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は じ め に

　新年号、令和の発表があり、平成最後の年度となった本年度、会員の皆様のご理解とご支援
に支えられた「クリーニングと公衆衛生に関する研究」、平成 30（2018）年度のご報告の時期と
なりました。本年度もまた多くの成果をあげることが出来たと考えます。時代の変遷とともに
クリーニング業界を取り巻く情勢が厳しさを増していることをお伺いしておりますが、そのよう
な中、本年度も研究に対してご理解頂き、貴重なご支援を頂きましたことに御礼申し上げます。
　クリーニング業の役割には、クリーニングによって清潔な衣類、寝具などを提供し、感染症
予防に貢献することがあります。洗剤（界面活性剤）の評価判定にあたっては、殺菌作用を正
確に判定できる方法の開発とともに、実際のクリーニング作業に即したモデル構築を行わなけ
ればならず、通常の抗菌作用の判定の実験とは異なります。また微酸性混和水を殺菌に用いる
検討は使用後の環境負荷が少ないと考えられるため、環境に優しい、新時代にふさわしいク
リーニングに道を開く可能性があります。一方、クリーニング業従事者の健康推進のための研
究も必須で、クリーニングの職場環境が、カビで汚染されていないかという作業環境管理に繋
がる研究、クリーニングで使用されている溶剤が、例えばカビのような因子があるような状況で
皮膚に影響を及ぼすかについての作業管理に繋がる研究、クリーニング従事者全体に死亡、特
に悪性新生物（がん）の死亡が過剰に起こっているのかどうかについての健康管理に繋がる研
究、これらの研究は、クリーニング従事者の健康推進のために引き続き必要です。
　以上から、これまでの先行研究を踏まえ、今年度の研究課題が設定されました。

１．　クリーニング環境とカビ調査研究 （2018 年度）
　　　―クリーニング環境のカビを知って安心しよう―
 （高鳥浩介・NPO 法人カビ相談センター理事長）
２．　クリーニングに使用される洗剤の抗菌活性に関わる諸条件の解析
 （大崎敬子・杏林大学医学部感染症学講座准教授）
３．　クリーニング用洗剤あるいは溶剤で処理した後の生残菌の定量的検出（3）
 （三好伸一・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）
４．　ドライクリーニング用石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの皮膚障害
　　　： 活性化されたヒト不死化皮膚細胞 HaCaT における
　　　　サイトカイン遺伝子発現を指標に行う検討
 （角田正史・防衛医科大学校衛生学公衆衛生学講座教授）

委 員 長　　相 澤 好 治 
北里大学名誉教授・（一社）日本繊維状物質研究協会理事長
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５．　クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰死亡の検討
　　　―平成 29 年の死亡データを用いた解析―
 （堤明純・北里大学医学部公衆衛生学教授）
６．　連続洗濯機における芽胞に対する微酸性混和水による消毒効果の検討
 （北里英郎・北里大学医療衛生学部微生物学研究室教授）

　以上のテーマを設定し調査研究を行い、一定の成果を得ることができました。これらの研究
成果をクリーニング事業の現在及び将来に生かすための発信として、この報告書が参考になれ
ば幸いです。
　今年度の本研究委員会の運営につきましても、橋本博、篠田純男、本田武司、中村賢各先生
を相談役とし、厚生労働省医薬生活衛生局生活衛生課担当官のご助言を得て、検討を行いまし
た。

平成 30年度研究課題と研究の概要

１．クリーニング環境とカビ調査研究 （2018 年度）

　　―クリーニング環境のカビを知って安心しよう―　（高鳥浩介理事長）

　クリーニング環境でのカビ調査は事業者へのカビに対する正しい情報を有すために必要であ
る。クリーニング 9 店舗で 2 年間の夏期および冬期に定点を定め、浮遊カビおよび付着カビに
ついて調査研究を行った。店舗全体に浮遊カビは夏期で冬期に比べてカビ数が多い傾向にあっ
た。付着カビは、季節に関係なく未洗濯物置場周辺で既洗濯物など周辺に比べて多いことが分
かった。浮遊カビは、クロカビ、アオカビの 2 種カビが主で、付着カビもクロカビ、アオカビで
ほぼ半数近くを占めた。浮遊カビ及び付着カビで汚染環境と評価される店舗や箇所はなく、健
康被害の視点から安心できる環境であった。

２．クリーニングに使用される洗剤の抗菌活性に関わる諸条件の解析（大崎敬子准教授）

　ドライクリーニングは、石油系溶媒やテトラクロロエチレンに界面活性剤（アニオン、カチオ
ン、ノニオン）を洗剤として添加しクリーニングを行う。これらの界面活性剤には抗菌活性があ
る。本研究ではクリーニングに使用される洗剤と菌液を布を介して接触させる実験系を新規に
考案し従来の方法と比較した。布を介し溶液と接触させる実験では B. cereus 菌液を滅菌ガー
ゼに滴下した。乾燥時間を 0、30、60 分に設定し、ガーゼを自然乾燥させた。乾燥後、ガーゼ
を被験溶液または溶媒に浸し攪拌し、その後遠心機にてスピンダウンし脱液を行った。脱溶媒
後のガーゼをコンラージ棒で LB 寒天培地にスタンプし一晩培養した。形成されたコロニーで
抗菌効果を判定した。溶液及び溶媒は B. cereus と布を介して接触させた場合、接触前の布乾
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燥時間 0 分では溶液、溶媒のいずれに接触させても抗菌活性が認められなかった。乾燥時間 30
分では溶液、溶媒のいずれに接触させても抗菌活性が認められ、その効果は同等であった。乾
燥時間60分では溶媒に接触させた際には抗菌活性が認められず、溶剤と接触させた際には抗菌
効果が認められた。

３．クリーニング用洗剤あるいは溶剤で処理した後の生残菌の定量的検出（3）

 （三好伸一教授）　　　　

　クリーニング用洗剤に含まれる界面活性剤である直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウ
ム（LAS）の殺菌作用を正確に評価できる新定量法の開発を目的に，水溶性金属ポルフィリン
Fe-TCPP の DNA 分解作用を応用した qPCR 法の有用性を研究した。土壌から単離した
Pseudomonas sp. NLA4 株を OD600 が 1.0 になるまで乾燥ブイヨンで培養した後，100℃で 5 分
間加熱処理した。死菌試料 0.5mL から菌体を回収し，0.45%Zr（OH）4 に懸濁した。その後，室
温でゆるく撹拌し，菌体を Zr（OH）4 に吸着させた。Zr（OH）4 に吸着した菌体を回収し，Fe-
TCPP（0.1 〜 100µM）に懸濁した。そして，室温で 5 分間保温した後，LED ランプを 15 分間
照射した。Zr（OH）4 に吸着した菌体から DNA を精製した。この精製 DNA 標品を 150µM Fe-
TCPP と混合した後，室温で 5 分間保温し，さらに LED ランプを 15 分間照射した。16S rDNA
の保存領域を標的としてqPCRを行い，試料の相対的なDNA量をCt値から算出した。Zr（OH）4

に吸着させた加熱死菌について，Fe-TCPP（0.1 〜 100µM）で処理した後，DNA を精製し qPCR
法による定量的解析を行った。Ct 値に有意な違いが認められず，死菌DNAが Fe-TCPPによっ
て分解されなかったことが示された。次に，加熱死菌から DNA を精製し，これに 35µM Fe-
TCPP を直接作用させた。この実験系でも Ct 値の有意な増加は認められなかった。さらに，
TCPP に配位している鉄イオンを 3 価から 2 価に還元して同様の実験を行った。しかしながら，
Ct 値の有意な増加はやはり観察されなかった。これらは，Fe-TCPP が DNA に対する明らかな
分解作用を有していないことを示す。界面活性剤曝露後の生残菌を特異的かつ定量的に検出す
るためには，界面活性剤曝露後，Zr（OH）4 に細菌を吸着させ，さらに死菌 DNA を特異的に分
解する必要がある。Fe-TCPP 処理法では（死菌）DNA が有意に分解されないことが示された。

４．ドライクリーニング用石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの皮膚障害：

　　活性化されたヒト不死化皮膚細胞 HaCaT におけるサイトカイン遺伝子発現を指標に行う検討

 （角田正史教授）

　石油系溶剤及びテトラクロロエチレン（TCE）の長期曝露によるヒト表皮角化細胞HaCaT細
胞生存への影響と、真菌成分によって活性化された HaCaT 細胞における石油系溶剤及び TCE
曝露によるサイトカイン mRNA 発現への影響の検討により、石油系溶剤及び TCE の長期低濃
度曝露の影響及び曝露が皮膚角化細胞における炎症促進等の役割を果たすかを明らかにするこ
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とを目的とした。長期曝露に関しては HaCaT 細胞に control 群及び石油系溶剤 12.5μg/㎖また
は 25μg/㎖曝露群、TCE 25μg/㎖または 50μg/㎖曝露群を設定し 1 週間曝露し細胞生存率を
評価した。真菌成分により活性化された HaCaT 細胞におけるサイトカインの mRNA 発現の検
討については、石油系溶剤 0, 25, 50, 100μg/㎖, TCE 0, 50, 125, 250μg/㎖を細胞に曝露し、白
癬菌由来のトリコフィチンを添加し活性化し６時間培養した。培養終了後、TNFα、IL-8 に関
して mRNA の発現をリアルタイム PCR で定量した。石油系溶剤に 1 週間曝露された HaCaT
細胞の細胞生存率について 25μg/㎖群が control に比べて有意に低かった。TCE に 1 週間曝露
されたHaCaT細胞の細胞生存率について50μg/㎖群がcontrolに比べて有意に低かった。石油
系溶剤に曝露された活性化された HaCaT 細胞における TNFαについて曝露群の mRNA 発現
が control に比べて有意に低かった。TCE に曝露された活性化された HaCaT 細胞における
TNFαの mRNA 発現について 25μg/㎖群の平均値が control 及び 100μg/㎖群に比べて有意に
高かった。IL-8 に関しては活性化細胞では、石油系溶剤及び TCE 曝露により群間の差は観察
されなかった。石油系溶剤及び TCE の 1 週間曝露により細胞生存率について石油系溶剤
25μg/㎖、TCE 50μg/㎖で control に比べ有意な低下が観察され、これらの値は HaCaT 細胞
の無毒性量に近い可能性がある。

５．クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰死亡の検討

　　―平成 29 年の死亡データを用いた解析―　　　　（堤明純教授）

　小規模事業所が多く、発がん性物質であるテトラクロロエチレンを取り扱うクリーニング業
界では、悪性新生物による過剰死亡や、がん検診の受診率が低いことが指摘された。さらに、
テトラクロロエチレンへの曝露の可能性、零細企業が多い、経営環境が厳しいことから、クリー
ニング業従事者は、他の業界で働く労働者と比較して、健康上のリスクが高い環境におかれて
いると考えられ、継続的なモニタリングが必要である。本研究では、全国クリーニング生活衛
生同業組合連合会に加盟する組合員の悪性新生物による死亡の状況を把握するために、全国ク
リーニング生活衛生同業組合連合会全国生命共済制度のデータを用いた調査を実施した。平成
26 年度、27 年度、28 年度に構築したデータベースに、平成 29 年度に提出された生命共済加入
者が死亡時に提出する共済金請求書類（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日）につい
て、死因（死亡診断書又は死亡証明書で確認）、生年月日、死亡年月日、性別、を追加しデータ
ベースを更新した。今回は、平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日までに死亡した 21 件

（男性 17 件、女性 4 件）を解析対象とし、男女別死因別に集計し、全死亡と全悪性新生物によ
る死亡について、人口動態統計をもとに標準化死亡比（SMR）とその95％信頼区間を算出した。
粗死亡率は、人口千人当たり、全死亡が男性 5.8、女性 2.6、全悪性新生物による死亡は、男性
2.7、女性 1.3 であった。全死亡原因は、肺がん（n=4）が多く、次いで、大腸がん（n=2）、膵
臓がん（n=2）の順であり、全悪性新生物による死亡は同様であった。全死亡に対するSMRは、
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男性 74.4（44.8-121.8）、女性 62.9（20.2-173.0）だった。全悪性新生物に対する SMR は、男性
83.4（38.8-171.5）、女性 63.2（10.9-254.8）だった。平成 26 〜 28 年に引き続き、平成 29 年にお
ける組合員の死亡調査において、全死亡、全悪性新生物について、過剰死亡は認めなかった。

６．連続洗濯機における芽胞に対する微酸性混和水による消毒効果の検討（北里英郎教授）

　微酸性混和水は優れた殺菌能力を有し，クリーニングにおける消毒薬としての使用が期待さ
れている。クリーニング工場における業務用連続洗濯機における微酸性混和水の消毒効果に追
加実験を行い、消毒効果の実証を目的として検討した。業務用の使用済みタオルを連続洗濯機
を用いて洗浄・消毒を行った。消毒法は，最終槽（第 8 槽）において次亜塩素酸ナトリウム
250ppm もしくは微酸性混和水 80ppm で行った。脱水後のタオル，第 1 槽水，第 6 槽水，第 7
槽水，脱水機からのしぼり水を回収しサンプルとし、サンプル中に含まれる芽胞菌量を計測し，
それぞれの消毒効果を検証した。第 1 槽水では約 400 〜 800cfu/㎖の Bacillus 属菌が検出され
たが，第 7 槽では約 10 〜 300cfu/㎖まで低下した。消毒・脱水後のしぼり水においては 0 〜
50cfu/㎖のレベルであった。また，タオルサンプルではタオル 1 平方 cm 当たり平均 7 〜 40cfu
の芽胞菌が検出された。消毒方法の違いによる差は認められなかった。今回はすすぎ水の流入
により第 7 槽ではすでに生菌数が低値を示し，消毒効果を示すには不十分といえる。

　以上、６つの研究課題の概要を紹介致しましたが、課題が残った研究を含めて、クリーニン
グ業にとって、その社会的使命を果たすための有用な情報を提供し、かつクリーニングにおけ
るより適切な産業職場の実現に繋がる知見であると考えます。
　次年度も本研究委員会の研究について、その果たす役割、社会的意義をご理解下さり、ご協
力、ご支援頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。最後になりましたが、各分担研究者、ご
協力、ご支援を頂いた関係各位に対し、深甚な謝意を表します。

平成 31 年４月
　委 員 長　相澤　好治　（北里大学名誉教授、（一社）日本繊維状物質研究協会理事長）
　相 談 役　橋本　　博　（元海外渡航者健康管理協会理事長）
　　 　 　　篠田　純男　（岡山大学名誉教授）
　　 　 　　本田　武司　（阪大微生物病研究会技術顧問）
　　 　 　　中村　　賢　（北里大学名誉教授・（一社）健康評価施設査定機構理事）
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平成30年度　研究課題及び研究者

研究課題 研究者氏名 頁

クリーニング環境とカビ調査研究（2018年度）
―クリーニング環境のカビを知って安心しよう―

NPO法人カビ相談センター
 高鳥　浩介
 富坂　恭子
 高鳥美奈子
 村松芳多子
 松本美奈子
 口地眞智子
 可児　朗子

7

クリーニングに使用される洗剤の抗菌活性に関わる
諸条件の解析

杏林大学医学部感染症学講座
 大崎　敬子
杏林大学大学院医学研究科
共同研究施設部門実験動物施設部門
 北条　　史

16

クリーニング用洗剤あるいは溶剤で処理した後の
生残菌の定量的検出（３）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
 三好　伸一

20

ドライクリーニング用石油系溶剤及び
テトラクロロエチレンの皮膚障害：
活性化されたヒト不死化皮膚細胞HaCaTにおける
サイトカイン遺伝子発現を指標に行う検討

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学
 角田　正史
 鈴木　聡子

24

クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰死亡
の検討―平成29年の死亡データを用いた解析―

北里大学医学部公衆衛生学
 堤　　明純
 江口　　尚

32

連続洗濯機における芽胞に対する
微酸性混和水による消毒効果の検討

北里大学医療衛生学部微生物学研究室
 北里　英郎
 中村　正樹

37
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クリーニング環境とカビ調査研究（2018年度）
－クリーニング環境のカビを知って安心しよう－

NPO法人カビ相談センター　高鳥浩介　富坂恭子　　高鳥美奈子　村松芳多子
　　松本美奈子　口地真智子　　可児朗子

I．諸　言

　一般にクリーニング業では，使用者から回収
した衣類等を洗濯し，清潔で汚れのないものを
使用者に提供する。この作業過程や環境を考慮
すると使用済みのものを清潔なものとすること
で作業環境での健康影響を危惧する声が聞かれ
る。
　作業されている環境への不安や心配の多く
は空気および埃であり，これらの同環境での現
状がどのようになっているか認識する必要があ
る。使用済み製品の汚染からとりわけ危惧され
る中にカビがあり，環境やものへの伝播被害，
また空中汚染による健康被害への影響が問題と
なるケースが多い。
　こうしたカビを要因とする環境及び健康被害
の現状について十分な情報がないため，会員事
業者への正しい認識を伝えることを目的として

「クリーニング環境とカビ調査研究」に関する研
究を行うこととした。
　この研究は2017年度に実施され，さらに本年
度も同一環境での調査を前年度に引き継いで継
続してきた。その理由として同環境の２年間で
の結果が同様なパターンを示すかまたは異なる
かはクリーニング業環境にどのように影響する
かを知るうえで極めて大切な情報となるからで
ある。

II．調査法および報告

　本調査は，都内で事業を営む全ク連会員のク
リーニング９店舗を対象として2017年度と同一
店舗で行った。
１） 調査地域：東京都大田区のクリーニング業

を営む９店（表1）。９店には2018年度も継
続しての調査であることをあらかじめ各店
に了解をいただいた。

２） 調査期間：2018年７月〜2019年３月とし，
各店で時期を変えて２回（７月および２月）
実施した。一般に空気変化の起こりやすい
夏期と寒冷期の冬期であった。

３） 調査場所：浮遊カビ測定は，①カウンター
②未洗濯物置場③洗濯済物置場④アイロン
台付近とし，付着カビ測定は，①カウンター
②未洗濯物置場（未洗濯カゴ等）③ドライ機
ドア部④包装台（アイロン台）⑤保管ケース

店　名 名　前 住　所
① 17-O-A A 大田区大森地域
② 17-O-B B 大田区大森地域
③ 17-O-C C 大田区大森地域
④ 17-O-D D 大田区大森地域
⑤ 17-O-E E 大田区大森地域
⑥ 17-O-F F 大田区蒲田地域
⑦ 17-O-G G 大田区大森地域
⑧ 17-O-H H 大田区蒲田地域
⑨ 17-O- I I 大田区調布地域

表１　大田区クリーニング店調査場所
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⑥未洗濯衣類⑦既洗濯衣類とした。いずれ
も各店が共通している場所であり，2017年
度と同じ箇所であった。各クリーニング店
が共有するところでカビの変動が起こりや
すい可能性のある箇所と比較的カビの変動
のないまたは少ないと思われる箇所を想定
して選定した。

４） カビの調査法：店内でのカビ調査法は，空
気環境を調査することから空気環境測定す
る浮遊カビ測定（空気捕集量100L）と物の
表面での清浄度を測定する表面付着カビ測
定（ドレッシングテープ6×7cm）を行った。

５） 調査結果の記録と報告：調査は7月および2
月に実施し，浮遊カビ結果及び付着カビ結
果について店舗，測定場所，季節，カビ数
と主要カビ種を解析した。

　クリーニング９店舗様には調査結果の報告を
各店ごとに調査時毎に送付した（資料１）。報告

書では，調査内容を説明し，各店がどのような
評価であったかを各店ごとにまとめた。

III．調査結果

　2018年度大田区のクリーニング９店舗のご協
力で２回にわたって行われた調査結果について
報告する。なお，この調査は2017年度も実施し
ており，結果及び考察では前年度と合わせてま
とめた。
１） クリーニング店舗内浮遊カビ及び付着カビ結果　　 

　大田区クリーニング店９店舗を回り，そ
れぞれ店内の結果をまとめた（図1、図2）。
　浮遊カビ測定は，４か所で実施した。そ
の結果，７月および２月の浮遊カビ数はい
ずれも少なかった。前年度の７月では多少
多い傾向があり，それに比べて各店舗は安
定したカビ数であった。

図１　各クリーニング店舗の浮遊カビ
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図2　各クリーニング店舗の付着カビ

図3　各クリーニング店舗の場所ごとの浮遊カビ



— —10

　付着カビは7か所を対象に実施した。そ
の結果，7月より2月で多少数値が高かった
がほぼ同じような結果であった。この結果
は，前年同様特にクリーニング店で多くは
なかった。

２）場所別の結果
　店内各所の場所別での浮遊カビ，付着
カビをみた。場所として浮遊カビはカウン
ター，未洗濯物置場，洗濯済物置場，アイ
ロン台の4か所を，付着カビはカウンター，
未洗濯物置場，ドライ機，包装台（アイロ
ン台），保管ケース，未洗濯衣類，既洗濯
衣類の7か所で調査を行った。
　浮遊カビをみると，７月では４か所とも
に同じようなカビ数であった。２月では未
洗濯物置場で多少多い結果であったが，全
体に少なくほぼ同じ程度のカビ数であった

（図3）。

　前年の結果を見ると７月では高いカビ数
であったが，一般に７月では高い数値にな
る傾向があり，この程度では異常ではない
と判断している。
　付着カビをみると，７月では未洗濯物置
場で他と比べて高いカビ数であった。これ
は未洗濯に由来したカビと判断した。２月
では未洗濯衣類にカビが多く，さらに未洗
濯物置場も多く，未洗濯物周辺全体で多い
傾向にあった。既洗濯衣類ではいずれも少
なかった（図4）。
　この結果から，浮遊カビは，夏場に多く
冬場に少ないことはあるがクリーニング店
舗内の場所ごとの差はなかった。付着カビ
は，夏場と冬場での差はなかったが，場所
として未洗濯物置場や未洗濯衣類に多くみ
られ，一方，既洗濯物周辺では少ないこと
から未洗濯物周辺で夏冬の季節を問わず多

図4　各クリーニング店舗の場所ごとの付着カビ
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い傾向が見られた。
３）カビ分布

　２回のクリーニング店舗内調査で浮遊カ
ビおよび付着カビのカビ分布をみた。
　浮遊カビは，クロカビ，アオカビの２種
カビが主で60〜70％を占めた（図5）。前年
度に多く見られたマイセリアは夏場で多い
程度で冬期は極めて少なかった。一方，ア
オカビは，冬期に多く見られた。
　付着カビは，クロカビ，アオカビで50〜
70%を占めており，浮遊カビのマイセリア
はほとんど確認されなかった（図6）。夏期
は，その他のカビが多種確認でき，その分
多くなっていた。その他のカビの多くは，
外気由来であった。

２．今回調査によるカビの安全性評価

　今回大田区クリーニング９店舗で２回（７月

および２月）にわたり浮遊カビ及び付着カビを
調査した結果から，以下の評価をした。
１）カビの量に対する評価

　浮遊カビ数は弊センターの規準D（著しく
多い）に該当する店舗はなく，カビ汚染環
境と評価される店舗および箇所はなかった。

２）健康被害にかかわるカビ種の評価
　有害カビ注）種として多量またはやや多量
確認される店舗，箇所はなかった。いずれ
もカビ種として日常的に分布する常在カビ
であった。

注） 有害カビとは，原発性とする病原性真菌（カビ・酵母）で
BSL2以上に該当する種。

IV．考察

　2018年度２回での結果から店舗でのカビ汚染
はみられなかった。しかし夏期と冬期ではカビ

図5　各クリーニング店舗の主要な浮遊カビ
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数やカビ分布が異なり，夏期ではカビ数は多い
傾向にあった。これは外気に依存しているもの
と思われその理由としてマイセリアが見られる。
　本年度の結果は昨年度の結果と大きく変わら
ないが，特に夏期は天候に大きく影響を受ける
ことが多い。例えば６〜７月の梅雨は2017年度
は７月下旬まで続いたが，2018年度は７月には
梅雨が明けその分湿度の影響を受けない気候と
なった。その意味では今回調査した２年間は夏
期で典型的な２例を経験したことになる。いず
れにしても夏期で2018年度はカビ数が少ない傾
向はあるものの大きな差は認めなかった。
　カビ種ではいずれの調査ともクロカビとアオ
カビが多く，この分布は多くの室内環境で一致
する。また浮遊カビでマイセリアは外気由来で
あり，多いほど外気が入り込んでいることを証
明する。このマイセリアの結果が店舗によって

異なるのはこうした理由からである。
　２回の結果から大田区の９店舗はいずれも清浄
または普通であった。この調査を２年間４回繰り返
したことで清潔にすることを意識されている店舗も
あった。この調査を行うことで店内の清掃や拭き掃
除に取り組んでいることがうかがえ，この調査をして
店舗環境の改善に取り組んでいることがわかった。

V．今後の期待

　今回のクリーニング店のカビ環境調査は，全
ク連事務局及び大田区クリーニング店のご協力
による初めての試みであり，会員の従事環境に
みるカビへの不安払拭への足掛かりとみてい
る。またカビに対する誤解や正しい知識情報を
会員に認知させていく一歩とみている。その意
味で今回の調査は，会員に還元され今後の店舗

図6　各クリーニング店舗の主要な付着カビ
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のあり方の一助になればと期待している。

VI．結語

　カビ環境調査を大田区クリーニング９店舗で
行った。調査は夏冬の２回であり，店内の浮遊
カビおよび付着カビについて調査を行った結果
は以下の通りであった。
　店舗全体に浮遊カビは夏期で冬期に比べてカ
ビ数が多い傾向にあった。また付着カビは，季
節に関係なく未洗濯物置場周辺で既洗濯物など
周辺に比べて多いことが分かった。
　店舗内のカビ分布として浮遊カビは，クロカ
ビ，アオカビの２種が主で，付着カビもクロカビ，

アオカビでほぼ半数近くを占めた。
　今回の調査からカビに対する安全性評価とし
て，浮遊カビ及び付着カビで汚染環境と評価さ
れる店舗や箇所はなく，健康被害の視点から安
心できる環境であった。
　今回クリーニング店舗のカビ環境調査を２年
間継続して実施した結果は，会員の従事環境に
みる有害カビへの不安解消およびカビに対する
偏見や誤解および正しい知識や情報を提供する
ものといえた。

【参考文献】
1）　 高鳥浩介，村松芳多子：カビとは，月刊せんい　63（12）, 

650-655，2010
2）　 村松芳多子（高鳥浩介，久米田裕子　編集）：　カビのはな

し55-63　朝倉書店，2013
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資料１　調査結果報告

 平成　　年　　月　　日

ABC クリーニング店　様

　先般の店内カビ環境調査にご協力いただきましてありがとうございました。
　×月調査でのカビ環境調査結果をお送りいたしますのでご覧いただければ幸いです。
　調査結果はご覧いただき皆様の今後のお仕事に生かしていただければ幸いです。
今回の調査

　空中に浮遊する ｢浮遊カビ｣ と，ものなどに付着する ｢付着カビ｣ について調査を行って
おります。
浮遊カビ　 エアーサンプラーを用いて100L吸引法で行います。浮遊法での公的な規格はあり

ませんが，NPO法人カビ相談センターでは今までの調査情報をもとに独自でガイ
ドラインを設けております。その規格に合わせて評価しました。

付着カビ　 拭き取り法として綿棒やガーゼ法などありますが，NPO法人カビ相談センターで
は医療分野で用いられているテープを貼付する方法で行いました。

培　　養　調査終了後に回収した試料を培養しました。
結　　果　培養により調査場所のカビ数及び主要カビについて記録しました。
報　　告　 調査結果をもとに調査協力クリーニング店様へカビ環境調査記録報告書を送付し

ました。
店内カビ環境調査記録

　報告内容は，各店での浮遊カビ及び付着カビに関する結果をまとめ，コメントとしてありま
す。ご覧いただき今後の参考にしていただければ幸いです。
本事業での報告書の取扱い

　この事業は全国クリーニング連合会(全ク連)のご協力により実施したもので，報告書を最終
的にまとめますが，個人名を特定することはございません。全ク連加盟協力店様がよりよい環
境でお仕事ができることを願って本事業を推進しております。よろしくお願いいたします。
店内カビ環境調査記録 浮遊カビおよび付着カビ　評価規準は以下の通りです。

浮遊菌評価：
A：生菌数 0〜15：カビが認められないかまたは少ないです。極めて清浄です。
B： 16〜30：少量のカビが認められます。清浄です。
C： 31〜60：カビが認められます。季節によりますが，換気を行って下さい。
D： 61〜　： 著しくカビが認められます。外気が入っているかまたは空気

が淀んでいますので戸を閉めるか換気をしてください。
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付着カビ評価：
A：生菌数 0〜 5：カビが認められないか少ないです。極めて清浄です。
B： 6〜10： 少量のカビが認められます。清浄ですが，時々掃除をしてく

ださい。
C： 11〜30：カビが認められつつあります。拭き掃除してください。
D： 31 以上： 著しくカビが認められます。拭き取りをしたあとアルコール

や水拭きなどでカビ除去または消毒をしてください。
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クリーニングに使用される洗剤の
抗菌活性に関わる諸条件の解析

杏林大学医学部感染症学講座　大崎敬子
杏林大学大学院医学研究科共同研究施設部門実験動物施設部門　北条　史

Ⅰ．緒　言

　ドライクリーニングは，石油系溶媒やテトラク
ロロエチレンに界面活性剤（アニオン，カチオン，
ノニオン）を洗剤として添加してクリーニングを
行っている。これまでの本委員会の研究によっ
てこれらの界面活性剤には抗菌活性および抗原
生動物活性があることが示された。また，これ
らの界面活性剤を含み，実際にクリーニング店
で洗浄に使われる洗剤も抗菌活性があることが
示された。クリーニングの対象となる衣類など
の洗濯物にはヒトあるいは環境由来の様々な細
菌が付着し，更にこれらの細菌の中にはヒトに
病原性を持つものも含まれると考えられる。
　これまでの検討は細菌懸濁液を調整し，石油
系溶媒や界面活性剤と接触させて細菌の生存性
を検討する細菌懸濁法で行ってきたが，実際の
ドライクリーニングを想定すると，病原性細菌
は液滴として洗濯物に混入するのではなく，衣
服に染み込んで存在すると考えられる。
　そこで本年度はクリーニングに使用される洗
剤と菌液に対し布を介して接触させる実験系を
新規に考案し，細菌懸濁法と比較を行う。

Ⅱ．研究方法

　 Escherichia  col i　 A T C C 2 5 9 2 2 株 ，
Staphylococcus aureus　ATCC25923 株，

Bacillus cereus　ATCC14579株，Enterococcus 
fecaelis　ATCC29212株　およびPseudomonas 
aeruginosa　KY-D1株を用いた。LB寒天培地
にて37℃で一晩培養した各細菌をリン酸緩衝液

（PBS）に懸濁し，OD600=0.132となるよう希釈調
整し，菌液とした。
　被験溶剤としてクリーンA2プラスおよびク
リーンK2プラス（ゲンブ株式会社より提供）を
用いた。被験溶媒には石油系溶媒を用いた。溶
媒に0.5%の濃度となるように溶剤を加え被験溶
液として調整した。
　細菌懸濁法では各被験溶液または溶媒400μℓ
を準備し，各菌液100μℓを添加し混合液とした。
各混合液はマルチビーズショッカー（安井器械，
日本，大阪）にて1500rpm，60秒，×10サイク
ルで攪拌した。PBSを900μℓ添加し，段階希釈
した混合液をLB寒天培地に塗布し，37℃一晩
培養した。形成されたコロニーを計数し，生菌
数としてCFU（Colony forming unit）/㎖を測定
し，３〜４回の実験の平均値で示した。統計解
析はANOVAの一元配置による分散解析を行っ
た。
　布を介して溶液と接触させる実験では B. 
cereus菌液1㎖を5cm×5cm滅菌ガーゼ（白十字，
日本，東京）に滴下した。乾燥時間を0分，30分，
60分に設定し，ガーゼを安全キャビネット中で
自然乾燥させた。ガーゼを20㎖の被験溶液また
は溶媒に浸し（図1），50㎖チューブ内で10分間
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攪拌した。その後ガーゼをスピンカラム付50㎖
チューブ（図2）に入れ，遠心機（RX-200）（ト
ミー精工，日本，東京）にてスピンダウン（最大
1500rpm）することで脱液を行った。脱溶媒後
のガーゼをコンラージ棒でLB寒天培地にスタ
ンプし（図3），37℃一晩培養した。形成された
コロニーで定性的・半定量的に抗菌効果を判定
した。

Ⅲ．研究結果

　細菌懸濁法による検討では以下の結果が得ら
れた。
　E. coliは石油系溶媒との接触で生菌数が
104.9CFU/㎖から104.0 CFU/㎖に減少した。カ
チオン剤を添加した場合，さらに生菌数が102.9 
CFU/㎖に減少した（図4）。
　S. aureusは石油系溶媒との接触で生菌数が
105.1 CFU/㎖から102.9 CFU/㎖に減少した。カ
チオン剤を添加した場合，さらに生菌数102.2 
CFU/㎖に減少した（図5）。
　B. cereusは石油系溶媒との接触で生菌数が
105.6 CFU/㎖から103.3 CFU/㎖に減少した。カ
チオン剤およびアニオン剤を添加した場合，さ
らに生菌数が101.8 CFU/㎖に減少した（図6）。
　E. fecalisは石油系溶媒との接触で生菌数が
105.7 CFU/㎖から102.9 CFU/㎖に減少した（図7）。
　P. aeruginosaは石油系溶媒との接触で105.8 
CFU/㎖から105.7 CFU/㎖と生菌数の減少は確
認されなかった。カチオン剤を添加した場合生
菌数は103.4 CFU/㎖に減少した。アニオン剤を
添加した場合の生菌数は104.1 CFU/㎖に減少し
た（図8）。
　また，溶液および溶媒は布を介してB. cereus
と接触させた場合，接触前の布乾燥時間によって
異なる結果が得られ，乾燥時間0分では溶液，溶
媒のいずれに接触させても抗菌活性が認められな

図1　攪拌前のサンプル

図2　 脱液工程で使用したスピンカラム付 
50mlチューブ

図3　LB寒天培地へのスタンプ
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Ⅳ．考　察

　本研究では実際のドライクリーニング工程を
想定した新規の実験系を検討した。
　これまでは菌液と溶剤を使った細菌懸濁法に
よる実験系であり，今回は布に塗布された細菌
をサンプルとして実験を行った。一般的に洗濯
物は水に濡れた状態からある程度の自然乾燥時
間を経たものがクリーニングに供される。実験
的に作成した細菌汚染サンプルは事前検討によ
り，60分の自然乾燥でほぼ乾いた状態となるこ
とが確認された。また，溶剤や溶液の脱液工程
はスピンカラムを用いた方法で行った。脱液さ
れていないガーゼをLB寒天培地にスタンプし
た際にはガーゼに残った溶液や溶媒が大量に培
地に残存したのに対し（データ未掲載），脱液工

かった。乾燥時間30分では溶液，溶媒のいずれ
に接触させても抗菌活性が認められ，その効果は
同等であった。乾燥時間60分では溶媒に接触さ
せた際には抗菌活性が認められず，溶液と接触さ
せた際には抗菌効果が認められた（図9）。

図4　E. coliと溶媒・溶液の接触

図6　B. cereusと溶媒・溶液の接触

図8　P. aeruginosaと溶媒・溶液の接触

図5　S. aureusと溶媒・溶液の接触

図7　E. fecalisと溶媒・溶液の接触
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程を経たガーゼにはほとんど液体が残存せず，
ガーゼに生残し塗布された細菌は固形培地上
で十分に発育可能であった。以上により，実際
のドライクリーニングの洗浄から脱液工程を模
した実験系を構築することができたと考えられ
た。
　菌液と溶液を接触させた細菌懸濁法による抗
菌効果と新規実験系において確認された抗菌効
果には違いが見られた。B. cereusは従来の実験
系では石油系溶媒との接触で菌数が減少し，カ
チオン剤やアニオン剤を添加した場合は更に菌
数が減少したが（図6），新規実験系で従来の実
験に最も近い条件である接触前乾燥時間0分に
設定した際は溶媒および溶剤には抗菌効果が認
められなかった（図9）。接触前乾燥時間を30分
から60分に設定し，サンプルを乾燥した状態に
した場合では溶媒，溶剤のいずれかに抗菌活性
が認められた。この変化からサンプルの乾燥状

態が抗菌活性に影響する一つの因子となってい
る可能性が示唆された。しかしながら乾燥時間
を60分に設定した際には溶媒との接触で抗菌活
性が再び確認できなかったため，B. cereusの細
菌学的特徴，布繊維内部への侵入，洗浄液への
拡散などの影響も否定できず，更なる検討が必
要である。また，この実験系はあくまで定性的・
半定量的試験であり，高濃度の菌液を対象とし
た場合には，偽陰性と判定される可能性がある。
すなわち，布に塗布された細菌数の影響を考慮
した検討の必要性が示唆された。

Ⅴ．結　語

　実際のドライクリーニングを模したin vitro
の実験系を構築することができ，病原体汚染サ
ンプルへの溶剤の抗菌活性試験などに応用され
ることが期待される。

図9　ドライクリーニング溶媒および溶液の新規実験
系におけるB. cereusに対する抗菌活性
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クリーニング用洗剤あるいは
溶剤で処理した後の生残菌の定量的検出（3）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　三好伸一

Ⅰ．はじめに

　クリーニング用洗剤には，直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸ナトリウム（LAS）やポリオキ
シエチレン（23）ラウリルエーテル（POLE）な
どの界面活性剤が含まれている。陰イオン性の
界面活性剤であるLASは，80％が家庭用の洗
濯洗剤，20％が業務用の洗浄剤として用いられ
ている。一方，非イオン性の界面活性剤である
POLEは，家庭用の台所洗剤や洗濯洗剤，ある
いは業務用洗浄剤として使用されている。しか
しLASとPOLEは，環境中の水生生物に悪影響
を及ぼすため，PRTR法（化学物質排出把握管
理促進法）では，ともに第一種指定化学物質に
指定されている。なお，PRTR法に基づく届出・
届出外排出量は，平成29年度においても，どち
らも上位10位以内となっている。
　環境微生物は，生態系における分解者とし
て，環境中に排出された種々の化学物質や毒物
に対する分解・除去機能を担っている。しかし
ながら，環境微生物の中には病原性や有害性を
示す種類も存在する。したがって，病原（有害）
環境微生物の付着による衣類や寝具などの汚染
は，公衆衛生上危惧すべき問題となる。すなわ
ち，感染症予防や健康保持の観点からは，クリー
ニング用洗剤に関しては，洗浄作用に加えて殺
菌作用も重要となる。
　私たちは，環境微生物に対するクリーニング

用洗剤の殺菌作用に関する研究を行っている。
その一環として，LASあるいはPOLEに抵抗性
を示す環境微生物の単離と同定を行った。しか
し使用する培地や培養条件によって，単離され
る抵抗菌の数と種類が異なった。一方，土壌や
水環境には，通常の培養法では検出されないが，
感染症の原因となり得る耐久型の細胞が存在す
ることも広く知られている。したがって，従来
の培養法（コロニー形成法）では，洗剤の殺菌
作用を正確に評価することはできない。それゆ
え耐久型の微生物も含めて，LASやPOLEなど
に抵抗性を示す環境微生物を網羅的かつ普遍的
に定量する方法の開発が必要である。
　平成29年度は，LAS処理を行った後の細菌細
胞を水酸化ジルコニウムに吸着させ，遠心操作に
よってLASを除去した後，さらにDNase I処理に
よって死菌由来のDNAを特異的に分解し，生菌由
来のDNAのみをqPCR法によって選択的に増幅
する定量法を開発した。しかしDNase Iは蛋白質
であり，細胞壁・細胞膜が完全に破壊された細菌
細胞にしか侵入できない。そこで平成30年度は，
低分子化合物であるFe-TCPP {ferric tetrakis

（4-carboxyphenyl）porphyrin}（図1）による生体高
分子の分解を組み合わせた新たなqPCR法の開発
について検討した。Fe-TCPPは，陰イオン性かつ
細胞膜不透過性の合成水溶性金属ポルフィリンで
あり，可視光を照射するとラジカルを産生し，瞬時
に蛋白質，DNA，脂質などの生体高分子を分解する。
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Ⅱ．研究方法

水酸化ジルコニウムおよびFe-TCPP

　0.68％水酸化ジルコニウム（200㎖）は，次の
ようにして調製した。塩化ジルコニウム（IV）2.0g
を40㎖の滅菌精製水に懸濁させた後，5M水酸
化アンモニウムでpHを7.0±0.2に調整し，室
温で暫く静置した。その後，アンモニウムイオ
ンを取り除くため，200㎖の滅菌生理食塩水で
３回洗浄した。またFe-TCPPは，Santa Cruz 
Biotechnology（Dallas,Texas,USA）より購入し
た。

死菌試料の調製

グラウンド土壌から単離されたPseudomonas 
sp. NLA4株（LAS感受性株）をOD600が1.0にな
るまで乾燥ブイヨン（日水製薬，東京）で培養
した。その後，遠心操作によって菌体を回収し，
100℃で５分間の加熱処理を行った。

水酸化ジルコニウムによる細菌の吸着・回収

　死菌試料0.5㎖から遠心操作によって菌体（107 
cells）を回収し，0.9％ NaCl 0.5㎖に懸濁した。
そして0.68%水酸化ジルコニウム1.0㎖を加え，
室温で10分間ゆるく撹拌して菌体を水酸化ジル
コニウムに吸着させた。その後，遠心操作によっ
て菌体を回収し，NucleoSpin Soil（Macherey-
Nagel，Düren，Germany）を用いてDNAを精
製した。

加熱死菌のFe-TCPP処理

　水酸化ジルコニウムに吸着した菌体を遠心操
作によって回収した後，様々な濃度（0.1〜100 
μM）のFe-TCPP 0.5㎖に再懸濁し，室温で５分
間（暗所）保温した。そして，ラジカルを産生さ
せるため，LEDランプを15分間照射した。その
後，遠心操作によって菌体を回収し，DNAを
精製した。

細菌DNAのFe-TCPP処理

　遠心操作によって水酸化ジルコニウムに吸着
した菌体を回収した後，DNAを精製した。この
精製したDNA 15μℓを150μM Fe-TCPP ５μℓ
と混合し，室温で５分間（暗所）保温した。そして，
ラジカルを産生させるため，LEDランプを15分
間照射した。また，Fe-TCPPを還元する場合に
は，180μM NADPH ５μℓを測定系に添加した。

qPCR法による細菌DNAの増幅

　精製したDNAについて，16S rDNAの保存
領域を標的としたqPCRを行った。すなわち，
DNA標品1.0μℓ，Eva Green（Bio-Rad）10.0μℓ， 

表1. 本研究で使用した16S rDNA用プライマー

プライマー 塩基配列 位置

16SF 5’-AAACTCAAAGGAATTGACGG-3’ 901-920

16SR-2 5’-GTTACGGGACTTAACCCAAC-3’ 1064-1084

図1　Fe-TCPPの化学構造
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プライマー16SFおよび16SR-2（表1）各20 pmol
（1.0μℓ），および滅菌精製水7.0μℓを混合し
てqPCR反応液とした。この反応液について，
pRCR（95℃で10秒間の変性，60℃で30秒間の
アニーリングと伸長）を40サイクル繰り返した。
そして，Ct値（増幅産物がある一定量に達する
までのPCRのサイクル数）を算出した。

Ⅲ．研究結果

加熱死菌に対するFe-TCPP処理の有効性

　水酸化ジルコニウムに吸着した加熱死菌を回
収した後，様々な濃度のFe-TCPPで処理した。
そしてDNAを調製し，qPCR法による定量的な
解析を行った。表2に示したように，いずれの
Fe-TCPP濃度においても，Ct値は13前後であ
り，大きな違いが認められなかった。この結果は，
Fe-TCPPが死菌細胞のDNAを分解できなかっ

たことを示している。

細菌DNAに対するFe-TCPP処理の有効性

　次に加熱死菌から精製したDNAについて，
Fe-TCPP処理の効果を調べた（表3）。この実
験系では，精製DNAに35μM Fe-TCPPを直接
作用させた。しかし，試料4（Fe-TCPP処理後
LEDを照射した試料）におけるCt値の増加は，
試料２（LED照射を行わなかった試料）や試料
３（Fe-TCPP処理を行わなかった試料）と比較
して1.0未満であった。つまり，試料４での明ら
かなDNA分解は認められなかった。
　表2と表3の実験で用いたFe-TCPPでは，鉄
イオンは３価の状態でTCPPに配位している。
そこで，鉄イオンの酸化数の影響を調べるため，
Fe-TCPPとほぼ等モルのNADPHを測定系に添
加して，その効果を調べた。表4に示したように，
還元作用を有するNADPHを添加しても，試料

表2　加熱死菌に対するFe-TCPP処理の効果

表4　細菌DNAに対する還元型Fe-TCPP処理の効果

表3　細菌DNAに対するFe-TCPP処理の効果

試　　料 試料1 試料2 試料3 試料4

Fe-TCPP 0.1 μM 1.0 μM 10 μM 100 μM

Ct 値 12.68 12.88 12.87 13.56

試　料 試料1 試料2 試料3 試料4

Fe-TCPP 無 有 無 有

LED照射 無 無 有 有

Ct 値 13.18 13.90 13.31 14.20

試 料 試料1 試料2 試料3 試料4

NADPH 有 有 有 有

Fe-TCPP 無 有 無 有

LED照射 無 無 有 有

Ct 値 14.89 14.42 14.21 14.74
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4におけるCt値の増加は，試料２や試料３と比
較して1.0未満であり，DNAの分解は認められ
なかった。
　これらの結果は，Fe-TCPPは有意なDNA分
解作用を示さないことを示している。したがっ
て，生残菌の特異的な検出法（死菌由来のDNA
の特異的分解法）として，Fe-TCPP処理法は有
用ではないと結論できる。

Ⅳ．考　察

　本研究では，クリーニング用洗剤に含まれる
界面活性剤成分であるLASの殺菌作用を簡便
かつ定量的に測定するために，Fe-TCPP処理に
よって死菌由来のDNAを分解した後，qPCR法
によって，生残菌のDNAのみを選択的に増幅
する定量法の開発を目指した。まず，水酸化ジ
ルコニウムに吸着させた死菌についてFe-TCPP
処理の有効性を調べた。しかしながら，死菌由
来DNAの有意な分解は認められなかった。次
に，精製したDNAについてFe-TCPP処理の有
効性を調べたが，やはりDNAの分解は認めら
れなかった。
　Fe-TCPPなどの金属ポルフィリンは，LEDラ
ンプなどの可視光を吸収するとラジカルを産生
する。そして，産生されたラジカルの働きによっ

て，蛋白質やDNAなどの生体高分子を分解す
る。本研究においても同様に，ラジカルによる
DNAの分解を期待して，加熱死菌や精製DNA
をFe-TCPPと保温した後にLEDランプを照射
した。しかし，有意なDNAの分解が観察され
なかった。Fe-TCPPは陰イオン性の金属ポル
フィリンであり，負に帯電している。したがって，
負電荷同士の反発によって，Fe-TCPPがDNA
に結合できなかった可能性が考えられる。

Ⅴ．おわりに

　私たちは，LASなどの界面活性剤（すなわち
クリーニング用洗剤など）に曝露後の生残菌を
特異的かつ定量的に検出する方法を開発するた
め，界面活性剤に曝露後，水酸化ジルコニウム
で吸着・回収した細菌群から，死菌由来DNA
を特異的に分解する方法について検討を行って
いる。平成29年度はDNase Iを用いた方法を検
討し，その有効性を明らかにした。平成30年度
はFe-TCPPを用いた方法の有効性を検討した。
しかしFe-TCPPでは，（死菌由来）DNAが有意
に分解されないことが示された。今後はDNA
の化学修飾剤などを用いた方法について，有効
性を検討する必要がある。
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Ⅰ．緒　言

　ドライクリーニングで使用される石油系溶剤
について，アレルギー接触性皮膚炎に石油系溶
剤の関与の可能性が報告されている（花井，他，
2005）。しかし報告例は少なく，石油系溶剤が
皮膚に炎症を惹起するかどうか，議論の余地
がある。一方，テトラクロロエチレンに関して
は，産業職場での炎症例の報告がある。これま
で炎症に関与するマクロファージのモデルとし
て，マクロファージ系細胞J774.１を用いて検討
を行い，更に，ここ数年は，ヒト表皮角化細胞
HaCaTを用いて検討を行ってきた。HaCaT細
胞を用いた検討で，炎症に関わるサイトカイン
や，毒性機構に関わるサイトカインについて，
リアルタイムPCRの評価ではmRNA発現に影
響は観察されなかった。これらの結果は，表皮
角化細胞のサイトカイン産生を介したメカニズ
ムは，石油系溶剤やテトラクロロエチレンの皮
膚の毒性のメカニズムである可能性は低い，と
いうことを示唆するが，一方，HaCaT細胞に関
して，J774.1細胞について一般的に行われるよ
うな活性化を行っていず，ｍRNA発現が強く
ないため，リアルタイムPCRによる増幅後の定
量が安定しないという問題があった。
　また石油系溶剤とテトラクロロエチレンにつ

いて，短期的曝露による細胞傷害は確認された
が，長期曝露低濃度曝露についての毒性に関し
ては，どのようなレベルで細胞死が起こるか，
増殖に影響するかは不明であった。長期曝露に
よる最大無毒性量No Observed Adverse Effect 
Level （NOAEL）の確定は課題として残ってい
る。
　近年，皮膚障害に環境要因の存在が注目され
だし，表在性皮膚真菌症では角質に真菌成分が
存在することで炎症が起こるとされる（小林，他，
2008）。HaCaT細胞を用いた研究でも例えば皮
膚糸状菌で角化細胞の増殖に関わるIL-8, 炎症
系サイトカインの代表的なものであるTNFαの
産生増強が確認されている（加納，2004）。真菌
による角化細胞の活性化は，クリーニング職場
でもありうることであり，実際に起こり得る角
化細胞の活性化状態で，炎症や増殖に関わるサ
イトカインがどのように変化するかを検討する
ことは意義のあることと考えた。以上より本年
度の研究では，長期曝露によるNOAELを検討
するとともに，真菌成分によって活性化された
ヒト表皮角化細胞HaCaTにおいて，石油系溶
剤及びテトラクロロエチレンの曝露が炎症系及
び角化細胞の増殖に関わるサイトカインの遺伝
子発現に影響を及ぼすかどうか検討することと
した。

ドライクリーニング用石油系溶剤及び
テトラクロロエチレンの皮膚障害：

活性化されたヒト不死化皮膚細胞HaCaTにおける
サイトカイン遺伝子発現を指標に行う検討

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学　角田正史
鈴木聡子
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　石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの長期
曝露による細胞生存・増殖への影響と，真菌成
分によって活性化されたHaCaT細胞における
石油系溶剤及びテトラクロロエチレン曝露によ
るサイトカインmRNA発現への影響を検討する
ことにより，石油系溶剤及びテトラクロロエチ
レンの長期低濃度曝露における皮膚角化細胞に
おけるNOAELを得ること及び石油系溶剤及び
テトラクロロエチレンが皮膚角化細胞における
炎症促進の役割を果たすかを明らかにすること
を目的とした。

Ⅱ．研究方法

細胞培養及び継代

　ヒト表皮角化細胞HaCaTを培養した。細胞
培養液についてはDulbecco’s modified Eagle 
medium （低グルコース，L-グルタミン，フェ
ノールレッド含有，和光，東京）に，抗生物質

（X100，ペニシリン10,000 units/㎖及びストレ
プトマイシン10 mg/㎖含有，Merck Millipore, 
Billerica, MA, USA），MEM非 必 須 ア ミ ノ 酸

（X100,Gibco, ライフテクノロジーズ，東京），牛
胎児血清Fetal bovine serum （Thermo Fisher 
Scientific, 横浜）を加えて調製した。FBS濃度
は最終的に10% v/vとした。細胞培養フラスコ
にて37℃，５%CO2の条件下でHaCaT細胞を
増殖させた。細胞状態を良好に保つために，２
日おきに細胞培養液を交換した。細胞培養フラ
スコの底面において，細胞の占有率が約85％と
なったところで，培養液を捨てて，Phosphate 
Buffered Salineによる洗浄後，0.25w/v%トリ
プシン溶液を用いて細胞を剥離し，新しいフラ
スコに細胞を分けて，十分な細胞数を得るまで
培養を続行した。

被験物質

　被験物質は，石油系溶剤，テトラクロロエチ
レンを用いた。使用する細胞であるHaCaT細
胞を，エタノールに混合した石油系溶剤，また
はテトラクロロエチレンに曝露することとした。

長期曝露による細胞毒性評価

　被験物質への曝露については12穴の細胞培養
プレートに細胞を1×104/ウェルとして培養液
２㎖中に播種し，石油系溶剤，テトラクロロエ
チレンをエタノール10μℓで希釈して添加した。
対照群に対して曝露濃度として石油系溶剤12.5μ
g/㎖または25μg/㎖，テトラクロロエチレン25
μg/㎖または50μg/㎖を設定し1週間曝露した

（n=4/群）。各被験物質を含む細胞培養液は１日
おきに交換した。
　１週間後に細胞総数をカウントすると同時に
トリパンブルー色素排除法により生存率を評価
した。対照群と曝露群の間の比較を，細胞総数
と細胞生存率について，ｔ検定またはマンホイッ
トニーU検定で比較した。

真菌成分により活性化されたHaCaT細胞に
おけるサイトカインのmRNA発現の検討

　24穴の細胞培養プレートに細胞を1×106/
ウェルとして培養液２㎖中に播種し，石油系溶
剤，テトラクロロエチレンをエタノール10μℓで
希釈して加えた。培養液中の最終濃度として，
それぞれ石油系溶剤0, 25, 50, 100 μg/㎖, テトラ
クロロエチレン0, 50, 125, 250 μg/㎖とした（１
群n=6）。真菌成分による活性化については，活
性化実験群を設定し，白癬菌由来のトリコフィ
チン（Greer Laboratories）を10-5 PNU/㎖ずつ
各ウェルに添加（小林，他 2008）（1PNU = 0.01 
mg of phosphotungstic acid-precipitable 蛋 白
窒素），６時間培養した。また非活性化実験群
を設定し，こちらは曝露した上で培養のみを
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行った。
　培養終了後，各サンプルからRNA抽出およ
びcDNA合成を行った。TNFα，IL-8に関して
リアルタイムPCRで，曝露によってmRNAの
発現が変化するかどうか検討した。Roche社製
のライトサイクラーシステムRoche96を用いて
リアルタイムPCRを行った。 SYBER Green I 
を蛍光色素として用いた。先行研究に基づきプ
ライマーの配列を決め，合成はグライナー社に
依頼した。TNFαのプライマーの配列につい
て は sense 5’-ccttcctgatcgtggcag-3’, antisense 
5’-gcttgagggtttgctacaac-3’ （Partuno, et al. 2018），
IL-8についてはsense 5’-catgacttccaagctggccg-3’, 
antisense 5’-tttatgaattctcagccctc-3’ （Raingeaud 
and Pierre, 2005）であった。House keeping gene 
についてはヒト18S rRNAを用い，プライマー
は sense 5’-gcaattattccccatgaacg-3’, antisense 
5’-gggacttaatcaacgcaagc-3’であった。
　リアルタイムPCRのサーマルサイクルは
denaturationが 94ºC， ア ニ ー リ ン グ 温 度 は
TNFα，18S rRNAについて48ºC，IL-8につい
ては58ºCとした。extension を72ºC として，45
サイクル，各サンプルについて行った。
　TNFα及びIL-8のヒト18S rRNAに対する
calibrator normalized relative ratioをRoche社
のプロトコールに従い，以下の式を用いて算出
し，mRNA発現の指標とした。

Calibrator normalized relative ratio =
ET

CpT（control） – CpT（sample） × ER
CpR（sample） – CpR（control）

CpT （sample）: Crossing point of the TNFα
  or IL-8 gene in a sample;
CpR （sample）: Crossing point of the 18s RNA
   gene in a sample;
CpT （control）: Crossing point of the TNFα
   or IL-8 gene in a control;
CpR （control）: Crossing point of the 18s RNA
  gene in a control;
ET: ET = 10-1/slope Value of slope calculated from
  calibration curve of TNFα or IL-8 
  gene;
ER: ER = 10-1/slope Value of slope calculated  
  from calibration curve of 18s RNA
  gene.

　群間の各指標の平均値に関して，一元配置分
散分析及びStudent-Newman-Keuls法を用いて
統計的に解析した。

Ⅲ．研究結果

　図１に石油系溶剤12.5μg/㎖に１週間曝露さ
れたHaCaT細胞の総細胞数及び細胞生存率を
示した。群間で差は見られなかった。図2に石
油系溶剤25μg/㎖に１週間曝露されたHaCaT細
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図1　石油系溶剤12.5 µg/mlに1週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数及び細胞生存率
 注）平均値及び標準誤差で示す
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図2　石油系溶剤25 µg/mlに1週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数及び細胞生存率
注）平均値及び標準誤差で示す。 *: P < 0.05 (t検定）

図3　テトラクロロエチレン25 µg/mlに1週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数及び細胞生存率
注）平均値及び標準誤差で示す。

図4　テトラクロロエチレン50 µg/mlに1週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数及び細胞生存率
注）平均値及び標準誤差で示す。 **: P < 0.01 (t検定）

胞の総細胞数及び細胞生存率を示した。細胞生
存率について，25μg/㎖群がcontrolに比べて有
意に低かった。図3にテトラクロロエチレン25μg 
/㎖に１週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数
及び細胞生存率を示した。群間で差は見られな
かった。図 4にテトラクロロエチレン50μg/㎖に
１週間曝露されたHaCaT細胞の総細胞数及び
細胞生存率を示した。細胞生存率について，50
μg/㎖群がcontrolに比べて有意に低かった。

　図5に石油系溶剤に曝露された，真菌成分に
よって活性化されたHaCaT細胞におけるTNF
αのmRNA発現について示した。曝露群の
TNFαのmRNA発現がcontrolに比べて有意に
低かった。図6に石油系溶剤に曝露された，活
性化されていないHaCaT細胞におけるTNFα
のmRNA発現を示した。100μg/㎖曝露群が，
control及び25μg/㎖群に比べて有意に低い平均
値を示した。図7に石油系溶剤に曝露された，



— —28

control 石油系 25μg/㎖ 石油系 50μg/㎖ 石油系 100μg/㎖ control 石油系 25μg/㎖ 石油系 50μg/㎖ 石油系 100μg/㎖

Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
TNF α

0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

*
*

*

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

* #

Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
TNF α

control 石油系 25μg/㎖ 石油系 50μg/㎖ 石油系 100μg/㎖

Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
IL-8

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

control 石油系 25μg/㎖ 石油系 50μg/㎖ 石油系 100μg/㎖

Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
IL-8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

*

control TCE50μg/㎖ TCE125μg/㎖ TCE250μg/㎖ control TCE50μg/㎖ TCE125μg/㎖ TCE250μg/㎖

Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
TNFα

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0 Calibrator
normalized 
relative
ratio
for
TNFα

*

#

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

†

図5　 石油系溶剤に曝露された、真菌成分によって活性化
されたHaCaT細胞におけるTNFαのmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.020 by ANOVA *: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test（controlとの比較）

図7　 石油系溶剤に曝露された、真菌成分によって活性化
されたHaCaT細胞におけるIL-8のmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．P = 0.709 by ANOVA

図9　 テトラクロロエチレンに曝露された、   
真菌成分によって活性化されたHaCaT細胞に  
おけるTNFαのmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.025 by ANOVA *: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test（controlとの比較）、#: P < 0.05 by Student-
Newman-Keuls test （50µg/ml群との比較）

図6　 石油系溶剤に曝露された、非活性化HaCaT細胞に
おけるTNFαのmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.023 by ANOVA *: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test（controlとの比較）、#: P < 0.05 by Student-
Newman-Keuls test（25µg/ml群との比較）　

図8　 石油系溶剤に曝露された、非活性化HaCaT細胞に
おけるIL-8のmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.030 by ANOVA *: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test（controlとの比較）　

図10　 テトラクロロエチレンに曝露された、   
非活性化HaCaT細胞におけるTNFαの

　　　 mRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.025 by ANOVA †: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test （125µg/ml群との比較）
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真菌成分によって活性化されたHaCaT細胞に
おけるIL-8のmRNA発現について示した。群間
で差は見られなかった。図8に石油系溶剤に曝
露された，活性化されていないHaCaT細胞に
おけるIL-8のmRNA発現を示した。100μg/㎖
曝露群が，controlに比べて有意に高い平均値を
示した。
　図9にテトラクロロエチレンに曝露された，
真菌成分によって活性化されたHaCaT細胞に
おけるTNFαのmRNA発現について示した。
50μg/㎖群の平均値がcontrol及び250μg/㎖群
に比べて有意に高かった。図10にテトラクロ
ロエチレンに曝露された活性化されていない
HaCaT細胞におけるTNFαのmRNA発現を示
した。250μg/㎖群の平均値が125μg/㎖群に比
べて有意に低かった。図11にテトラクロロエチ
レンに曝露された活性化されたHaCaT細胞に
おけるIL-8のmRNA発現について示した。分
散分析のP=0.075であった。図12にテトラク
ロロエチレンに曝露された活性化されていない
HaCaT細胞におけるIL-8のmRNA発現を示し
た。曝露群のIL-8のmRNA発現がcontrolに比
べて有意に低かった。

Ⅳ．考　察

　石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの1週
間曝露により，最終的な細胞総数は今回用い
た曝露濃度によっては変化しなかった。しか
し，細胞生存率については石油系溶剤25μg/
㎖曝露とテトラクロロエチレン50μg/㎖曝露で
controlに比べて有意な低下が観察された。これ
らの値はHaCaT細胞に対する石油系溶剤及び
テトラクロロエチレンの細胞生存を指標とした
場合の最小毒性量Lowest Observed Adverse 
Effect Levels （LOAEL）である可能性があり，
NOAELにも近い可能性がある。
　真菌成分の曝露によって活性化されたHaCat
細胞における炎症系サイトカインのmRNA発現
は，実験により差はあるものの，活性化による
発現の増強はあり， 活性化によって化学物質曝
露によるmRNA発現への影響を検出しやすく
なった可能性はある。
　石油系溶剤に関しては，真菌成分により活性
化されたHaCaT細胞において，TNFαに関し
て，曝露によるmRNA発現抑制が，活性化さ
れた細胞，活性化されていない細胞双方で観察
され，むしろ炎症を抑制する影響が観察された。
IL-8に関しては，活性化されていない細胞での
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図12　 テトラクロロエチレンに曝露された、   
非活性化HaCaT細胞におけるIL-8のmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．
P = 0.006 by ANOVA *: P < 0.05 by Student-Newman-
Keuls test （controlとの比較）

図11　 テトラクロロエチレンに曝露された、   
真菌成分によって活性化されたHaCaT細胞に  
おけるIL-8のmRNA発現
注）平均値及び標準誤差で示す．P = 0.075 by ANOVA
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み，最高濃度でmRNA発現の増強が見られた
が，非活性群では発現自体が低いために，増殖
に関連する影響と言えるかには議論の余地があ
る。以上より石油系溶剤に関しては，真菌成分
に曝露された場合にも，今回のサイトカインを
指標にする限り，炎症を促進するとは言えない
し，増殖に関連するとも言い難い。
　テトラクロロエチレン曝露によっては，真菌
成分によって活性化された場合，量依存性では
ないが，50μg/㎖曝露でTNFαについては有意
に発現の平均値が高かったので，炎症と関連す
る可能性はある。但し最高濃度では逆に平均値
は低く，またこの濃度では先行研究で細胞死が
増えているわけではないので，細胞の状態が悪
く平均値が下がっている訳ではない。活性化さ
れていない細胞については，テトラクロロエチ
レン曝露によって，TNFα，IL-8共に発現の抑
制が見られたという結果であった。以上により
テトラクロロエチレンについても，今回のサイ
トカインを指標にする限り，基本的には炎症の
促進は明確には示されなかったが，濃度によっ
ては真菌に曝露されている場合に，炎症の促進
は起こり得るのかもしれないし，増殖への影響
はIL-8を介して起こり得るとも評価できるが，
有意なのは非活性化群のみであることに留意す
べきである。
　今回の研究の限界として，累代を重ねた細胞
の状態に差があり，やや状態が悪い細胞を用い
た場合に，細胞総数に開きが出た。またcontrol
同士を比較した場合に，活性化を行った場合で
も，サイトカインmRNAが増強されていると
判断される場合と，そうでない場合があり，そ
れは真菌成分の濃度が十分でなかった可能性
と共に，細胞の状態の差である可能性がある。
HaCaT細胞は不死化された細胞ではあるが，累
代を重ねると角化してしまい，毒性評価を行う
培養細胞としては適さなくなるとされており，

細胞の状態に差がある場合には，新規細胞を購
入する必要がある。また今回観察された曝露に
よる細胞生存率の低下は，有意ではあるものの，
小さな差であり，実際，細胞総数には影響を与
えない程度であった。この程度の差の意義につ
いては慎重に考慮する必要がある。
　細胞の真菌成分による活性化については，先
行研究を参考に真菌成分の濃度を決定して行っ
たが，実験によってcontrolの活性化（サイトカ
インmRNA発現）に差が出たので，活性化の条
件（真菌成分の濃度）については，より安定し
て発現する濃度を探る必要がある。また累代に
よる細胞の劣化が想定されるので，新規購入に
より今回の結果を確認する必要がある。
　炎症についても，今回の結果に限っては，特
に石油系溶剤に関しては，むしろ抑制との結果
であったが，あくまで今回のサイトカインを指
標とした場合と評価すべきである。炎症による
サイトカインの役割は多様であり，今回は検討
しなかったIL-1αなど，他のサイトカインにつ
いても総合的に判断する必要がある

Ⅴ．結　語

　石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの1週
間曝露により細胞生存率については石油系溶剤
25μg/㎖曝露とテトラクロロエチレン50μg/㎖
曝露でcontrolに比べて有意な低下が観察され
たが，細胞総数には影響を与えないレベルであ
り，これらの値はHaCaT細胞に対する石油系溶
剤及びテトラクロロエチレンの細胞生存を指標
とした場合のNOAELに近い可能性がある。真
菌成分による細胞の活性化を行っても，石油系
溶剤及びテトラクロロエチレンの曝露はTNFα
を指標にする限りにおいては，炎症の促進を示
すものではない。
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クリーニング業従事者の悪性新生物による
過剰死亡の検討

―平成29年の死亡データを用いた解析―

北里大学医学部公衆衛生学　堤　明純
江口　尚

Ⅰ．はじめに

　近年，家庭用洗濯機及び洗剤の進歩，コイ
ンランドリーの普及，形態安定素材を使用した
衣料の普及，大規模企業による取次チェーン店
の展開や無店舗型取次サービス，さらにはイン
ターネット宅配型サービスといった新しい営業
形態を採る企業との競争の激化など，クリーニ
ング業を取り巻く経営環境は大きく変化してい
る1）。わが国のクリーニング業界は，従事者規
模 １ 〜４人が，普通洗濯業で84.8％を占めてお
り全国平均と比較して小規模事業所の割合が高
い2）。一世帯当たりのクリーニング代支出額は，
14,361円（1998年），8,847円（2008年），5,904円

（2018年）と推移し3），全国の施設数（機械施設
のある一般施設と特定施設の合計）も，39,632
件（2007年）から26,992件（2017年）（前年度比
3.2％減）と減少している4）。さらに，経営者の
高齢化が進んでおり，60歳から69歳の者の割合
が26.9%，70歳以上の割合が47.0%となってい
る5）。このような状況から，クリーニング業従
事者は，他の業界で働く労働者と比較して，健
康上のリスクが高い環境におかれていると考え
られ，継続的なモニタリングが必要である。
　ドライクリーニング従事者のテトラクロロエチレ
ンへの曝露による健康障害が指摘されている6,7）。
ドライクリーニングで使用される有機溶剤は，テ
トラクロロエチレンなどの塩素系と，クリーニ

ングソルベントと言われる石油系に分類される。
わが国のドライクリーニング業界において，塩
素系であるテトラクロロエチレンを使用する施
設数は，平成９年度には14.4%であったが，平
成28年度は8.2%まで減少している8）。一方で，
石油系有機溶剤を使用する施設の割合は増加傾
向にある8）。国際的には，米国ではドライクリー
ニングに従事している労働者のうち70%，フラ
ンスでは90%，デンマークでは３分の２がテト
ラクロロエチレンに曝露していた9,10）。
　わが国においては，テトラクロロエチレンは，
特定化学物質障害予防規則の特別管理物質に指
定されており，平成28年10月からはテトラク
ロロエチレンの作業環境中の管理濃度が50ppm
から25ppmに引き下げられ，作業環境管理が強
化された11）。IARCは，テトラクロロエチレン
曝露と食道がん，膀胱がん，ノンホジキンリン
パ腫との関連を指摘し，発がん性分類では，グ
ループ2A（ヒトに対して恐らく発がん性がある
とされる物質）に分類している12）。しかしながら，
職業曝露に基づく多くの疫学研究にもとづくレ
ビューでは，テトラクロロエチレンの発がん性
については一定の結論は得られていない13,14）。
　中小企業は大企業と比較して労働者の健康
状況が悪い15,16）。定期健康診断や，がん検診の
実施状況は，事業所規模が小さくなるほど，実
施率が低下している17）。過去１年間のがん検診
を実施した事業所は，300人以上の事業所では
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60％以上で実施されているのに対して，10〜29
人の事業所での実施率は30％程度であった17）。
また，自営業者の健康診断受診率は一般労働者
と比較して低い18,19）。健康診断を受診しない理
由としては，「忙しくて時間がない」「症状もな
く，自分は健康だと思ったから」「費用がかかる
から」という理由が挙げられている20）。そのため，
自営業者の多いクリーニング業従事者のがん検
診の受診率についても，健康診断と同様に，一
般労働者と比較して低く，未受診の理由につい
ても類似していると考えられる。
　我々が，これまで行ってきたクリーニングと
公衆衛生に関する研究において，2004年までの
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会全国
生命共済制度のデータを用いた調査では，悪性
新生物による過剰死亡が指摘された21）。さらに，
平成25年に会員向けに実施した調査では，がん
検診の受診率が低かった22,23）。そのため，平成
26年から全死亡，全悪性新生物による死亡につ
いての，標準化死亡比による過剰死亡の検討を
再開した24）。初回である平成26年，平成27年，
平成28年は，全死亡，全悪性新生物による死亡
について過剰死亡は認めなかった24,25,26）。今回
は，これまでの調査結果を踏まえて，平成29年

（平成29年１月１日から平成29年12月31日）の
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会に加
盟する組合員の悪性新生物による死亡の最新の
状況を把握するために，平成26年，平成27年，
平成28年に準じて全国クリーニング生活衛生同
業組合連合会全国生命共済制度のデータを用い
て現状調査を行った。

Ⅱ．研究・調査方法

1．死因データベースの作成

　平成26年度から平成28年度に構築したデー
タベースに，平成29年度の死亡者のデータとし

て，生命共済加入者が死亡時に提出した共済金
請求書類（平成29年４月１日から平成30年３月
31日）に記載のあった，死因（死亡診断書又は
死亡証明書で確認），生年月日，死亡年月日，性
別，を追加し，平成29年度のデータベースを作
成した。データベースはMicrosoft Excel 2016
を用いて作成した。死因は，死因簡単分類表を
用いてコード化した。

2．標準化死亡比
　 （standardized mortality ratio: SMR）の算出

　平成29年の男女別の死因（全死因，悪性新生物）
毎の実死亡数と，平成29年人口動態統計調査結
果を用いた全国の年齢階級別死亡率をもとに算
出した期待死亡数を用いて，全死亡と全悪性新
生物による死亡についてSMRとその95％信頼
区間を算出した。期待死亡数の算出には，生命
共済加入者数を用い，事務局から提出を受けた
平成30年10月１日現在の資料を使用した。加入
者数は，15歳から75歳，男性3,219名（平均年齢
55.0歳），女性1,680名（平均年齢57.4歳）であった。
SMRの算出には，Microsoft Excel 2016を用いた。

Ⅲ．研究結果

1．男女別死因別の集計

　死亡による共済金請求件数は，平成29年度は
17件（男性13件　女性４件）であった。このうち，
人口動態統計を利用するために，平成29年１月
１日から平成29年12月31日までに死亡した21
件（男性17件　女性４件）を解析対象とし，男
女別死因別に集計した。

2．性別死因別の人数（平成29年）

　男女別死因別の集計結果を表1に示す。肺が
ん（n=４）が多く，次いで，大腸がん（n=２），
膵臓がん（n＝２）の順であった。



— —34

3．粗死亡率と標準化死亡比（平成29年）

　粗死亡率は，人口千人当たり，全死亡が男性
5.8，女性2.6，全悪性新生物による死亡は，男性
2.7，女性1.3であった。全死亡，全悪性新生物
による死亡のSMRを表2に示す。全悪性新生物
による死亡（N=10）には，肺がん（n=４），大
腸がん（n=２），膵臓がん（n=２），肝臓がん（n=
１），前立腺がん（n=１）を含めた。全死亡，全
悪性新生物による死亡については，全国と比較
して，過剰死亡は認められなかった。

全死亡 SMR 95%信頼区間

男性 74.4 （44.8-121.8）

女性 62.9 （20.2-173.0）

　全悪性新生物による死亡 SMR 95%信頼区間

男性 83.4 （38.8-171.5）

女性 63.2 （10.9-254.8）

表2　全死亡、全悪性新生物のSMR（平成29年）

　 男性 女性

肺がん 3 1

大腸がん 2 0

膵臓がん 1 1

肝臓がん 1 0

前立腺がん 1 0

筋萎縮性側索硬化症 1 0

けいれん後脳症 1 0

脳出血後後遺症 1 0

急性大動脈解離 1 0

細菌性肺炎 1 0

慢性閉塞性肺疾患 1 0

亜急性肝不全 1 0

非閉塞性腸虚血 1 0

急性薬物中毒 1 0

クモ膜下出血 0 1

自殺 0 1

合計 17 4

表1　平成29年性別死因別の人数（N=21）
Ⅳ．考　察

　全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が
運用する全国生命共済制度を活用して，平成26
年，平成27年，平成28年に引き続き，平成29
年分について組合員の死亡状況について検討を
行った。平成29年についても，平成26年，平
成27年，平成28年と同様に全死亡，全悪性新
生物による死亡について，過剰死亡は認めな
かった。
　今回の調査では，全死亡については，男女と
もに過剰死亡は認めなかった。この結果は，平
成26年から平成28年の調査結果や24,25,26），米国
で2001年にドライクリーニング従事者に対して
実施した調査の結果と一致していた27）。今回の
調査の母集団である共済制度への加入者数は，
平成26年調査と比較して，男性が4,318名から
3,219名（25.5%減）に，女性が2,215名から1,680
名（24.1%減）に減少していた。毎月の掛け金を
支払う余裕のある事業者は，比較的経営状況が
良く，職場環境も良好であると考えられ，その
結果，相対的に健康状況の良い加入者が残って
いることが，結果に影響しているかもしれない。
　今回の調査では，全悪性新生物による死亡に
ついては，過剰死亡は認めなかった。この結果
は，平成26年，平成27年，平成28年と同様で
あった。一方で，昭和56年度（1981年度）から
平成16年度（2004年度）の死亡を集計，解析し
た調査では，悪性新生物による死亡のSMRは，
男性145（95％信頼区間：135〜166），女性164（143
〜187）であり，過剰死亡を認めた21）。海外では，
ドライクリーニングで働く労働者のテトラクロ
ロエチレンへの曝露による発がんへの影響が指
摘されているが，がんによる過剰死亡について
は一定の結論が得られていない12〜14,28,29）。一定
の結論が得られない理由としては，曝露の評価
方法や調整している交絡要因が影響している
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ことがあげられている6）。本研究の対象者につ
いては，クリーニング業に従事する労働者と家
族であるが，テトラクロロエチレンへの曝露に
ついての情報は収集できていない。また，上述
したような生命共済制度への加入者の減少によ
る対象者の変化とともに，クリーニング業にお
ける衛生管理や施設，設備の改善や，テトラク
ロロエチレンを使用する施設数についても減少
していることも結果に影響している可能性があ
る。
　今回の調査は，調査再開後，４年目であり，
今回の結果をもって，クリーニング従事者の健
康状況が改善しているとは言い切れない。今後，
先行研究と同様に，経年的に死亡データの蓄積
を行い，これまでの過剰死亡を認めないという
結果が，一過性のものではなく，継続している
結果なのか，確認する必要がある。また，クリー
ニング業従事者は，社会的に健康リスクが高い
状況にあると考えられることから，より詳細に
クリーニング業従事者の健康状態を把握するた
めに，今後，組合員全体に参加してもらえるよ
うなコホートの構築も検討したい。

Ⅴ．結　語

 平成29年における全国クリーニング生活衛生
同業組合連合会に加盟する組合員の死亡調査に
おいて，全死亡，全悪性新生物について，過剰
死亡は認めなかった。今後も継続して死亡デー
タの蓄積を行い，クリーニング業従事者の健康
状態をモニタリングしていく必要がある。
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連続洗濯機における芽胞に対する微酸性混和水による
消毒効果の検討

北里大学　医療衛生学部　微生物学研究室　北里英郎
中村正樹

Ⅰ．目　的

　微酸性混和水は優れた殺菌能力を有してお
り，芽胞形成菌にも有効な消毒薬である。次亜
塩素酸ナトリウムに比べてタオル類のダメージ
が少ないことから，クリーニングにおける消毒
薬としての使用が期待されている。当研究室で
は，以前に芽胞汚染タオルに対する消毒効果を
証明した1）。昨年度は，クリーニング工場にお
ける業務用連続洗濯機で微酸性混和水の消毒効
果を検証し，一定の効果を認めることができた
2）。今回は，更に追加実験を行うことで，その
消毒効果の実証を示すことを目的として検討を
行った。

Ⅱ．材料と方法

①連続洗濯機による洗濯工程とサンプルの回収
　業務用の使用済みタオルを連続洗濯機を用い
て洗浄・消毒を行った。各消毒方法の詳細は表

1ならびに図1に示した。最終槽（第８槽）での
消毒には次亜塩素酸ナトリウム250ppm（サイク
ルタイム５分）もしくは微酸性混和水80ppm（サ
イクルタイム３分,５分）を用いた。洗浄後のタ
オルはプレス式脱水機で脱水を行った。サンプ
ルとして，脱水後のタオル，第１槽水，第６槽水，
第７槽水，脱水機からのしぼり水を回収し，以
下の実験に用いた。
②サンプルからのBacillus属菌の検出

　回収したサンプル水をMYP培地に100μℓ滴
下し，コーンラージ棒で均一に塗布した。37℃
で一晩培養し，出現したコロニー数をカウント
した。コロニー数から，サンプル中に含まれて
いたBacillus属菌の菌量を算出した。回収タオ
ルについては以前の検討と同様の方法2）で，付
着していたBacillus属菌の菌量を算出した。

Ⅲ．結　果

　各サンプル水中のBacillus 属菌の生菌数を図

２に示す。第１槽では汚染度が最も高く，およ
そ400〜800cfu/㎖のBacillus属菌が検出された。
工程が進むにつれ汚染度は低下していき，第７
槽ではおよそ10〜300cfu/㎖まで低下していっ
た。消毒・脱水後のしぼり水においては，更に
生菌数は低下し,０〜50 cfu/㎖のレベルであっ
た。
　タオルサンプルに残留したBacillus属菌の生
菌数を図３に示す。タオル１平方cm当たり平
均７〜40 cfuの生菌が検出された。混和水５分
のサンプルに生菌が多い傾向がみられたが，有
意な差は認められなかった。

Ⅳ．考　察

　今回，第１槽でのBacillus属菌の生菌数は
400〜800 cfu/㎖であり，前回の10〜250 cfu/㎖
を大きく上回った。前回の検討の問題点として，
第１槽での菌量が少なく消毒効果を十分に証明
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できなかったことから，今回は十分な菌量が検
出されたといえる。消毒前の第６槽，第７槽に
おいて生菌数の低下がみられるのは，すすぎ水
の流入によるものと考えられる。混和水３分の
検討では，消毒前後で生菌数の大幅な減少を認
めており，次亜塩素酸による消毒効果を上回る
結果が得られた。一方，混和水５分については
第７槽においてすでに生菌数が低値を示してお
り，今回の検討ではその消毒効果を実証するこ
とはできなかった。タオル中の残留生菌数の検
討においては，混和水５分において生菌数が多

い傾向を認めたものの，サンプルによるばらつ
きが大きいため，有意な差は出ていない。
　今後の検討課題として，第７槽での生菌数が
多い条件においての消毒効果の検討を複数回行
うことで，微酸性混和水の消毒効果をより明確
に実証できるものと考えられる。

図1　各種洗浄工程とサンプル回収部位

図2　サンプル水中の生菌数 図3　タオル中の生菌数

洗浄工程

第1槽水 第6,7槽水

次亜塩素酸Na（250ppm）
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タオル回収

1工程3分or5分

洗剤
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60℃ すすぎ

方　法 工　程

次亜塩素酸Na5分 洗浄剤（1,2槽）→60℃（2-5槽）→すすぎ（6,7槽）→次亜塩素酸ナトリウム250ppm（8槽）
→脱水　サイクルタイム5分

微酸性混和水3分 洗浄剤（1,2槽）→60℃（2-5槽）→すすぎ（6,7槽）→混和水80ppm（8槽）
→脱水　サイクルタイム3分

微酸性混和水5分 洗浄剤（1,2槽）→60℃（2-5槽）→すすぎ（6,7槽）→混和水80ppm（8槽）
→脱水　サイクルタイム5分

表1　各種消毒法を用いたタオル洗浄の工程
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今 後 の 課 題
（ あ と が き）

　「クリーニングと公衆衛生に関する研究」はクリーニングに関連する公衆衛生学的課題に

焦点を当て、クリーニングに求められる感染症予防などの社会的役割を果たすために、界面

活性剤やその代替品の殺菌作用の評価に関わる基本的データの蓄積を行うとともに、クリー

ニング従事者の健康保持のための毒性学的知見や疫学的知見などの研究を行い、必要に応じ

て厚生労働省に解決策を提言して参りました。クリーニング業界として自主的に行っている

この事業は、クリーニング業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、その社会的意義に着目し

て長きにわたり続けられ、高い評価を得て参りました。

　今年度の課題のうち３つの研究は、感染症予防につながる殺菌に関連する研究でした。従

来の洗剤の殺菌効果の研究から一歩進んで、洗剤と細菌を布を介して接触させるモデル研究

においては、実際のドライクリーニングの洗浄から脱液工程を模した実験系を構築すること

ができたと評価でき、今後、病原体汚染サンプルへの溶剤の抗菌活性試験などに応用される

ことが期待されます。また直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（LAS）の殺菌作用

を正確に評価できる新定量法の開発に関しては、生残菌の特異的検出法，つまり死菌 DNA

の特異的分解法として Fe-TCPP 処理法は有効ではないというネガティブな結果にはなりま

したが、科学の発展においては、ネガティブなデータを集積することも大事なことで、今後、

問題点を検証しつつ他の方法を検討するということが期待されます。また従来の消毒法に代

わるものとして、環境負荷が非常に少ない微酸性混和水が期待されておりますが、今回は、

評価方法が十分ではなく（次亜塩素酸ナトリウムと比較する前の第７槽で既に生菌数の減少

が見られた）、今後の検討課題として，第 7 槽での生菌数が多い条件においての消毒効果の

検討を、単一ではなく複数回行うことが必要で，その研究の積み重ねによって微酸性混和水

の消毒効果をより実証できるものと言えます。後続の研究が期待されます。

　クリーニング店舗のカビ環境調査を 2 年間継続して実施した結果は、浮遊カビ、付着カビ

共に問題が少なく、会員の従事環境にみる有害カビへの不安解消およびカビに対する偏見や

誤解および正しい知識や情報を提供するものと評価できます。

　石油系溶剤やテトラクロロエチレン（TCE）の皮膚角化細胞への影響を検討する研究では、

石油系溶剤 25μg/㎖、TCE 50μg/㎖で control に比べ有意な低下が観察され、これらの値
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は皮膚角化細胞の無毒性量に近い可能性があると評価できます。また真菌成分による細胞の

活性化を行っても、石油系溶剤及び TCE の曝露は TNFαを指標にする限り炎症の促進を示

さないことが明らかになり、現時点では、これらの溶剤は高濃度接触による直接作用以外の

毒性は示されていません。但し炎症に関わるサイトカインは多様であり、他に例えば IL-1α

など別なサイトカインの検討も必要と言えます。

　健康管理に関しては、引き続き、クリーニング業従事者の全死亡、悪性新生物（がん）に

よる死亡が、一般集団に比べて過剰であるかどうかについての検討が行われ、今回も、一般

の集団と比べて、クリーニング業従事者に死亡全体とがんについて差はありませんでした。

まだ研究を再開して数年であり、今後も継続して死亡データの蓄積を行い、クリーニング業

従事者の健康状態をモニタリングしていく必要がありますが、詳細にクリーニング業従事者

の健康状態を把握するためには、時代の変化に応じて将来的に、組合員全体に参加してもら

えるような研究対象集団の構築が望ましいかもしれません。

　今回の研究は結果がむしろ否定的だった研究も含めて、その成果を、クリーニングにおけ

る適切な殺菌や未来像への発展、そしてクリーニング従業員の労働衛生管理に反映されるこ

とが期待されます。今一度、クリーニング業界を取り巻く情勢が厳しい中、ご支援頂いたこ

とに感謝申し上げ、会員の皆様におかれましては、次年度も、本研究委員会の活動、意義に

ご理解を頂き、ご支援下さいますようお願い申し上げます。

 （相澤好治、角田正史　記）
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