
(無断転載お断りいたします) 

浴場施設におけるレジオネラ対策 
技術士事務所 ㈱ユニ設備設計 

代表取締役 小川 正晃 

はじめに  
平成１４年(2002)８月、宮崎県の入浴施設において、感染患者２９５名（9.10 現在）の

レジオネラ集団感染が発生して７名が死亡するという痛ましい事故が発生した。さらに同

じ月、鹿児島県の温泉施設でも１名が死亡すると言う感染事故（感染患者７名）が発生し、

いずれも開業したばかりの新しい施設であった。 
 同年、厚生労働省では全国の浴場施設の内 31,700 施設の緊急点検を行ったが、56％の施

設が衛生管理上の問題で指導を受け、また 17,500 施設を対象としたレジオネラ検査で約

17％でレジオネラ属菌が検出されるなど、浴場施設のレジオネラ汚染が広範囲にわたって

いることが判明した。 
このような状況にあって厚生労働省では 10 月 29 日に「公衆浴場法第３条２項並びに旅

館業法第４条２項および同法施行令第１条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を

追加する際の指針について」を通知し、各自治体では条例を改正する動きを早めていった。 
これは各地の業務用循環式浴槽でレジオネラ属菌が検出されている状況から、地方自治

体が条例等にレジオネラ症発生防止対策を盛り込む場合の指針を通知し、地方自治法に基

づく技術的助言として条例等の例文を示したもので、とくに「エアロゾルが空気中に分散

することを防止するための構造設備上の措置」として細部にわたって構造設備上の対策を

求める内容となっており、多くの自治体の条例や規則にその主旨が反映されていった。 
  
本報はわが国におけるレジオネラ症発生防止対策の経緯を概説すると共に、前述の指針

について循環式浴槽の計画・設計上の観点からその内容を解説するものである。 
 
１．レジオネラ症発生防止対策の経緯 
わが国初のレジオネラ症防止指針（以下旧版指針）が、平成 6 年(1994)3 月に旧厚生省の

監修で（財）ビル管理教育センターが取りまとめられ、平成８年(1996)９月に旧厚生省より

通知された「建築物における冷却塔等の衛生確保について」に基づいて指導がなされてい

たが、旧版指針は冷却塔式冷却水における防止対策を中心にまとめられたものであった。 
その後、平成 10 年(1998)5 月東京都内の特別養護老人ホームで、入所者の循環式浴槽で

の感染死亡事故が発生したことを受けて、（財）ビル管理教育センターに「レジオネラ症防

止指針作成委員会」が設置されて、給水・給湯設備や循環式浴槽設備に関する対策が盛り

込まれた指針（以下新版指針）が平成 11 年 11 月にまとめられ、感染因子を点数化するこ

とによってレジオネラ属菌のコントロールをすることが提言された。 
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しかし平成 12 年 15 日に静岡県掛川市、茨城県石岡市、名古屋市でレジオネラ症感染死

亡事故が発生したことを受けて、同年 12 月旧厚生省では「公衆浴場における水質基準等に

関する指針」「公衆浴場における衛生等管理要領」「旅館業における衛生等管理要領」を各

都道府県知事、政令市市長、特別区区長に通知すると共に、（財）全国環境衛生営業指導セ

ンター、全国公衆浴場環境衛生同業組合連合会、全国旅館環境衛生同業組合連合会に公布

した。平成 12 年 12 月通知の内容は水質基準にレジオネラ属菌の項目を追加（旅館業法に

該当する施設にはアンモニア性窒素の基準も追加された）すると共に、衛生等管理要領を

全面的に改正したものであった。 
 
この衛生等管理要領の改正に伴ってその周知と適切な運用を図るために、（財）ビル管理

教育センターに委員会を設けてレジオネラ症防止対策マニュアルを作成して平成 13 年 9 月

に公布し、さらに平成 13 年度厚生科学研究補助金による「循環式浴槽における微生物に関

する研究」の一環として循環式浴槽実態調査を行った。 
その後平成１４年に発生した集団感染・死亡事故を契機に、さらにレジオネラ対策強化

を目的として、前述の如く地方自治体が条例や規則にレジオネラ症発生防止対策を盛り込

むことを想定して考え方や条例等の例文を示した通知（H14.10）を発し、平成１５年２月

にはこの通知を基に衛生等管理要領等の改正を行った。上記の平成 12 年以降のレジオネラ

症防止対策に関する通知は、循環式浴槽設備の内容に大きな影響を及ぼすものとなった。 
表-1 に最近の循環式浴槽におけるレジオネラ症感染事例を示す。 
 

表-1 最近の浴場施設におけるレジオネラ症感染事例 

発 生 年 月 感 染 場 所 感染者 死亡者 

2000 年 3 月 静岡県掛川市温泉浴場 ２３ ２ 

2000 年 6 月 茨城県石岡市市営浴場 ４５ ３ 

2002 年 1 月 東京都板橋区公衆浴場 1 １ 

2002 年 8 月 宮崎県日向市温泉浴場 ２９５ ７ 

2003 年 8 月 鹿児島県東郷町町営温泉浴場 ９ １ 

2003 年１月 石川県山中町温泉浴場 １ １ 

2003 年１月 クルーズ客船内大浴場 ２ 0 

2003 年１月 長崎県鷹島温泉浴場 １ 0 

 
２． レジオネラ症とは 
 レジオネラ症とは、レジオネラ属菌が原因で発症する感染症で、劇症型の肺炎と一過性

で風邪のような症状を示すポンティアック熱型に大別され、これまでに報告されたものの

ほとんどは肺炎型であり、ポンティアック熱型で死亡した例は報告されていない。 
レジオネラ属菌は、1976 年夏に米国フィラデルフィアのホテルで開催された、米国在郷
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軍人会（The American Region）の集会後に、参加者やホテル周辺の通行人など 221 名が

不可解な肺炎に感染し 34 名が死亡した。その結果翌 1977 年にこれまで知られていなかっ

た細菌が発見され「在郷軍人病」(Legionaire1’s Disease)と命名されたものである。  
わが国では旧厚生省レジオネラ症研究班の全国調査によれば 1979～92 年までの 14 年間

に発生したレジオネラ症は 86 例で、わが国全国に分布していた。その後、平成 11 年（1999
年）4 月にいわゆる新感染症法が施行されて、診断した医師は 1 週間以内にその情報を最寄

の保健所に届けることが義務付けられた結果、にわかに顕在化して新感染症法施行後 2000
年 11 月までに 178 例が報告されている。ただし、レジオネラ肺炎は比較的他の細菌性肺炎

と明確に異なった症状が少ないので、実際には報告以上に発生しているのではないかと危

惧する学者もいる。 
レジオネラ肺炎はレジオネラ属菌を包んだ直径 5μｍ(10-6ｍ)以下のエアロゾル（目に見

えない微細な水粒）を吸入することにより起こる気道感染症で、一般的な症状は、たんを

伴わない乾性のせき、高熱（通常 38.3 度以上）、胸痛、呼吸促迫、精神異常が見られ、激し

い下痢を起こすようになる。昏睡、幻覚、手足の振えなどの症状が早期に見られるのも特

徴で、適切な治療がなされない場合には発病から 7 日以内に死亡する例が多い。潜伏期間

は通常 3～9 日で、集団発生に際して発病するのは通常汚染されたエアロゾルを浴びた人の

5％以下との報告もある。 
レジオネラ症は糖尿病患者、慢性呼吸器疾患者、免疫不全者、高齢者、幼弱者、大酒家、

多量喫煙者などが罹り易い傾向にあると言われており、旅行者も多く感染している。 
海外では冷却塔冷却水が感染源であったケースが最も多く、その他循環式浴槽水、シャ

ワー、ホテルロビーの噴水、洗車、野菜などへの噴霧水、浴槽で溺れて汚染水を呼吸器に

吸い込んだ場合などに感染・発病した例が報告されている。また温泉水を毎日飲んで発症

した例もある。 
感染はレジオネラ属菌数が増加する夏場に多く、人から人への感染は報告されていない。

健康な成人が感染することは極めて少ないと言われている。 
 

3． レジオネラ属菌とは 
 レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水中に存在する菌で、海水や塩分を含む水中では増

殖しない。滞留や配管内などを循環している水温 30～45℃程度の人口環境水中で他の細菌

や藻類を利用して生育すると考えられており、アメーバなど細菌を餌にする原生動物の細

胞内で増殖して原生動物を殺し、崩壊した細胞から多数の菌が放出され、水中を遊泳した

り配管内壁や装置内面の接水部に形成された生物膜（バイオフィルム）の中で生育する。 
 バイオフィルム内部に生育しているレジオネラ属菌は、薬剤や紫外線などの殺菌効果が

及ばないと言われている。 
 レジオネラ属菌は 70℃以上の湯の中では 1 分以内に、60℃の湯あるいは 0.2～0.4mg/L
の遊離残留塩素に接触すると 15 分以内に死滅する。0.1mg/L では 60 分後にも完全に死滅
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しないとする報告もある。（大腸菌は１分以内に死滅する） 
 
４．循環式浴槽とは 
 循環式浴槽は浴槽・ろ過器・加熱装置（熱交換器）・循環ポンプ・循環配管・集毛器（ヘ

アキャッチャー）・消毒装置などで構成されている。図-1 に一般的なシステム図を示す。 

 
 
 図に示す(a)は、浴槽の湯を直接ヘアキャッチャーで髪の毛などの粗い浮遊物を除去した

後にろ過器に送ってろ過し、適温に加熱してから消毒剤を湯に注入してから浴槽に返すも

ので、現在では多くの施設でこの形式のシステムを使っている。 
 図(b)は水や加熱エネルギーの節約を目的としシステムで、浴槽縁からオーバーフローし

た湯と浴槽底面から採水した湯を回収槽に集めてろ過器でろ過した後に浴槽に返すのもで、

省エネルギーシステムとして最近では温泉のない、あるいは供給量の少ない施設で徐々に

設置例が増えている。 
 浴槽水の消毒方法には次亜塩素酸ナトリウムやジクロロイソシアヌール酸錠剤などを使

った塩素消毒が多く使われている。紫外線、オゾン、光触媒なども使われているが、いず

れも持続性がないので塩素剤と併用して使用されている。 
 過去に設置された循環式浴槽システムの中には、消毒装置が設けられていないものがあ

り、浴槽にジクロロイソシアヌール酸顕粒剤やさらし粉を直接投入している施設も多い。 
 循環式浴槽システムの最も重要な部位であるろ過器は、機能的に分類すると物理的浄化

式と生物浄化式とに分けられる。 
 物理的浄化式は粒子や比重の異なるろ材をタンク内に積層して、水中の微細な汚濁物や

繊維、髪の毛などを除去するもので砂式ろ過器、カートリッジろ過器、けい藻土ろ過器が

一般に使われている。 
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砂式やカートリッジ式ろ過器では、ろ過器内に生息する微生物による生物浄化が併せて

行われているものと考えられる。ろ過器では水中に溶け込んだ物質、微生物類、細菌等を

分解・除去する能力はない。 
生物浄化式はろ材に多孔質の自然石や人造石、樹脂ろ材などを用いて、これらを支持体

として微生物を積極的に繁殖させて水中汚濁物質を分解させるもので、砂式ろ過器の中に

も多孔質のろ材を用いて機能的には生物浄化を主たる機能とするものがある。 
 生物浄化式は機能的には優れているものの、浴槽水はレジオネラ属菌の生息に適した水

温であるため、ろ材に繁殖する微生物の中に病原微生物の生息を促進することとなり、浴

槽水が汚染される原因となることが指摘されている。 
 
５．循環式浴槽の実態 
 表-1 に示した循環式浴槽における最近のレジオネラ症感染事例におけるレジオネラ属菌

の繁殖原因として、 
① 適切な消毒が行われていなかった  
② 浴槽内に湯が循環しない滞留域があった  
③ 浴槽縁からのオーバーフローによる浮遊汚濁物の除去が十分でなかった  
④ 長期間浴槽水を変えていなかった 
⑤ ２以上の浴槽を１つの循環ろ過システムで処理していたために汚染が拡散した 

などが挙げられており、上記の原因をそれぞれについて考察すると； 
① の原因：(1)浴槽水の残留塩素濃度測定が定期的に行われていなかった 

             (2)消毒剤の補給を忘れていた 
         (3)消毒装置が正常に運転されていなかった 
      (4)消毒剤の注入量が不十分であった  

② の原因：浴槽内の循環湯吐出口と吸込み口の位置が不適切であった（設計施行上の 
            不備） 
③ の原因：(1)浴槽への新湯の補給量が不足していた 
            (2)浴槽がオーバーフローしない構造であった 
④ の原因：経済性のみを優先した衛生管理知識の不足 
⑤ の原因：経済性のみを優先させた設計・施工上の問題   

 などが考えられ、衛生的に安全な環境・水質を提供するという、浴場施設本来の責務が

十分果たされていないという重大な問題に直面する。 
 筆者はこれまで各種多様な浴場設備の運用状況を見てきたが、循環式浴槽設備を理解し

衛生管理知識をもった専任の管理者によって管理されている施設の数が非常に少ないのが

現状であった。 
 
 

 5



６．循環式浴槽におけるレジオネラ症発生防止対策 
 前述のごとくこれまで３回のレジオネラ症発生防止対策に関する通達が出されているが、

ここでは最新の通達（平成 15 年 2 月 14 日）を基に、主として循環式浴槽におけるレジオ

ネラ属菌対策について述べる。 
（１） 基本的な考え方 
 レジオネラ症発生防止対策の基本的な考え方を列記すると； 

① レジオネラ属菌はろ過機の内面やろ材表面（多孔質のろ材ではその内部）、循環配

管の内面、浴槽内壁などに定着した生物膜（バイオフィルム）の内部で増殖し、塩

素剤などの殺菌剤から保護されている。 
② 湯の消毒に有効な遊離残留塩素は、ろ過機や循環配管内などに定着した生物膜と接

触することで消費されるので、ろ過機や循環配管内などが汚れている場合には塩素

剤による浴槽水の衛生管理が困難となり、単に浴槽水に塩素剤を注入すれば解決す

るものではない。 
③ レジオネラ属菌の発生を抑制するには、その生息箇所である生物膜の定着を防止す

ることが必須であり、生物膜の定着が認められた場合には、直ちにそれを除去する

ことが必要である。 
④ 浴室内ではエアロゾル（目視できない微細な水滴）の発生を抑制することが望まし

い。 
 以上をまとめると、循環ろ過システム内に生物膜が定着することを防止し、定着が認め

られた場合には即座に排除できる構造・設備が求められており、エアロゾルを発生しやす

い設備・装置（気泡風呂や気泡噴流風呂など）は望ましくないとしている。 
（２） 具体的な対策 
  通達に示されている例文を基に、具体的な構造設備上の対策を以下に述べる。 

① 水道水以外を使用する場合には、表-2 に示す水質基準に適合するように水質を管理

する。 
表-２ 公衆浴場･宿泊施設の浴場の水質基準（Ｈ12.12.15 改正） 

水  質  項  目 原 水（上り用水を含む） 浴  槽  水 
色     度 5 度を超えない事 － 
濁     度 2 度を超えない事 5 度を超えない事 
水素イオン濃度 PH:5.8～8.6 － 

過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L 以下 25mg/L 以下 
大 腸 菌 類 50mL 中に検出されない事 1 個/mL 以下 
レジオネラ属菌 10CFU/100mL 以上 10CFU/100mL 以上 

アンモニア性窒素(1)  1mg/L 以下 
（1）宿泊施設の浴場のみ 
② 温泉などを貯留する原湯槽内の湯温は常に 60℃以上に保ち、最大使用時において
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も 55℃以上に保つ。この条件を満たせない場合には原湯槽内の湯の消毒を行う。 
すなわち 60℃以下の温泉などの原湯槽（貯留槽）には消毒設備を設ける必要があ 
る。 

③ 浴槽水の遊離残留塩素濃度を通常 0.2～0.4mg/L かつ 1.0mg/L 以下に保つ。 
平成 12 年の改正では、浴槽水の遊離残留塩素濃度は１日 2 時間以上 0.2～0.4mg/L
に保つとしていたものを、前述の循環式浴槽実態調査で、塩素を間歇注入してい

る浴槽では検出されたレジオネラ属菌が、規定値に保たれている浴槽水からは検

出されていないため、通常 0.2～0.4mg/L に保つと改められた。なを、その改正要

因から判断すれば「常時保つ」と解釈すべきであろう。 
④ 浴槽は常に満水状態を保ち、ろ過した湯や新鮮な原湯（水）を供給することによ

りオーバーフローさせて清浄に保つ。実際には補給水として循環ろ過配管に原湯

（水）配管を接続することは禁止されているので、浴槽の湯口（浴槽水面より上

部の吐水口）から新鮮な原湯（水）を供給することになり、浴槽には常時補給水

（湯）を供給することが必要である。 
しかし無人時にもオーバーフローさせることは資源の浪費となるので、浴槽の水 
位によって自動的に補給を行う水位自動制御装置を設けて、上限水位を浴槽の縁 
面として満水状態を保ち入浴者があればオーバーフローする状態とすれば許容さ

れるものと解釈したい。 
⑤ 塩素系消毒剤はろ過機の直前に注入する。                  

ろ過機内は微生物が定着しやすいため常に消毒する目的で直前に消毒剤を注入す

るもので、結果的に多孔質ろ材を使用する生物処理ろ過機は微生物が死滅するた

め浴槽用のろ過機としては適していない。 
⑥ 逆洗機能のないろ過機は使用しない。 

例文ではろ過機のろ材は十分な逆洗浄が行えるものとしており、逆洗機能のない

カートリッジフィルタなどは適していない。 
⑦ ヘアーキャッチャーは毎日洗浄・消毒する。 

前述の実態調査で、過酸化水素で配管・ろ過器を化学洗浄・消毒した循環式浴槽

で、３週間後にはヘアーキャッチャー内に生物膜が定着した。 
⑧ オーバーフロー回収型循環ろ過システムの回収槽には消毒装置を設置し、回収槽

の消毒・清掃が行えるような十分なメンテナンススペースを確保する。地下二重

ピット内などを利用することは避けるべきであり、回収槽は汚染物質が溜まりや

すいだけに飲用水受水槽と同等の扱いをして衛生的環境を保持すべきである。例

文では回収槽の水を浴槽には使わないこと、使用する場合には回収槽の清掃・消

毒を頻繁に行い回収槽の水を消毒することとしている。 
⑨ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置など微細な水粒を発生させる設備を設置

している場合には連日使用している浴槽水を使用しないこととしており、上記の
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装置を設備する浴槽は毎日完全換水（浴槽水を完全に排水して新しい湯に入れ替

える）する必要がある。したがって大容量の浴槽に上記の装置を設けた場合、毎

日完全換水することによる湯（水）やエネルギーの消費は過大なものとなるので、

気泡発生装置やジェット噴射装置などは小規模の浴槽のみに設備することが望ま

しい。また気泡風呂や空気を取入れて湯と共に浴槽に噴出す装置（一般に超音波

風呂と言われている）を設備する場合には、空気取入れ口に土ほこりが入らない

ようにフィルタなどを設ける。 
⑩ 浴槽循環水を打たせ湯に使用することは禁止された。 

既に多くの浴場において保健所の指導により打たせ湯の使用をやめている。 
⑪ 浴槽水の誤飲を防ぐための措置が求められており、浴槽水面より上部から浴槽に

流れ落ちる湯口に循環水を流すことは避けなければならない。このことは湯が豊

富に流れていることを強調したい事業主や建築家からよく求められることである

が、誤飲はもとよりエアロゾルも発生するので危険である。 
⑫ 屋内浴槽と露天風呂とを連通管などで接続しないこと。 

露天風呂は土ほこりなどと共にレジオネラ属菌が入りやすく、汚染されやすいの

で汚染が他の浴槽に波及しないように配慮するものである。 
 

その他、指針や例文には明記されていないが、その目的を考慮すれば下記のことも計画設

計上留意する必要がある。 
⑬ ろ過機の制御弁はバイパス機能のある 5 方弁を使用するか、ろ過機バイパス配管

を設ける。これは循環配管内の生物膜を適切な消毒方法で除去することが必要な

ため、生物膜除去作業時にろ過機内に剥離した生物膜が混入しないようにするた

めである。ろ過機内に剥離した生物膜が混入すると、その排除が非常に煩雑とな

る。 
⑭ 浴槽にはそれぞれ単独にろ過機を設置することが望ましい。 

2 以上の浴槽を共用のろ過機で処理する場合、一般に浴槽水位を同一に保つために

連通管を設けるが、連通管内の湯はほとんど停滞状態にあるので、塩素消毒の効

果がおよばない部位となり生物膜が定着し易いので連通管は設けないほうが良い。

但し連通管を設ける場合には浴槽壁面からとり、浴槽排水時に連通管内の湯が完

全に排水されるように配慮し、連通管にも循環配管を接続して管内に常時循環湯

が流れるようにする。とくに浴槽底面から連通管をとることは避けるべきである。 
⑮ 浴槽内に湯が停滞する滞留域ができないように、循環吐出口と吸込み口の位置を

決定する。 
⑮ 浴槽の清掃に洗浄剤や消毒剤が使われることが多いので、清掃時に浴槽底面の吸

込み口から循環配管に薬剤や清掃汚水が流れ込まないような処置が必要である。

循環配管内に清掃汚水などが流れ込んでいると、清掃終了後に新鮮な湯を浴槽に
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張って循環を開始したときに湯が汚染され、使用する洗浄剤によっては配管やろ

過機の損傷を与えることもあり、塩素系消毒剤を反応して危険な場合もある。 
上記を基にした循環式浴槽設備の一例を図-2 に示す。 

 
おわりに 
循環式浴槽におけるレジオネラ症発生防止対策について留意点を述べてきたが、浴場施

設における最近のレジオネラ症感染事例のほとんどが、完成間もない施設や比較的新しい

施設で発生していることに注目すべきである。いずれも浴槽水の消毒と言う衛生的に安全

な環境を提供する場として当然の責務を怠ったことに起因している。 
 
またこれら施設の循環式浴槽設備が衛生的に安全な湯を保持するために十分なシステム

が構築されていたのか疑問な点が多いことも事実であり、適切な設備システムの構築と共

に的確な知識を持った維持管理者の育成が必須のこと言えるであろう。 
我々は、1 施設で 7 名もの感染死亡者を出したという、世界に例を見ない恥ずべき事態を

真摯に受け止め、二度と繰り返さないようレジオネラ症発生防止対策に万全を期す必要が

あり、本報がいささかなりともお役に立てば幸いである。 
 
参考文献 

(1) 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル：(財)ビル管理教育センタ

ー(2001) 
(2) 阿部重一：厚生省のレジオネラ対策 空気調和衛生工学 Vol 72 第 3 号 空気調

和衛生工学会(1993.3) 
(3) 小川正晃：循環式浴槽におけるレジオネラ症発生防止対策 空気調和衛生工学

Vol 77 第 2 号 空気調和衛生工学会(2003.2) 
(4) 室内空気中の微生物防止対策に関する研究：(財)ビル管理教育センター(2002.3) 
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循環式浴槽水の消毒について 
（１）浴槽水の汚染と消毒 
浴槽水は入浴者が持ち込む汚染物質すなわち体皮、体脂、汗、汚れ、糞便滓、などや飛

散土埃、土埃に付着した微生物や細菌類によって汚染される。さらに湯に混入した栄養物

を含んだ有機化合物が配管内面などに付着し、そこに浮遊性のバクテリアが付着して粘性

の膜（菌体外多糖質：EPS）を形成し、さらに栄養物質や水中微生物が捕捉されて生物膜

が形成されバクテリアなどの棲家となり、レジオネラ属菌などが繁殖する。 
したがって浴槽水の消毒はまず汚染箇所で消毒する、すなわち浴槽内の湯に消毒効果物

質が残留していることが最も効果的であり、また生物膜が形成されないように循環湯に消

毒効果を残存させることも必要であり、消毒効果が残存し易く、消毒効果の有無を容易か

つ瞬時に測定できる塩素剤による消毒が適している。 
しかし実際には人体に害を及ぼさない程度の遊離残留塩素濃度では、生物膜の定着を完

全に防止することは困難なため、循環配管等の生物膜除去も必要となる。 
 

（２）塩素消毒 
 一般に塩素消毒には次亜塩素酸ナトリウム液を貯蔵容器からダイアフラムポンプなどで

循環配管に注入ノズルを介して注入する方法が用いられており、従来はろ過器を経て熱交

換器等で昇温された循環湯に注入していた。この注入方法ではろ過器に入る循環湯にはほ

とんど遊離残留塩素が含まれていないため、ろ過器内のろ材の消毒はできず、ろ過器内に

は微生物が存在してレジオネラ属菌の温床となっていた。 
 市販の次亜塩素酸ナトリウムには不純物が多く安定性に欠ける工業用と不純物の少ない

医薬品あるいは食品添加物品があり、安価な工業用を使用している施設も多い。しかし工

業用は注入ノズルが詰まり易い上に、安定性が悪いため有効塩素が消滅し易いので、浴槽

水の消毒には医薬品或いは食品添加物品を使うべきである。 
 次亜塩素酸カルシウムやトリクロロイソシアヌル酸の錠剤もあり、徐々に融解して消毒

を行うもので、個数と通水量で遊離残留塩素濃度と維持時間を調整する。 
 粉末や顆粒状の塩素剤は浴槽に直接投入して使用するが、即座に融解して遊離残留塩素

濃度を高めることはできるが、長時間にわたって維持することはできないので、対症的な

消毒にのみ使用できる。 
 塩素消毒を行う場合、水道水あるいは水道水に類似した井水などは問題ないが、温泉の

場合には水質に注意する必要がある。水素イオン濃度（pH）が 5 以下の場合には塩素ガス

が発生する恐れがあり、ｐH が 2 以下ではレジオネラ属菌は存在しない。ｐH2～5 の温泉

の場合には専門家の判断を仰ぐ必要がある。 

pHが9以上の場合には殺菌効果が著しく低下するため、濃度を高く設定して接触時間を長

くする必要があり、pH9.5の温泉水に添加してレジオネラ属菌が大幅に減少したとの報告も

ある。 
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 有機物の多い薬湯などは塩素剤が有機物と反応して遊離残留塩素濃度を保持できない場

合が多い。また入浴剤の色素に反応して脱色する場合もある。 
 硫化物やフミン質（植物などが微生物で分解された有機化合物）を含む温泉は、塩素と

反応して遊離残留塩素濃度が維持できない場合がある。アンモニウムイオンを含む温泉も

殺菌効果のない結合型塩素となる。 

循環式浴槽における塩素消費量は入浴者数や浴場の換気状態などによって変化するので、

規定値を保持するための塩素管理は非常に煩雑な作業を伴うので、遊離残留塩素濃度を測

定して自動的に塩素剤を注入する自動塩素注入装置や、各浴槽の遊離残留塩素濃度の遠隔

表示・記録装置などを設置することが望ましい。 

過去、塩素消毒が適切に行われなかった一因に塩素臭の問題がある。表-1に示すレジオネ

ラ集団感染事故を起こした施設では、入浴客から塩素臭の苦情があって塩素添加量を減ら

していた施設もある。 

注入塩素量が少ないと、次亜塩素酸は人体から排出された汗や尿など有機物に含まれる

アンモニア性窒素と反応してすべて結合塩素（クロラミン）となってしまうため、殺菌力

のある遊離残留塩素は少ないのに水中の塩素量は多くなり塩素臭が発生し、間歇的な塩素

注入ではこの傾向になることが多い。有機物の多い浴槽水に塩素剤を注入すると、濁った

り泡が出たりするのはこの現象である。このような現象が出た時はさらに塩素剤を注入し

て水中の有機物を結合させて浴槽水を排水し、新たに湯を張り適切な塩素消毒をすれば塩

素臭は解消する。常に適切な塩素消毒を行っている浴槽では、遊離残留塩素濃度が0.4mg/L

を超えても塩素臭を感じることはない。pHが9を超えると塩素消毒はほとんど効果がなくな

るので、pH調整剤を使って8以下にするか、塩素剤以外の消毒を検討しなければならない。 

塩素注入ノズルの口径は微小であり、水中のカルシウム分等で詰まり易いので、定期的

に清掃する必要があり、また次亜塩素酸ナトリウム液はガスを発生するので、注入ホース

内に気泡が溜まって注入できなくなることも多いので絶えず注入が行われているか監視す

ることが必要である。また注入ポンプのダイヤフラムは消耗品であり、必要に応じて交換

する必要があるので定期的に点検する。 

塩素剤以外の消毒方法として紫外線、オゾン、銀イオンなどがあるが、いずれも実験室

レベルでは殺菌効果が確認されているものの、実用面での効果については十分な検証が行

われていないので不明であり、効果は期待できないとする意見もある。 
 
（３）紫外線殺菌 
 紫外線殺菌装置による浴槽水の殺菌効果は、浴槽水に着色や濁りがなく紫外線照射量が

十分確保されていれば 99％以上殺菌効果があり、レジオネラ属菌数も 10mg/100mL 未満と
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することが出来る。但し清浄な水中では紫外線で殺菌できるが、可視光線を受けると菌の

DNA が修復されて生きかえるとの報告もある。 
しかし紫外線による殺菌効果は残留しないため、浴槽循環系に生物膜が定着してレジオ

ネラ属菌が増殖し、浴槽水中に混入するので、安定的にレジオネラ属菌を浴槽水から排除

することは難しく、塩素剤と併用すると共に、定期的な循環配管等システム全体の消毒・

洗浄が必要である。 
 浴槽循環水が可能な限りレジオネラ属菌で汚染されないようにするためには、紫外線殺

菌装置はろ過装置の下流側の浴槽近辺の配管に設置する事が望ましいが、実用上困難であ

る。 
また浴槽水は水温が 42℃前後と高いので、紫外線ランプの出力は定格値よりも低下し、

ランプの保護管である石英ガラスが汚れて紫外線透過量が低下することが多く、維持管理

上の煩雑さが指摘されている。 
紫外線により浴槽水のレジオネラ属菌数をある程度減少させることは可能であるが、常

時不検出状態に保つことは困難であるとの報告もある。（Mluraca らの実験 1987） 
 

（４）オゾン殺菌 
 オゾンは水中に溶解して、強い酸化力で塩素と比較して低濃度、短時間でレジオネラ属

菌を死滅させる。オゾンはまず水中の有機物などと反応して消費され、その後の残留オゾ

ンが殺菌に寄与するものと考えられる。しかしオゾンの許容濃度は 0.1mg/L とされており、

殺菌に必要なオゾン濃度を浴槽水に保持することはできないため殺菌効果は部分的に限ら

れ、オゾン単独での浴槽水の消毒は望むべくもなく塩素剤との併用が必要である。 
 24 時間風呂の各種｣殺菌効果に関する研究によると、業務用浴槽でのオゾン殺菌は紫外線

殺菌に比較して効果的にレジオネラ属菌を抑制するが、オゾン消毒を実施しても 30％の施

設でレジオネラ属菌を検出したとの報告もある。 
 
（５）銀・銅イオン殺菌 
 水道水や給湯による実験では殺菌効果は認められているが、銀：銅＝10：1 の比率で使用

しても銅イオンが共存することによる相乗効果は認められなかったとする結果が報告され

ている。（Rohr.U.,M.Senger andF.Selenka 1998） 
また英国では給水・給湯系で、適用可能な水質は軟水および pH7.6 以下として、適正に

管理すれば浮遊性レジオネラ属菌の抑制に有効であるとの報告がある。（Approved Code of 
Practice&Guidance L8,HSE Books 2000） 
 しかし浴槽水は給水給湯系に比較して汚染が激しく、水質が多様なことから銀・銅のみ

でレジオネラ属菌を確実に抑制することは困難であり、塩素剤と併用する必要があるとい

われている。 
参考文献：室内空気中の微生物防止対策に関する研究報告書（財）ビル管理教育センター（2002.3） 


