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以下の資料、Q&Aなどの内容は
東京都健康安全研究センター　環境保健部水質研究科のHPから
転載しております。
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レジオネラ属菌とは

レジオネラ属菌は自然界の土壌と淡水に生息するグラム陰性の桿菌であり、
菌体の一端に一本の鞭毛があり運動性のある属菌です。
一般に20℃～50℃で繁殖し36℃前後で最も繁殖するものです。

感染源

循環式浴槽、給湯設備、冷却培水、給水加湿器からの感染が報告されています。

冷却塔

建築物の冷却水は空調用冷凍機の冷却に用いられます。
補給水には主として水道水が用いられますが、節水のために濃縮倍率を上げて運転
すると有機物質などが濃縮されるのでレジオネラ属菌を含めて微生物の増殖に好適
となります。
冷却塔は増殖した菌を空中へ飛散させるのでレジオネラ症防止のために最も注意を
払わねばならない建築設備の一つです。

レジオネラ菌　写真

（×1000
赤く見え
るのがレ
ジオネラ）

↑ 赤く見えるのがレジオネラ菌
（×1000）

　　　　　←　　レジオネラ菌の電子顕微鏡写真
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細菌学的事項について

Ｑ レジオネラという名前はどのようにして付けられたのですか？

Ａ 1979年、Brennerらによって、フィラデルフィアでの在郷軍人病の原因菌に新科
Legionellaceaeが設けられ、新属 Legionella（レジオネラ）の新種 Legionella pneumophila と
命名された。Legionella とは米国在郷軍人会the Legionにちなんだ名であり、pneumophilaは
モダンラテン語形容詞で「肺親和性の」を意味するもので、重症肺炎の原因菌として発見され
たことに由来する。その後いくつもの菌種が見出され、2002年現在でレジオネラ属の細菌とし
て43菌種が正式に発表されている。菌種を区別せずに包括的に指す場合にレジオネラ属菌
あるいは単にレジオネラと呼ばれる。なお、レジオネラ菌という呼び方はしない。

Ｑ レジオネラの形態学的な特徴はどのようなものですか？

Ａ レジオネラは個々の細胞が非常に細長いという形態学的特徴を有する。新鮮分離株では0.3
～0.9×2～5μｍの好気性グラム陰性桿菌で、比較的均一な細胞が観察されるが、何代も培
養を繰り返したものや培養条件によっては20μｍあるいはそれ以上の長桿菌が混在している
こともある。レジオネラはグラム染色法で赤く陰性に染まるが、大腸菌などに比べるとやや染ま
りにくい。

Ｑ レジオネラの生理的な特徴は？

Ａ レジオネラは一般の細菌検査用培地にはまったく発育しない。レジオネラは発育にL-システイ
ンやL-セリン、スレオニンなどのアミノ酸類をエネルギー源及び炭素源として要求する。
特に、L-システインは不可欠の栄養素であるのでレジオネラ用の培地にはこれが必須である。
また、微量の有機鉄化合物を増殖促進因子として加える必要がある。さらに、環境中とは異な
り、人工培養ではレジオネラはｐＨ6.8±0.1の限られた範囲でなければ増殖しないため、培地
中のｐＨを一定に保つための緩衝剤が必要である。レジオネラは培地中に存在するオレイン
酸やその他の脂肪酸により発育を阻害されるので、これらの発育阻害物質を吸着除去するた
めに、活性炭末を添加する必要がある（このためレジオネラ用培地は黒色を呈している）。

Ｑ レジオネラの増殖に関する特徴はどのようなものですか？

Ａ レジオネラ用の培地を用いれば、通常の酸素のある状態で十分に発育するが、大腸菌が2倍
に増える時間が15～20分であるのに対し、レジオネラの場合は４～６時間かかる。このように
発育が非常に遅いため、環境からの分離培養で独立集落を肉眼で確認するためには５日以
上の培養が必要となる。レジオネラの集落は辺縁明瞭な凸状の円形で、色調は青みを帯びた
灰白色を呈し、湿潤性で光沢がある。また、レジオネラが増殖した平板には特徴的な淡い酸
臭がある。

Ｑ レジオネラと他の微生物とはどのような関係がありますか？

Ａ レジオネラの培地上での増殖至適条件は非常に限定されているにもかかわらず、自然環境に
おいては温度、ｐＨなどの条件がかなり異なる場所においても生息している。その理由の一つ
として、環境水中のレジオネラは、ある種の藍藻や緑藻の細胞外代謝産物を炭素源あるいは
エネルギー源として利用しており、これらの藻類と共生関係にあることが挙げられる。
また、レジオネラは生体中のマクロファージや環境中に生息しているアメーバなどの原生動物
の細胞内でも増殖することがある。しかし、そうした細胞がなくても増殖できるので通性細胞内
増殖細菌と呼ばれており、実際の環境水ではアメーバがいなくてもレジオネラが検出される。

Ｑ レジオネラは水中で何日間くらい生きていますか？

Ａ レジオネラは水中でかなり長期間生残することが知られている。蒸留水中では１３９日間生残
していたとの報告がある。レジオネラが存在する浴槽水を室温に保存したところ、50日を経過
してもその菌数が実質的に減少しなかった事例がある。
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レジオネラ感染症について

Ｑ レジオネラによる感染症はいつ頃発見されたのですか？

Ａ 1976年の夏、米国フィラデルフィアのホテルで開催された在郷軍人会の参加者やホテル周辺
の通行人などに原因不明の重症肺炎が集団発生し、罹患者２２１名のうちの２９名が死亡した
ことが報告された。米国の疾病管理センター（Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC）が行った原因調査によって、この肺炎はこれまで報告のなかった細菌による感染症で
あることが明らかになり、在郷軍人病と称されるようになった。この在郷軍人病の原因菌が後に
Legionella pneumophila（レジオネラ　ニューモフィラ）と命名された。

Ｑ フィラデルフィアでレジオネラ感染症が集団発生した原因は？

Ａ 感染経路は十分に解明されているわけではないが、レジオネラは土壌中に生息し、粉塵と
ともに空調用冷却塔水やその他の人工的な水環境に混入して増殖する。米国などにおける
集団発生の疫学的調査でも、感染源としてレジオネラが多数生息していた空調用冷却塔水
が疑われ、ここから飛散したエアロゾルによって感染したものと推定された。

Ｑ レジオネラによる感染症はどのようなものですか？

Ａ レジオネラが原因で起こる感染症はレジオネラ症と総称されている。
レジオネラ症はその臨床症状から肺炎型と風邪様のポンティアック熱型に大別される。
フィラデルフィアで起こった在郷軍人病は肺炎型のレジオネラ症である。これまでの報告例で
は肺炎型がほとんどであるが、ポンティアック熱型のレジオネラ症の集団感染も知られている。

Ｑ 肺炎型のレジオネラ症はどのような臨床症状ですか？

Ａ 肺炎型では、初発症状は全身倦怠、易疲労感、頭痛、食欲不振、筋肉痛など不定の症状で
始まる。通常、咽頭痛や鼻炎などの上気道炎症状はみられない。喀痰はほとんど出ないが、
数日後に膿性痰の喀出がみられるようになる。発病３日以内に悪寒を伴って高熱を発する。
精神・神経学的異常の出現は本症の特徴とされ、全経過を通じて、逆行性健忘症、言語磋
趺、傾眠、昏睡、幻覚、記憶力低下、四肢の振せん、頚部硬直、小脳失調などがみられる
場合がある。胸部に異常陰影が出現してからは重篤感があり、適切な治療がなされないと
発病から７日以内に死亡する例が多い。

Ｑ ポンティアック熱型の臨床症状はどのようなものですか？

Ａ ポンティアック熱型では、主症状は発熱で平均３８時間の潜伏期の後、悪寒、筋肉痛、倦怠
感、頭痛で発症し、６～１２時間以内に悪寒を伴った発熱が出現し、胸部Ｘ線上胸水の貯溜
がみられることがあるが、肺炎像はみられない。その他の症状として悪心、下痢、腹痛、関節
痛及び咽頭痛などの上気道炎症もみられている。多くの患者は５日以内に無治療で回復す
るが、基礎疾患を有する患者では治癒が遅れ、健忘症や集中力低下などの症状が数カ月
続くことがある。死亡例の報告はない。

Ｑ レジオネラ症はどのようなヒトが罹りやすいですか？

Ａ レジオネラは発見当初、病原性の強いものと考えられていたが、最近では、健康な成人が発
症することはまれで、幼児や高齢者、あるいは入院患者等の免疫力が低下しているヒトが罹
患しやすい日和見感染菌の一つとして認識されている。

Ｑ 諸外国におけるレジオネラ症の発生状況は？

Ａ 米国においては1976年の集団発生（フィラデルフィア、２２１名が罹患し、２９名が死亡）が最も
有名な事例である。米国以外では、1985年４月から５月にかけてロンドンの北西約２００kmに
あるスタフォードで最大の集団発生が起こった。
この事例では急性呼吸器感染症のため１５８名が入院し、３６名が死亡した。
患者は主として高齢者で、その大多数が十数kmの範囲内に居住していた。
1988年にはロンドンのポートランド地区にあるＢＢＣ放送本部とその周辺で集団発生が起こっ
た。このときはＢＢＣの冷却塔が原因であることが疫学的に立証され、翌年にはＢＢＣに対して
罰金刑の判決があった。また、1989年にもロンドンで２件の集団発生が起こっている。
この他、スペイン、カナダ、フランス、ポルトガル、オランダ、スイス、オーストラリア、イタリアな
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　 ど、世界各地からレジオネラ症の発生例が報告されている。

Ｑ 我が国でのレジオネラ症の集団発生状況は？

Ａ 厚生省レジオネラ症研究班が行った全国調査によると、1979年から1992年までの14年間に
発生したレジオネラ症は86例で、日本全国に分布していた。これらはいずれも散発例で、
フィラデルフィアやロンドンのような大規模な発生は認められなかった。しかし、1994年8月、
都内の民間研修施設で罹患者45名を出すポンティアック熱の集団感染が発生し、原因は
この施設の空調用冷却塔水であった。肺炎型のレジオネラ症の集団感染は、1996年７月、
都内の病院において新生児3人がレジオネラの院内感染で肺炎を起こし、そのうち女児
１人が死亡する事態が報道された。その後、静岡県内のレジャー施設の温泉利用客23人
が感染し2人が死亡(2000年3月)、茨城県内の総合福祉施設で入浴した45人が感染し3人
が死亡(2000年6月)、等の事件があった。
最近では宮崎県内(2002年7月)や鹿児島県内(2002年8月)の入浴施設で死亡者を出す集
団感染があり、特に宮崎県内の集団感染事件は2002年9月現在で7人が死亡、確定感染
者数32人、感染の疑いのあるもの250人以上という大規模なものとなっている。

レジオネラ汚染対策について

Ｑ レジオネラの基準はありますか？

Ａ 冷却塔水、家庭の浴槽水、水道水、雑用水等については、法律によって定められたレジオネ
ラの基準はない。公衆浴場に関しては、厚生省（現厚生労働省）から平成１２年１２月に出され
た通達で、公衆浴場における水質基準等に関する指針が示されており、この中でレジオネラ
属菌については10CFU/100mL未満とされている。
東京都は条例等で、公衆浴場や旅館業等の浴槽水について「レジオネラ属菌は検出されな
いこと。」と定め、１年に１回以上の検査を行うこととしている。なお、ここでいう「検出されない
こと。」とは、国が指針で示している10CFU/100mL未満のことである。

Ｑ レジオネラの検査の必要性はどのように判断したらいいですか？

Ａ レジオネラが繁殖しやすい施設については、「新版・レジオネラ症防止指針」（平成11年11月
（財）ビル管理教育センター発行、厚生省生活衛生局企画課監修）にある感染危険度因子の
点数化によって判断することができる。危険因子の点数の合計によって「必要に応じて」から
「年３回以上」のように、検査回数の目安を示している。詳細は「新版・レジオネラ症防止指針」
を参照されたい。

Ｑ 検査でレジオネラが検出された場合はどのような対応が必要ですか？

Ａ 「新版・レジオネラ症防止指針」では、水質検査でレジオネラが検出された場合、エアロゾルを
直接吸入する可能性の大きさによって、次のような対応が示されている。
(1)エアロゾルを直接吸入する可能性が低い場合
100CFU/100mL以上検出された場合は直ちに清掃、消毒等の対策を行い、対策実施後に検
出限界以下(10CFU/100mL未満)であることを確認する。
(2)エアロゾルを直接吸入する可能性が高い場合
目標値を10CFU/100mL未満とする。レジオネラが検出された場合は直ちに清掃、消毒等の
対策を行い、対策実施後に検出限界以下(10CFU/100mL未満)であることを確認する。

Ｑ どれくらいの菌数なら安全ですか？

Ａ レジオネラに感染し、発症するかどうかは単に菌数だけではなく、エアロゾルの発生量とそれ
によって飛散するレジオネラの菌数、エアロゾルの吸入量、エアロゾルの肺胞への進入程度、
エアロゾルを吸入した人の健康状態や免疫力、基礎疾患の有無など多くの要因が関係する。
したがって、「これ以下の菌数なら安全」という線引きはできない。レジオネラが大量に繁殖し
ていた24時間風呂を使っていた家庭でもレジオネラ症患者が出ていない例もある。
ただし、菌数が少なければ少ないほど、その水がより安全な状態にあることは間違いないので、
レジオネラが繁殖しやすい設備等を使用する場合は、レジオネラを増やさないように日頃から
管理を怠らないことが大事である。
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Ｑ レジオネラの繁殖を防ぐ方法は？

Ａ 空調用冷却塔水、24時間風呂などの循環式浴槽あるいは給湯系の貯湯槽などでレジオネラ
が繁殖するのは、こうした施設ではレジオネラの繁殖に適した環境条件（水の滞留時間が長
い、餌となる有機物がある、スライムやバイオフィルムなどレジオネラの繁殖を助ける微生物
群集が発生する、暖かい水温、その他）が整いやすいからである。したがってなるべく短期間
（風呂などは毎日）での換水、水槽や配管並びにフィルターなどの定期的な清掃、レジオネラ
が繁殖できない温度（60℃以上）の維持、塩素系薬剤による定期的な消毒処理など、適切な
管理を行ってこのような環境条件を与えないようにすることがレジオネラの繁殖を防ぐのに効
果的である。なお、東京都は条例等で、公衆浴場や旅館業等で貯湯槽を使用する場合や
ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる時は、定期的な清掃や洗浄、消毒を行うように定め
ている。また貯湯槽内の湯の温度を６０℃以上に保つことや、循環使用する浴槽水の遊離残
留塩素（0.4mg/L以上）の維持並びに定期的にレジオネラの検査を行うことを定めている。
冷却塔や24時間風呂など各設備についてのレジオネラの繁殖を防ぐための管理方法につい
ては「新版・レジオネラ症防止指針」や「改訂版　知っていますか？　レジオネラ」（東京都健
康局地域保健部環境水道課）を参照されたい。

Ｑ 塩素殺菌はレジオネラに有効ですか？

Ａ レジオネラに対して塩素は有効であるが、大腸菌とは異なり速効性はない。大腸菌は0.1mg/L
の遊離残留塩素で１分以内に殺菌されるが、レジオネラを99％殺菌するのに遊離残留塩素
0.1mg/Lでは30～60分以上、0.5mg/Lでは5分との報告がある。当研究センターが行った都内
の特別養護老人ホームにおける実態調査では、遊離残留塩素が0.1mg/L以上あればレジオ
ネラはほとんど検出されないことが判明した。また厚生省（現厚生労働省）は平成１２年１２月に
出した通達「公衆浴場における衛生等管理要領等について」で、浴槽水中の遊離残留塩素を
1日2時間以上、0.2～0.4mg/Lに保つことが望ましいとしている。
東京都は条例等で、公衆浴場や旅館業等でろ過器等を使用して浴槽水を循環使用する時は
塩素系消毒剤で消毒し、浴槽水の遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上に維持することを定めて
いる。なお、スライム（ぬるぬるした付着物）やスケール（鉱物質の固い付着物）、錆こぶなどに
潜り込んだ菌には塩素の殺菌効果が及ばないので、あらかじめ清掃を行ってそれらを取り除い
ておく必要がある。これは他の殺菌剤を使う場合も同様である。

Ｑ 熱処理は有効ですか？

Ａ レジオネラは大腸菌と同じくグラム陰性菌であるので熱に弱い。60℃以上の高温では５分以内
に殺菌されるという実験結果がある。また、実際の施設の循環式給湯設備内にレジオネラが定
着し、貯湯槽の清掃だけでは完全に除去することができなかった事例で、給湯水温度を70℃
に上げて20時間循環させる加熱処理を併用したところ、レジオネラに対して十分な殺菌効果が
認められた。なお東京都は条例等で、公衆浴場や旅館業等で貯湯槽を使用する場合は、貯
湯槽内の湯の温度を６０℃以上に保つことを定めている。

Ｑ レジオネラ症にかからないための注意点は？

Ａ レジオネラは他の病原菌に比べて感染力はそれほど強くないといわれているが、感染防御機
能（免疫力）の低下した人（高齢者、幼弱者、免疫不全者等）や基礎疾患（糖尿病患者、慢性
呼吸器疾患者等）を持っている人では感染する危険がある。また職業的に暴露を受けやすい
人（園芸作業者、冷却塔清掃者等）も注意が必要である。
レジオネラはこの菌を含むエアロゾルを吸入することで感染するので、レジオネラに汚染され
やすい施設（循環式浴槽、ジャグジー、打たせ湯、温水シャワー、冷却塔など）から発生する
エアロゾルを吸い込まないように気をつける。特に上記のような感染を受けやすい人は注意
が必要である。なお、患者との接触で感染したという報告はない。

検査方法について

Ｑ 水中のレジオネラの検査方法を教えて下さい。

Ａ 東京都の研究センターでは冷却塔水や浴槽水について、上水試験方法やISOの方法を参
考に、以下の手順でレジオネラの検査を行っている。
まず、試料水をフィルターでろ過し、このフィルターから少量の滅菌精製水中に菌体を洗い
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出して濃縮する。次いで、レジオネラ以外の微生物の発育を抑制するためにｐＨ 2.2の酸処
理液で処理してから選択培地に塗抹する。レジオネラの確認にはグラム染色とシステイン要
求性試験を行う。必要に応じて免疫血清等による凝集反応あるいはＤＮＡ－ＤＮＡハイブリ
ダイゼーションによって菌種を同定している

レジオネラ属菌の試験手順

供試水 (200～1,000 ml)
↓
孔径0.22μmの滅菌済メンブランフィルターで吸引ろ過する
↓
このフィルターを滅菌蒸留水5ml（100 ml容三角コルベン）に入れ、
ボルテックスミキサーで１分間激しく振盪する
↓
0.2 M HCl-KCl 溶液（pH 2.2）を5ml添加し、
同様に１分間激しく振盪する
↓
随時撹拌しながら室温で3分～5分間作用させる
↓
この 0.25 mlずつを2枚のGVPCα寒天培地と2枚のWYOα寒天培
地(計4枚)の全面に塗抹する
↓
37℃で5～7日間培養する
↓
青みを帯びた灰白色の湿潤集落を計数した後、
釣菌してBCYEα寒天培地に移植し、純培養する
↓
グラム染色
↓
BCYEα寒天培地及びシステイン不含のBCYE寒天培地(あるいは
血液寒天培地)に移植して37℃で５～７日間培養する
↓
グラム陰性の長桿菌で、BCYE寒天培地にのみ発育したものを
レジオネラとする
↓
必要に応じてラテックスビーズ凝集試験及び免疫血清によるスライド凝集試験
あるいはDNA-DNA ハイブリダイゼーションによって菌種等を同定する
菌株を保存する場合はBCYEα斜面培地に培養後、密栓して４℃で保存する

Ｑ どのような種類のレジオネラが検出されるのですか？

Ａ 現在、レジオネラには43菌種が報告されているが、東京都の研究センターが1987年からこれ
までに行った調査で、冷却塔水などの水環境に生息しているレジオネラはL. pneumophilaの
複数の血清群が大半を占めていることが明らかになった。
また、菌の生息環境によってL. pneumophilaの血清群に特徴があることが示唆されている。
 L. pneumophila 以外にも L. bozemanii や L. micdadei 等の菌種が検出されることもある。
なお、レジオネラは通常の細菌用培地にはまったく発育せず、また、本菌の酵素活性が非常
に微弱なため生化学的な性状試験で種のレベルまで同定することは不可能である。そこで、
一般的には抗原抗体反応を利用して免疫血清（デンカ生研）によるスライド凝集試験やラテッ
ク標識抗体（オクソイド）によるラテックス凝集試験が行われているが、現在市販されている免
疫血清で同定できるのは L. pneumophila の血清群1～6群と L. pneumophila を含む５菌種
のみであり、その他の菌種や血清群は同定することができない。最近、核酸の雑種形成によ
る同定法（DNA-DNA ハイブリダイゼーション法）が開発され、レジオネラに関してもこの方法
によるキット（極東製薬）が市販されており、レジオネラ属の25菌種が同定可能である。
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レジオネラ属菌対策の消毒法

消毒方法 項目 説明

塩素消毒

手法 遊離残留塩素が2～6mg/ℓになるように注入する

長所等
手法が確立されている

末端の水栓で容易に濃度を検出することが出来る

短所等

機器、配管の腐蝕が促進される

トリハロメタンの発生の可能性がある

塩素臭が残る

高温殺菌

手法 70℃以上に加熱する

長所等 安価で容易に実行できる

短所等
菌が常時検出される場合に適する

熱傷の危険がある

紫外線照射

手法 40℃以下の水流に適用する

長所等 設置が容易である

短所等

給湯に適用できない

局所的な消毒であり、残留効果はない

照射管にスケールなどが付着し照射効果が低下する場合がある

照射管の破損やゴムスリープの緩みによって漏水が生じる場合がある

オゾン殺菌

手法
1～2mg/ℓのオゾンを注入する

紫外線照射と併用すると効果的である

長所等 瞬間的に最近やウイルスを不活性化する

短所等

費用が高い

局所的な消毒であり、残留効果はない

機器、配管の腐蝕が促進される

スペースが必要である

オゾンは有毒ガスである

副生成物としての有害物を除去するための設備等が必要である

銀イオン殺菌

手法

水流中に銀/銅電極を設置し、荷電により銀イオンと銅イオンとを発生させる

銀イオン濃度は軟水の場合には30～50ug/ℓ、硬水の場合には40ug/ℓにする

銅イオン濃度は銀イオン濃度の10倍程度とする

長所等
残留効果がある

設置が容易である

短所等

現場に設置された装置の効果や銀を沈殿させるphの値などのデータがない

長時間にわたる銀摂取の毒性のデータがない

硬水の場合には電極にスケールが付き効果が低減する

「厚生労働省レジオネラ症防止指針」より抜粋、MTS社より入手
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部

レジオネラ属菌発生の危険箇所

危険部位 対処法の参考例
1 水位計（レベル管）の停滞水及び付着堆積物（スライム）・必要性が無ければ埋設、もしくは撤去

・定期的な水抜きと薬品洗浄の実施が不可欠

2 排水バルブ周辺及びエアー抜きバルブ周辺の ・出来るだけ毎日の、
配管内の停滞水 　マニュアルに基づいた水抜き作業の徹底

3 ろ過装置内の砂ろ材内部、フィルター、カートリッジ内 ・ろ材の洗浄、交換
ろ過石の付着物

4 バイブラマットの内部とエアー送風管内部のたまり水 ・ろ過循環水を流せる構造への改修工事
・定期的な洗浄、消毒

5 ヘアーキャッチャー排水バルブ周辺 ・毎日の水抜き作業
・バケット清掃時の内面、底面の洗浄消毒

6 ジェット装置エアー吸い込み口周辺 ・毎日の水抜き作業、清掃作業

7 オーバーフロー管、オーバーフロー槽内部 ・定期的な薬品洗浄

8 オーバーフロー槽からの排水管 ・毎日の水抜き作業
（OF槽底部から開閉バルブ間の死水）

9 源泉水槽内部 ・定期的な薬品洗浄

10 初期水（特に温泉、井戸水使用）の張込管 ・毎日の水抜き作業
・定期的な洗浄

11 露天風呂、打たせ湯、滝壺内の停滞水や ・毎日の清掃作業
水流の不足しがちな箇所 ・部位的な消毒洗浄

12 ろ過装置、熱交換装置、電動弁のバイパス管 ・日々の通水作業

13 水の流れる玉砂利やスノコ等の付着物 ・毎日の清掃作業
・定期的な薬品洗浄

14 浴槽内の照明器具等埋め込み型の装置類 ・改善されなければ埋設
（防水型だが実際は水が流入している場合） ・定期的な脱着による水抜き作業と清掃
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