴 

 

① 土壌や淡水中に存在し、海水や塩分を含む水中では増殖しない 

② 水温３０～４５度の循環水等の人工環境水で生育する 

③ 配管内や装置内に形成された生物膜（バイオフィルム）の中で生育する 

④ バイオフィルム内のレジオネラ属菌には、薬剤や紫外線等の殺菌効果は効

き目が無い 

⑤ 60℃以上の湯または０.２～０.４㎎/Lの残留塩素に接触すると15分以内に

死滅する 

 

２、レジオネラ症感染事故の 5つの原因 

 

① 適切な消毒が行われていなかった 

② 長時間浴槽水を替えていなかった 

③ オーバーフローを取らず、浮遊汚濁物の除去が十分でなかった 

④ 浴槽内に湯が循環しない滞留域があった 

⑤ ２つ以上の浴槽を１つの循環ろ過システムで処理したため、汚染が広がった 

以上の原因等から重要なのは、殺菌等をしても、配管内等のバイオフィルムを除

去しない限り、レジオネラ菌は退治出来ない、ということです。 

また、5つの原因のうち２－①、②、③までは、運営上のソフトで解決が可能で

すが、２－④、⑤については、設備システム等の改修を伴うハードの対策が必

要である事が解ります。つまり、運営上のソフト対策と、設備システム等のハード

対策の両方が必要だという事です。 

そこで、まず対策としては、運営上のソフトで対応出来る事と、設備システム

を改修しないと不可能な事の２種類に分けて考えました。 

詳細の技術基準等は、第２部の小川氏のレポートを参照いただき、お忙しい経営者

の方向けに、第１部では概要を中心に短時間で理解出来るようにまとめておりま

す。 

まずは、すぐに出来る、運営ソフトの対策を十分に行い、次に抜本的な改善策

である、設備システム改修等のハード対策を講じては如何でしょうか。 
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A、運営ソフトの対策  ５つの確認 

１、掃除の状態を詳細に確認する 
①浴槽内の掃除方法を確認する（バイオフィルムが除去されているか） 
②洗剤の種類を確認する 
③洗浄方法は、機械（ポリッシャー等）か、人力か、 
④汚れや、ぬめり（バイオフィルム）がきちんと清掃できているか。（特

に入り隅や、清掃しにくい所に注意する事（そのような所にレジオネ

ラ菌が生息しています） 
⑤清掃状態のチェックは、いつ、誰が、どのように行っているか 
⑥ヘアーキャッチャーの掃除は、毎日きちんと薬品で洗浄しているか 
⑦排水溝の内部清掃は、蓋を外して、十分行っているか 
⑧清掃時に循環配管内に薬剤や、清掃汚水が流れ込まない様に注意して

いるか 
２、浴槽の換水は一週間に一回以上行っているか 

①換水が不十分な場合は、その理由を明確にする（コスト、時間、認識

不足等） 
②時間的に無理であれば、短時間で換水しやすいシステムに変更する 

 

３、ろ過機のろ材は、逆洗が定期的に行われているか 

①逆洗機能の無い、ろ過機は使用しない事（カートリッジフィルター等） 

②もし、①のろ過機が使用されていれば、機種の変更を検討する必要が

ある 

４、薬注装置を確認する 

①装置はきちんと作動しているか 

②濃度設定は適切か（常時０.２～０.４㎎/L） 

③記録をきちんと取っているか 

④塩素系消毒剤はろ過機の直前に注入しているか 

⑤最近売り込みの多い、紫外線、オゾン、特殊カートリッジ等の殺菌シ

ステムは、実用面でまだ十分な実績が無い為、当面は塩素剤で消毒す

るのが良いと思われる 

５、水質検査はきちんと行われているか 

①年２回以上の水質検査を行っているか 

②貯湯槽内の水質検査は行っているか 

③ろ過器の水質検査は行っているか 

④源泉の水質検査は行っているか 

⑤残留塩素濃度の計測は、一日に 6回以上行い、記録を取っているか。 
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B 設備システム等のハード対策    ５つの進め方 

 
１、設備の図面があるかを、まず確認する 

①設計図、施工図、竣工図のいずれがあるかを確認する 

②図面が無い場合は、要注意。 

 

２、配管の状態を確認する 

①配管のルートや、システムはきちんと把握されているか(循環配管系統

図があるか) 

②きちんとした施工図はあるか確認する 

③配管の状態を確認して、排水した時に、配管内の水が全て排水される

か確認する(特に 2以上の浴槽間に連通管が設けてある場合は注意) 

④配管内に死水や、逆勾配の部分が無いか確認する 

⑤床下の配管が点検、更新できるか確認する 

⑥配管内の洗浄は行っているか（バイオフィルムの除去） 

 

３、浴槽循環システムを確認する 

①ろ過器の能力を再チェックする 

②ろ過器の能力が、浴槽容量に対して１時間に１回以上、ろ過する能力

があるか。 

③露天風呂等を後で増設したり、浴槽を大きくしている場合は、ろ過器

の能力が不足している事もありますので注意が必要 
④湯口に循環水が出ていないか確認する 
イ、新しい基準では、循環水の吐水口は、浴槽の中しか設けてはいけ

ない事になっています。湯口からは、新しい温泉、給湯、給水だけ

しか出す事を許されていません。 
ロ、循環水は、湯口から切り離し、浴槽内だけで、循環させましょう 
ハ、工事に時間がかかる場合は、誤飲を防ぐ為に、取り合えず、「この

お湯は飲めません」という表示をしましょう 
⑤浴槽内に湯の滞留する場所が無いようにする 

 
４、維持管理方法を確認する 

①メンテナンスしやすい配管にする（床下配管ピット、露出配管、配

管トレンチ等） 
②シンプルな配管にする 
③交換しやすい設備、配管システムにする 
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５、誰でも出来る運営方法に改善する 

①短時間で、排水と湯張りの出来るシステムに改修する 
イ、昼間の営業や、日帰り入浴を考えると、短時間に排水して、湯張

りできるシステムに更新する事をお薦めします。 
ロ、浴槽の排水時間と、湯張り時間がどの位かかるか確認する 
ハ、排水は、３０分、湯張りは１時間以内が理想的です 

②人的な資質に左右される事の無い設備システムにする 
イ、薬注システムの自動化（デジタル薬注装置） 
ロ、計測システムの自動化（コンピュータ管理） 
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C、実戦対策のまとめと管理の標準化の提案 
 
以上、対策の概要をまとめてみました。 

レジオネラ属菌の特徴や感染症の原因を把握しない限り、根本的解決には至り

ませんので、本レポートの第２部、是非熟読される事をお薦めします。 

殺菌の薬剤については、一般的に次亜塩素酸ナトリウムの１２％水溶液等が使

用されますが、濃度の管理が難しく、塩素の臭いがお客様から「温泉なのに、何

故塩素臭がするのか」と、クレームになるようです。 

熟練を要する濃度管理については、最近、1 系統 70 万程度と、比較的安価な自

動薬注装置が出ており、パソコンとも連動可能ですので、担当者までお問い合わせ

戴ければ、資料をお送りいたします。 

塩素臭については、食塩水を電解セルによって、電解次亜塩素酸として生成す

る殺菌装置が数社から出始めており、一部の施設に採用され始めましたが、ま

だ高額で、民間の施設では、採用が難しいと思われます。 

現在弊社で温泉施設の改修設計を進めている事例では、比較的安価な自動薬注

装置をまず導入して、電解塩素水装置は、1～2 年後に装置の価格が安くなったら

導入出来るように、その設置スペースと接続口のみを設ける様に設計しておりま

す。 

今まで、温泉施設の維持、管理は施設担当の方に任されており、その担当者の

人的資質に依って、管理の品質が決まる事が多かったと思います。 

経営者は設備システムや、維持管理方法を検討し、誰でも同じ品質で維持、管理

が出来るソフトやハードを採用すべきではないでしょうか。 

出来れば社内で浴場設備管理マニュアルを作り、管理者に徹底させるのが望ま

しいと思います。 

弊社も出来る限りのご協力を致しますので、ご遠慮なく担当者まで、ご相談下

さい。 

レジオネラ感染症の対策は、これから更に指導が強化される方向です。どうか

手遅れにならないうちにソフトとハードの対策に取り組んでください。 

我々のレポートが、皆様の安全な施設運営のお役に立てば幸いです。 

今後も、相談契約のお客さまには、技術レポート等で最新の情報をお知らせ致

します。 
 

このレポートの内容等についてのお問い合わせは、相談契約担当の高橋、八巻

か貴社を担当させて頂いている弊社社員まで、お気軽にご連絡ください。 
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         建築は生きている  相談契約 

 

すぐ役立つ 実践的レジオネラ感染症対策マニュアル 

 

 
第 2部 技術解説 

 

浴場施設におけるレジオネラ対策 

 

 

(㈱)ユニ設備設計 

 

代表取締役 小川正晃 

 

 

 

 

 

１、レジオネラ症発生防止対策の経緯 

２、レジオネラ症とは 

３、レジオネラ属菌とは 

４、循環式浴槽とは 

５、循環式浴槽の実態 

６、循環式浴槽におけるレジオネラ症発生防止策 

７、循環式浴槽の消毒について 

＊ 循環式浴槽実態調査とその概要 

＊ レジオネラ症感染死亡発生施設における汚染要因 
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