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は じ め に

　本年も変わらぬ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 29（2017）年度のご報告の時期となりました。本年度も多くの成果をあげる
ことが出来たと考えます。ご理解、ご支援に御礼申し上げるとともに、今後の変わらぬご支
援を宜しくお願い申し上げます。2017 年度は記憶に新しい平昌五輪の日本勢の活躍など明る
いニュースの一方、働き方改革の議論など時代が変わりゆくことが予感される年度でもあり
ました。クリーニング業界として今後も社会に寄与しつつ、クリーニング業に従事する者と
して働き方改革も考えていかなければなりません。
　クリーニング業には、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
へ貢献する役割があります。そのためクリーニングの溶剤が界面活性剤と共に使用すること
で、どの程度殺菌効果があるかを判定する必要がありますし、抵抗性の強い芽胞を生じた細
菌を殺菌しうるかについても検討する必要があります。また溶剤以外に、より使用後の環境
負荷が少ないと考えられる微酸性混和水を殺菌に用いる検討は今後に道を開くものとして注
目されます。一方では、クリーニング業に従事される方々の健康も重視しなければなりませ
ん。そのためにはクリーニングの職場環境が、カビなど微生物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、皮膚に影響を及ぼすか
どうかの解明という作業管理に繋がる研究、またクリーニング業従事者全体として死亡、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、このような労働衛生の３管理に繋がる研究が、クリーニング業従事者の健康推進のた
めに必要です。
　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。

平成 29 年度は、
１．　クリーニング環境とカビ調査研究 
　　　―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．　ドライクリーニング用液体洗剤の芽胞形成細菌への影響について
 （神谷　茂・杏林大学医学部感染症学講座教授）

委 員 長　　相 澤 好 治 
北里大学名誉教授・日本繊維状物質研究協会理事長
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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（2）
 （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
　　　：ヒト不死化皮膚細胞 HaCaT を用いた細胞増殖及び炎症に関する検討
 （角田正史・防衛医科大学校衛生学公衆衛生学講座教授）
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
 （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教授）

　以上６つの分野のテーマを設定し調査研究を行い、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の課題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は、例年通り、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、
研究の検討を行って参りました。

平成 29 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 ―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提供するために必
要である。大田区のクリーニング店９店において夏冬の２回、店内の浮遊カビおよび付着カ
ビについて定点を決めて調査を行った。その結果、各店の浮遊カビ・付着カビはほぼ同じで
あり、夏季は全体にカビ数が多い傾にあった。また、調査箇所の結果から、利用者からの持
ち込み品のある未洗濯物置場周辺のカビ数は既洗濯物など周辺箇所に比べて多いことが分
かった。店内のカビ分布では、浮遊カビは、クロカビ、アオカビ、マイセリアの３種のカビ
が主で、付着カビは、クロカビ、アオカビでほぼ半数近くを占めており、浮遊カビのマイセ
リアはほとんど確認されなかった。今回の調査によるカビの安全性評価として、カビ量に対
する評価では、浮遊カビ汚染環境と評価される店、箇所はなく、また健康被害にかかわるカ
ビ種の評価として、有害カビ種が多量またはやや多量確認される店、箇所はなかった。いず
れも日常的に分布する常在カビであり、健康被害の視点から問題なく安心できる環境で
あった。
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2．ドライクリーニング用液体洗剤の芽胞形成細菌への影響について（神谷茂教授）

　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てクリーニングを行っている。本研究では偏性嫌気
性菌であり、芽胞を形成する Clostridium difficile についてドライクリーニング用洗剤の効果
を検討した。C. difficile は ATCC9689 株を用いた。被験洗剤としてクリーン A2 プラスおよ
びクリーン K2 プラスを用いた。被験洗剤は GAM 寒天培地に添加した。C. difficile 栄養型菌
の検出には GAM 寒天培地および被験洗剤添加 GAM 寒天培地を用い、C. difficile 芽胞の検
出にはタウロコール酸塩 0.1% 添加 GAM 寒天培地およびタウロコール酸塩 0.1% ＆被験洗剤
添加 GAM 寒天培地を用いた。C. difficile 栄養型は被験洗剤添加培地にはコロニーを形成し
なかった。C.difficile 芽胞は高濃度の被験洗剤添加培地にはコロニーを形成せず、形成された
コロニーは通常のタウロコール酸塩 0.1% 添加培地に形成されたコロニーと比較して小さ
かった。アニオン系洗剤およびカチオン系洗剤は C. difficile 栄養型菌に対する抗菌活性があ
ることが明らかになった。また両洗剤は胆汁酸塩を添加した培地における C. difficile 芽胞の
コロニー形成を阻害することが明らかになった。

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（2）

　 （三好伸一教授）　　　　　

　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（LAS：クリーニング用洗剤に含まれる界面
活性剤）の殺菌作用を正確に評価できる新定量法の開発を目的として、DNase I 処理による
死菌由来 DNA の分解法を併用した qPCR 法の有用性について研究した。土壌から単離され
た Pseudomonas sp. NLA4 株（LAS 感受性株）を使用した。生菌試料は菌株を乾燥ブイヨン
で培養して調製し、死菌試料は生菌試料を 100℃で５分間加熱処理して調製した。生菌ある
いは死菌の試料から菌体を回収し、0.9％ NaCl に懸濁した。そして等量の Zr（OH）4 を加え、
室温で 10 分間保温した。その後、生菌については Zr（OH）4 に吸着した菌体を回収し DNA
を精製し、16S rDNA の保存領域を標的とした qPCR を行った。死菌については、Zr（OH）4 に
吸着した死菌に DNase I を 37℃で 25 分間作用させた後、DNA を精製し qPCR を行った。ま
た 100 倍希釈した生菌あるいは死菌の試料を 2.0％ LAS に 25℃で 30 分間作用させた後、Zr

（OH）4 への吸着、DNase I 処理、qPCR を順次行った。生菌と死菌の試料の両方において、
Zr（OH）4 処理により、殆どの菌体が吸着・回収された。次に Zr（OH）4 に吸着した死菌を
DNase I で処理したところ、DNA 量が明らかに減少し、Zr（OH）4 に吸着した状態でも DNase 
I が死菌の細胞内に入り込み、DNA を分解できることが明らかとなった。さらに、生菌もし
くは死菌の試料を 2.0％ LAS に曝露させた後、Zr（OH）4 への吸着と DNase I 処理による DNA
の分解を順次行った結果、DNA 量が死菌試料では 25％以下、生菌試料では 40％に減少した。
これは、LAS 曝露で死んだ細菌の DNA が DNase I の分解作用を受けたことを示し、LAS 曝
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露後の DNase I 処理により、生残菌の特異的検出が可能となることを示唆している。よっ
て、Zr（OH）4 による細菌の吸着と DNase I 処理による死菌由来 DNA の分解を組み合わせる
ことにより、クリーニング用洗剤などに曝露させた後の生残菌を特異的、かつ定量的に検出
できる可能性が示された。

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：

　  ヒト不死化皮膚細胞 HaCaT を用いた細胞増殖及び炎症に関する検討（角田正史教授）

　ドライクリーニングで使用される石油系溶剤及びテトラクロロエチレンに関する健康影響
のメカニズムを検討するため、ヒト皮膚角化細胞 HaCaT を用い、角化細胞の増殖に関わる
サイトカイン IL-8, HaCaT 細胞において活性酸素の産生を促進する IL-1αの mRNA 発現に
影響を及ぼすかどうかを、細胞生存率への評価と共に検討した。HaCaT 細胞に石油系溶剤ま
たはテトラクロロエチレンを曝露し、18 時間後に細胞生存率を検討した。またリアルタイム
PCR を用いて、IL-1α及び IL-8 の mRNA 発現に影響を及ぼすかどうかを検討した。石油
系溶剤に曝露された HaCaT 細胞では、100μg/㎖以上の曝露で生存率が対照群に比べ有意に
低くなった。テトラクロロエチレンについては 500μg/㎖曝露群で生存率が対照群に比べ有
意な低値となった。IL-1α及び IL-8 の HaCaT 細胞における mRNA 発現については、石油
系溶剤、テトラクロロエチレンのいずれの曝露によっても有意な影響は観察されなかった。
石油系溶剤、テトラクロロエチレン共に、先行研究同様に、表皮角化細胞の細胞傷害は一定
の濃度で引き起こすが、IL-8 及び IL-1αの mRNA 発現には石油系溶剤、テトラクロロエチ
レンに曝露による影響が見られない。IL-8 抑制を介した細胞増殖の抑制や、逆に IL-1αを
介した活性酸素の促進は、石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの毒性機構のメカニズムに
なる可能性は低いことが示唆された。

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（堤明純教授）

　小規模事業所が多く、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ている。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悪性新生物による死亡の最新の状況を把握するた
め、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。本年度が３年目である。平成 26、27 年度に構築したデータベースに、平成 28 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 28 年４月 1 日から平
成 29 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 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12
月 31 日までに死亡した 23 件（男性 18 件、女性５件）を解析し、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
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の 95％信頼区間を算出した。全悪性新生物による死亡（N=19）には、肺がん（n=6）、膀胱
がん（n=3）、甲状腺がん（n=2）、胃がん（n=1）、直腸がん（n=1）、肝臓がん（n=1）、胆管
がん（n=1）、膵臓がん（n=1）、乳がん（n=1）、前立腺がん（n=1）、後腹膜血管肉腫（n=1）
を認めた。全死亡の SMR は、男性 70.1（95% 信頼区間 42.9 -113.3）、女性 70.4（25.9-174.6）、
全悪性新生物による死亡の SMR は、男性 87.3（50.7-147.7）、女性 71.5（22.9-196.7）であっ
た。平成 26、27 年度に引き続き、本年度も全死亡、全悪性腫瘍の死亡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）

　実際のクリーニング工場の連続洗濯機を用いて微酸性混和水の消毒効果を検討した。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。消毒方法として最終槽（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を用いた。洗浄
後のタオルをプレス式脱水機で脱水しタオルサンプルとした。また、第１槽目の予洗水なら
びに第８槽目の洗浄水を回収しサンプルとした。これらのサンプル中に含まれる芽胞菌量を
計測し、洗浄・消毒後のタオルならびに洗浄水の汚染度を評価した。タオルサンプルに残留
した Bacillus 属菌の生菌数は、タオル１平方cmあたり０個〜数個であった。次亜塩素酸ナト
リウムと微酸性混和水との比較では有意な差は認められなかった。予洗水からは 10 〜 260 
cfu/㎖の Bacillus 属菌の検出が認められ、第８槽水からは Bacillus 属菌の検出は認められな
かった。次亜塩素酸ナトリウムと微酸性混和水とで効果に有意な差は認めなかったが、タオ
ルの初期の汚染度の指標としての予洗水中の芽胞菌量によれば、汚染度は軽度であった。

　このように、６つの研究課題の概要を紹介致しましたが、いずれも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する知見であり、またクリーニングに
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。クリーニング業界の進歩
に寄与する貴重な研究成果が得られたと確信しております。
　今後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 30 年４月
　委 員 長　　　相澤　好治　（北里大学名誉教授、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）
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平成29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
―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
 高鳥美奈子
 田中　誌乃
 松本美奈子
 口地眞智子
 可児　朗子

7

ドライクリーニング用液体洗剤の芽胞形成細菌への
影響について

杏林大学医学部感染症学講座
 神谷　　茂
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

17

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（２）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
 三好　伸一

21

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：
ヒト不死化皮膚細胞HaCaTを用いた細胞増殖及び
炎症に関する検討

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学
 角田　正史

25

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

北里大学医学部公衆衛生学
 堤　　明純
 江口　　尚

30

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

34
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クリーニング環境とカビ調査研究
－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　　高鳥美奈子　田中誌乃
松本美奈子　口地眞智子　可児朗子

Ⅰ．諸　言

　クリーニング業は，利用者が使用済み後に原
型のまま回収・洗濯し，清潔で汚れのないもの
を利用者に提供することを営業とする。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
危惧する事業者の声を聞くことがある。
　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。とりわけ危惧される中のカビには，使用済
み製品の汚染から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ある。
　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ことから，会
員事業者へ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。

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
リーニング店を対象として，全ク連溝口悦夫理
事（東京都大田区）に協力を依頼して以下の方
法で実施することとした。
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店には溝口理事から

あらかじめ各店に了解をいただき，その後
全ク連事務局を通して依頼文書を送付した

（資料１）。
２） 調査期間：2017年６月〜2018年３月とし，

各店で時期を変えて２回（６，７月および１
月）実施した。一般に空気変化の起こりや
すい６，７月と寒冷期の落ち着いている１月
とした。

３） 調査場所：店内のうちで各店が共通してい
る場所を選定した（資料１）。これらの場所
は，クリーニング店内で共有するところと
し，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，２
通りで行った。空気環境を調査することか
ら浮遊カビ測定と表面での付着カビ測定を
行った（資料１）。具体的な測定手技は資料

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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１に記載してある。
５） 調査結果の記録と報告：本年度に実施し

た大田区のクリーニング店９店様には調査
結果の報告を各店ごとに送付した。送付資
料については資料２の通りである。資料で
は，調査内容が理解されているとしたうえ
で，調査結果の見方を説明し，各店ごとに
どのような評価であったかをまとめた。ま
た，各店にはあらかじめ調査時にも直接事
業主様にこの資料内容にある目的と作業内
容をご説明した。２回目には前回の報告を
し，カビに対する間違った解釈を正すため
の情報を話し，誤解から生じる過度な不安
を払拭するように心がけた。

Ⅲ．調査結果および考察　

　平成29年度大田区のクリーニング店９店のご
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。

１．結果

１）クリーニング店内浮遊カビ及び付着カビ結果
　大田区クリーニング店９店を回り，それ
ぞれ店内の結果をまとめた（図１，図２）。
　７月の梅雨時は全体にカビ数が浮遊カビ，
付着カビともに多い傾向にあった。この現
象はクリーニング店に限らず多くの事業所
でも同じであり，特にクリーニング店で多
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いことではない。
　２回の結果から大田区の９店はいずれも
清浄または普通であった。この調査を２回
繰り返したことで１回目の結果から２回目
では清潔にすることを意識されている店主
もおられた。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，この調査を通して店内環境の改善
に努めていることがわかった。

２）クリーニング店の具体的な結果例
　９店の結果をみてきたが，ここではある
クリーニング店の結果を表２として示す。
　この店はごく普通のクリーニング店であ

全体のコメント：
浮遊カビ：�多少クロカビ，アオカビ，マイセリアがみられますが，ｘ月時期にしては清浄です。このまま維持してください。なお，マイセリ

アは梅雨シーズンになると外気に多くみられるカビですから異常な数値ではありません。ただし，雨の日は玄関ドアの空いた状態
は避けてください。

付着カビ：�ほぼA 評価であり，清浄な状態が維持されています。ただし，保管ケースではクロカビ等のカビが多種みられていますので拭き
取り清掃してホコリを取り除いてください。未洗濯衣類はカビ付着していますが，既洗濯衣類はカビは全く確認されません。クリー
ニングした結果です。

表2　カビ環境調査記録　クリーニング店

調査日：�201ｘ�年　月　日（�　）　　調査時間：15�時　分～　15�時　　分
天候：　　　　温度：　　　　湿度：　　　　調査担当者：�

調査
No. 調査場所 調査法 評価 生菌数

主要カビ
クロカビ アオカビ マイセリア

１ カウンター
� 100L

浮　遊
テープ B 18 8 3 3 酵母（2）

ススカビ(2)

２ 未洗濯物置場
� 100L

浮　遊
テープ B 21 8 5 5 カワキコウジ

カビ（2）

３ 洗濯済物置場
（包装台等）　�100L

浮　遊
テープ A 13 5 4 1 アカカビ(2)

４ アイロン台
� 100L

浮　遊
テープ B 17 6 4 4 黒色酵母(3)

浮遊菌評価：（A：清浄，　　B：普通，　　C：やや多い，　　D：著しく多い）

調査
No. 調査場所 調査法 評価 生菌数

主要カビ
クロカビ アオカビ マイセリア

5 カウンター 浮　遊
テープ A 1 1

6 未洗濯物置場
（未洗濯カゴ等）

浮　遊
テープ A 1 1

7 ドライ機 浮　遊
テープ A 0

8 包装台
（アイロン台）

浮　遊
テープ A 0

9 保管ケース 浮　遊
テープ B 9 4 1 ツチアオカビ（2）

コウジカビ（2）

10 未洗濯衣類
（　　　　　　　）

浮　遊
テープ A 5 3 2

11 既洗濯衣類
（　　　　　　　）

浮　遊
テープ A 0

付着菌評価：（A：清浄，　　B：普通，　　C：やや多い，　　D：著しく多い）
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る。浮遊カビ調査結果から多種のカビがみ
られた。この時期は特に気温上昇と湿度が
高くなることからカビ数は多くなり，カビ種
も幅広く分布する。店内と屋外を比較して
いないが，マイセリアが空中に多くみられ
ることはカウンター近くのドア開閉によるも
のであり，こうした外気由来カビを防ぐ場
合は，入店時前後にはドアの開閉を確実に
することが大切である。
　さらに外気由来といえる理由はクロカビと
その他のカビ種である。浮遊カビに限らず付
着カビでもややみられる傾向にある。これは
外気に由来するものとみたほうがよい。
　マイセリアは付着では確認されなかった。
この現象はよくみられ，マイセリアの空中
飛散と付着性についてはよく知られていな
い。一説ではマイセリアは空中飛散時の活
性はあるものの付着になると極めて不活化
されやすいからと考えられている。
　この店の１月の結果は示していないが，梅
雨時ほどではなく全体にカビ数やカビ種が極
めて少なかった。店主に調査後に伺ったとこ
ろ，１回目の調査の結果表をみるといろいろ
なカビがいたので次回は少しでも少なくした
いと言っておられ，店内の環境改善を意識さ
れていることが印象的であった。

３）場所別の結果
　店内各所を選択して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月ではカウンター
周辺で多く，これは外気由来であることが
いえる。他の３か所ではほぼ同じであった。
１月では全体に少なくほぼ同じ程度のカビ
数であった（図３）。
　付着カビをみると，７月では保管ケース，
１月では未洗濯衣類にカビが多く，ドライ
機，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，入り口側で多い傾向が
ある。付着カビは，未洗濯物周辺や保管ケー
スに多く，ドライ機や既洗濯物周辺では少
ないことがいえる。

４）カビ分布
　２回のクリーニング店内調査で浮遊カビ
および付着カビのカビ分布をみた。

図３　クリーニング店内場所別の浮遊カビ

場所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

 
 

  
                          
 

場所 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 
 

図３ クリーニング店内場所別の浮遊カビ 
 
 
 
 
 
 

  
                            
 

場所 5：カウンター 6：未洗濯物置場（未洗濯カゴ等） 7：ドライ機 
  8：包装台（アイロン台） 9：保管ケース 10：未洗濯衣類 11：既洗濯衣類 

 
図４ クリーニング店内場所別の付着カビ 

250

200

150

100

50

0

A店 B店 C店 D店 F店 G店 H店 I店E店

場所1 場所2 場所3 場所4

2017年7月　浮遊菌（場所ごと）

250

200

150

100

50

0

A店 B店 C店 D店 F店 G店 H店 I店E店

場所1 場所2 場所3 場所4

2018年1月　浮遊菌（場所ごと）
カビ数 カビ数



— —11

　浮遊カビは，クロカビ，アオカビ，マイセ
リアの３種のカビが主で80％弱を占めた（図

５）。一般にクロカビ，マイセリアは外気由
来である。一方，アオカビは，室内主要カ
ビであり，クリーニング店内のカビは両者

が混在していることが分かった。
　付着カビは，クロカビ，アオカビでほぼ
半数近くを占めており，浮遊カビのマイセ
リアはほとんど確認されない（図６）。その
他のカビがその分多くなっていた。その他

図４　クリーニング店内場所別の付着カビ

図５　主な浮遊カビ

図６　主な付着カビ
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のカビの多くは，外気由来であり，コウジ
カビやカワキコウジカビがみられなかった。

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店９店で２回（６，７
月および１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注１）に該当
する店はなく，カビ汚染環境と評価される
店，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２）種として多量またはやや多量
確認される店，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１） 規準Ｄとは，明らかにカビが多い状態を表示している（資
料２を参照）。

注２） 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．今後の展望

　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
味では単年度での成果とせず今後も継続的な調
査を進めることによる啓発調査研究としての位
置づけとしたい。

Ⅴ．結　論

　カビ環境調査を大田区クリーニング店９店で
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。
①  各店の浮遊カビ及び付着カビはほぼ同じであ

り，夏季は全体にカビ数が多い傾向にあった。
②  調査箇所として，利用者からの持ち込みのあ

る未洗濯物置場周辺のカビ数は既洗濯物な
ど周辺箇所に比べて多いことが分かった。

③ 店内のカビ分布として浮遊カビは，クロカビ，
アオカビ，マイセリアの３種のカビが主で，
付着カビは，クロカビ，アオカビでほぼ半数
近くを占めており，浮遊カビのマイセリアは
ほとんど確認されなかった。

④ 今回調査からカビの安全性評価として，カビ
量に対する評価では，浮遊カビ汚染環境と
評価される店，箇所はなかった。

⑤  健康被害にかかわるカビ種の評価として，有
害カビ種が多量またはやや多量確認される
店，箇所はなく，健康被害の視点から問題な
く安心できる環境であった。

⑥ 今回のクリーニング店カビ環境調査は，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，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きたい。
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拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は，本会の事業に対しましてご理解並びにご協力を賜わりまして，誠にありがとうご
ざいます。
　さて，クリーニングと公衆衛生に関する研究委員会では，今年度の研究としてクリーニン
グ店様の環境カビに関する研究を行います。ご多忙の折，下記研究内容についてご協力賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

記

研究課題：クリーニング環境とカビ調査研究　
　　　　　－クリーニング環境のカビを知って安心しよう－
研 究 者：NPO法人カビ相談センター　高鳥浩介理事長
研究目的： 全ク連会員店舗の作業環境について現状把握し，安心できる環境を評価する情報

を提供する
調査方法： ドレッシングテープ（６×７cm）を対象物に貼り付けてカビを採取する方法と，装

置による空気中のカビの採取の２種類を行います。カビ数，主要カビの確認から
総合評価を行います。

　　　　　　店舗により測定場所は異なりますが，基本的には次のとおりです。
①　店内の空中カビ　　　　　　　　　　３〜５か所
②　店内の受付台・作業台などの表面　　３〜５か所
③　クリーニング用衣類（未洗，既洗）　　１〜２か所
調査時間は１時間以内の予定です。

調査日時：高鳥先生より後日お電話でご相談させていただきます。

　なお，本件についてのお問い合わせは全ク連事務局☎03-5362-7201（小野・豊岡）までお願
い申し上げます。

 平成29年　月　日
ABCクリーニング店　様
 クリーニングと公衆衛生に関する研究委員会
 事務局

資料１　調査研究のお願い

クリーニングと公衆衛生に関する研究委員会
研究調査のご協力のお願い
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〇調査の目的

　お客様から衣類等のクリーニングを依頼されます。そうした衣類を扱う中で皆様の空気環
境やお預かりした衣類や店内にどの程度カビが残っているか不安に思われる方がおられます。
そこでクリーニング環境としてカビ調査を行い，皆様が安心してお仕事のできる環境作りを
ご支援することを目的として本調査研究を行います。

○調査方法

　1.　空気中のカビを測定します

シャーレの中に寒天培地が充填されていて，これを装置に入れて起動させます。店内
の一定量の空気を吸引して，空中カビを寒天培地に付着させます（100L/１分間）。

　2.　対象物からのカビを測定します

ドレッシングテープ（← 絆創膏のようなもの）で，カビを採取したい対象物に貼り付け
ます。透明な部分でカビを採取します。

これ以外に調べてみたい場所や物がありましたらお知らせください。
〇調査場所

　空気調査　　

１）カウンター　２）未洗濯物置場　３）洗濯済物置場（包装台等）　４）アイロン台
　対象物調査

１）カウンター　２）未洗濯物置場（未洗濯カゴ等）　３）ドライ機 
４）包装台（アイロン台）　５）保管ケース　６）未洗濯衣類　７）既洗濯衣類
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 平成29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。
　７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。今回
初めて実施致しました。
　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と願っております。
各店様共通してとても環境がよくこのままを維持していただければよろしいかと思いました。
今回の調査

　空中に浮遊するカビ ｢浮遊菌｣ と，ものなどに付着するカビ ｢付着菌｣ について調査を行っ
ております。
浮遊菌　 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。

付着菌　 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持ち帰り，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店に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，各店での浮遊菌及び付着菌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 浮遊菌および付着菌　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。

資料２　調査結果報告
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全体のコメント
浮遊カビ：クロカビがみられます。この時期としてB 評価ですので現状維持して下さい。
付着カビ：全体にC 評価。クロカビが常に確認されました。拭掃除を行って下さい。

例　カビ調査結果の記録表　　　　　見　本

調査日：�2017年6月21日（水）　　調査時間：14�時40分～15�時10分
天候：晴れ　温度：17℃　　　湿度：55％　　　　調査担当者：�××××　××××

調査
No. 調査場所 調査法 評価 生菌数

主要カビ
クロカビ アオカビ マイセリア

１ カウンター
� 100L

浮　遊
テープ B 19 10 2 5

２ 未洗濯物置場
� 100L

浮　遊
テープ B 20 6 2 4 アカカビ（5）

３ 洗濯済物置場
（包装台等）　�100L

浮　遊
テープ B 25 16 3 3

４ アイロン台
� 100L

浮　遊
テープ B 21 5 6 ススカビ（6）

浮遊菌評価：（A：清浄，　　B：普通，　　C：やや多い，　　D：著しく多い）

調査
No. 調査場所 調査法 評価 生菌数

主要カビ
クロカビ アオカビ マイセリア

5 カウンター 浮　遊
テープ C 18 10 2 ススカビ（6）

6 未洗濯物置場
（未洗濯カゴ等）

浮　遊
テープ C 14 9 3

7 ドライ機 浮　遊
テープ B 9 4 ススカビ（4）

8 包装台
（アイロン台）

浮　遊
テープ B 10 7 2

9 保管ケース 浮　遊
テープ C 16 9 6

10 未洗濯衣類
（　　　　　　　）

浮　遊
テープ C 24 10 7 コウジカビ（5）

11 既洗濯衣類
（　　　　　　　）

浮　遊
テープ C 12 4 4 コウジカビ（2）

付着菌評価：（A：清浄，　　B：普通，　　C：やや多い，　　D：著しく多い）

付着菌評価：

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，時々掃除をして下さい
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。

店内カビ環境調査記録　　　ABCクリーニング　　様　
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ドライクリーニング用液体洗剤の
芽胞形成細菌への影響について

杏林大学医学部感染症学講座　神谷　茂
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
よび抗原性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およ
び抗原性動物活性があることが示された。更に，
界面活性剤の特徴として膜に障害を与えること
が挙げられ，抗菌活性および抗原性動物活性は
この特徴に起因すると考えられ，特にカチオン
系洗剤はBacillus cereusおよびEscherichia coli
に形態学的変化をもたらすことが示された。
　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。
　Clostridium difficileはグラム陽性の偏性嫌
気性桿菌で，抗菌薬関連下痢症や偽膜性大腸
炎といったC. difficile感染症を引き起こす。本
菌は芽胞形成菌であり，アルコール等の通常の
消毒薬では除菌できない。本菌芽胞は胆汁酸
塩によって発芽が促進されることが報告されて
いる。また，本菌は５〜10%の健常人の腸管
内に棲息し，抗菌薬投与などにより腸内常在細

菌叢のバランスが崩れることで異常増殖し，C. 
difficile感染症の原因となる。特に抗菌薬投与が
日常的に行われる病院などにおいてC. difficile
感染症は制御すべき院内感染症であり，本菌の
衣類などへの汚染とドライクリーニングの関係
を検討することは公衆衛生上重要である。
　本年度はクリーニングに使用される洗剤のC. 
difficileに対する効果を培養法にて検討した。

Ⅱ．研究方法

　C. difficileはATCC9689株を用いた。被験洗
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分与）を用いた。C. 
difficileはGAM寒天培地を用いて37℃嫌気条
件で１晩培養した。栄養型細菌は培養した細菌
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た。芽胞液はマクファー
ランド濁度標準液No.5以上となるようにPBS
に懸濁し，70℃で10分熱処理をすることで栄
養型菌を殺菌して調整した。被験洗剤は１%，
0.1%，0.01%となるようGAM寒天培地に添加
した。C. difficile栄養型菌の検出にはGAM寒
天培地および被験洗剤添加GAM寒天培地を用
い，C. difficile芽胞の検出にはタウロコール酸
塩0.1%添加GAM寒天培地およびタウロコール
酸塩0.1%＆被験洗剤添加GAM寒天培地を用い
た。菌液および芽胞液を寒天培地上に塗布し，
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嫌気条件下にて37℃１晩培養した後，形成され
たコロニー数をカウントした。
　芽胞と洗剤の接触実験は200μℓの芽胞液に
800μℓの被験洗剤添加石油系溶媒を接触させた
後，PBS500μℓを加えて希釈し，タウロコール
酸塩0.1%添加GAM寒天培地に塗布した。培地
を嫌気条件下にて37℃１晩培養した後，形成
されたコロニー数をカウントした。対照として
PBS800μℓあるいは石油系溶媒800μℓと接触さ
せたものを用意した。

Ⅲ．研究結果

　C. difficile栄養型菌は対照の被験洗剤非添加
寒天培地においてはコロニーを形成したが，ア
ニオン系洗剤およびカチオン系洗剤添加寒天培
地においては被験洗剤の濃度に関わらず，コロ
ニーを形成しなかった（Fig.1）。
　C. difficile芽胞はアニオン系洗剤0.01%を添
加した寒天培地上においては，対照と比較し
て有意にコロニー数が減少し，アニオン系洗剤
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Fig. 1 
C. difficile栄養型細菌の被験洗剤添加培地上における
コロニー形成能

Fig. 3 
C. difficile芽胞のカチオン系洗剤添加培地上における
コロニー形成能

Fig. 2 
C. difficile芽胞のアニオン系洗剤添加培地上における
コロニー形成能
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なかった（Fig.3）。
　被験洗剤を添加した培地に形成されたコロ
ニーは対照と比較して小さかった（Fig.4）。調
整した芽胞液をタウロコール酸塩非添加GAM
寒天培地に塗布したところ，被験洗剤の有無に
関わらずコロニーは観察されなかった。
　芽胞液を被験洗剤と接触させた場合，対照
と比較しても生菌数が減少する傾向は見られな
かった（Fig.5）。

Ⅳ．考　察

　C. difficile栄養型菌は，被験洗剤を添加した
培地上では増殖が認められなかった。被験洗剤
は同じグラム陽性菌であるBacillus cereusに対
して抗菌活性があることが平成27年度の本委
員会の研究報告にて明らかにされており，さら
に平成28年度には細菌の形態に変化をもたらす
ことが報告されている。今年度においては形態
学的な観察は行っていないが，被験洗剤にはC. 
difficile栄養型菌に抗菌活性があることが示唆さ
れた。
　また今回C. difficile芽胞について検討を行う
ため，熱処理を用いて芽胞液の調整を行った。
芽胞の出芽を促進するタウロコール酸塩を添加
した培地ではこの芽胞液によりコロニーが形成
され，タウロコール酸塩を添加しなかった培地
ではコロニーが観察されなかった。このことか
ら，調整した芽胞液内の栄養型菌は排除され，
生きた菌体はほとんどが芽胞であると考えられ
る。
　本芽胞液を被験洗剤添加培地に塗布したと
ころ，アニオン系洗剤では0.01%の洗剤添加で
コロニー形成が阻害され，カチオン系洗剤では
0.1%の洗剤添加でコロニー形成が阻害された。
いずれの洗剤も洗剤濃度依存的に阻害が起こっ
ており，被験洗剤の存在がコロニー形成に影響

Fig. 4 
C. difficile芽胞の被験洗剤添加培地上におけるコロ
ニーの大きさ
A:左がカチオン系洗剤0.01%添加培地，右が洗剤非
添加培地B:カチオン系洗剤0.01%添加培地拡大像　
C:洗剤非添加培地拡大像
24時間37℃，嫌気培養後
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Fig. 5 
C. difficile芽胞と接触後のコロニー形成能

0.1%および１%を添加した寒天培地上において
はコロニーを形成しなかった（Fig.2）。
　カチオン系洗剤0.01%を添加した寒天培地上
においては対象と比較して有意差は認められな
かったが，カチオン系洗剤0.1%および１%を添
加した寒天培地上においてはコロニーを形成し

A

CB
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を与えた可能性が示唆された。タウロコール酸
＆被験洗剤添加培地に形成されたコロニーは，
通常のタウロコール酸塩添加培地上に形成され
たコロニーより小さかったことからも，被験洗
剤のコロニー形成に与える影響が考えられる。
　コロニー形成が阻害された原因として，被験
洗剤が芽胞に殺菌的に働いたことも考えられる
が，一般に細菌芽胞は化学的消毒法に対して強
い抵抗性を持つ。更に芽胞と被験洗剤との接触
実験を検討したが，被験洗剤と接触させた芽胞
液はいずれも接触後にコロニーを形成する傾向
があり，被験洗剤が芽胞に殺菌的に働いたとは

考えにくい。他の原因として「被験洗剤がタウ
ロコール酸塩に拮抗的に働いた」，「被験洗剤が
芽胞の出芽を阻害した」などが考えられるが，
いずれの原因に関しても今後の検討課題となる。

Ⅴ．結　語

　アニオン系洗剤およびカチオン系洗剤はC. 
difficile栄養型菌に対する抗菌活性があることが
明らかになった。また両洗剤は胆汁酸を添加し
た培地におけるC. difficile芽胞の発芽およびコ
ロニー形成を阻害することが明らかになった。
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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（2）　

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，界面活性剤とし
て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，PRTR法に基づく排出量は，平成27
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
示す種類が存在する。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。それゆ
え，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，クリーニング用洗剤の環境微生物

に対する殺菌作用に関する研究の一環として，
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。その結果，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
種類が異なることが明らかとなった。一方，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環境中に存在するこ
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
量する方法を開発する必要がある。
　光反応性色素であるプロピジウムモノアジド

（PMA）は，可視光によって分解されるとDNA
に共有結合し，永久的に修飾する。また細胞膜
不透過性であるため，細胞膜が障害を受けてい
る死細胞のDNAのみを選択的に修飾する。し
たがって，微生物集団をPMAで処理すること
によって，生菌のみを特異的に検出することが
可能となると期待された。そこで平成28年度に
は，培養法（コロニー形成法）に代わるLAS曝
露後の生残菌の定量的検出法として，PMA処
理を併用したリアルタイムPCR法の開発を試み
た。しかし，LAS存在下ではPMAのDNA修
飾作用が著しく抑制され，しかもPMA処理が
大部分の生菌に致死的な作用を及ぼしたことか
ら，この方法はLAS曝露後の生残菌の定量法と
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しては不適であると結論された。平成29年度は，
PMA処理に代わる死菌由来DNA除去方法とし
て，DNA分解酵素であるDNase I処理の有効
性を調べた。

Ⅱ．研究方法

LASとPMAの調製

　LASは和光純薬（大阪）より購入し，20％と
なるように精製水に溶解した。またDNase Iは
タカラバイオ（草津，滋賀）より購入した。
　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㎖の滅菌精製水に加えた後，5M水酸化アン
モニウムでpHを7.0+0.2に調整した。そしてア
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。

生菌と死菌の試料の調製

　本研究には，グラウンド土壌から単離された
Pseudomonas sp. NLA4株（LAS感受性株）を
使用した。生菌試料は，NLA4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
養して調製した。また死菌試料は，生菌試料の
一部を100℃で５分間加熱処理して調製した。

qPCRによる細菌DNAの増幅

　細菌DNAは，NucleoSpin  Soil（Macherey-Nagel，
Düren，Germany）を用いて精製した。この精
製したDNA標品について，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，
プ ラ イ マ ー16SFお よ び16SR-2（ 表 １）各
20pmol（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。
　
水酸化ジルコニウムによる細菌の吸着・回収
　遠心操作によって生菌あるいは死菌の試料

（0.1 ㎖）から菌体を回収し，0.9％NaCl（0.3㎖）
に懸濁した。そして等量の水酸化ジルコニウム
を加え，室温で10分間保温した。その後，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，DNAを精製してqPCRを行った。

水酸化ジルコニウムに吸着した細菌（死菌）の

DNase I処理

　死菌試料（0.1㎖）から回収した菌体を0.9％ 
NaCl （0.3㎖）に懸濁した後，等量の水酸化ジル
コニウムを加え，室温で10分間保温した。そし
て遠心操作によって，水酸化ジルコニウムに吸
着した菌体を回収した。次に10倍濃度DNase I
緩衝液 5μℓおよびDNase I 10μℓ（50U）を加え，
滅菌生理食塩水で50 μℓに調整した。この反応
液を37℃で25分間保温し，DNAを分解させた。
この試料について，遠心操作によってDNase I
を取り除いた後，DNAを精製しqPCRを行った。

LAS曝露後の生残菌のqPCRによる特異的検出

　生菌試料あるいは死菌試料を生理食塩水で

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
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100倍希釈し，その一部（450μℓ）を抜き取った。
そして，20％LASを50μℓ加え，25℃で30分間
保温した。このLAS曝露試料（0.5㎖）について，
水酸化ジルコニウムによる細菌の吸着，DNase 
I処理によるDNAの分解を順次行った。その後，
DNAを精製しqPCRを行った。

Ⅲ．研究結果

水酸化ジルコニウム処理とDNase I処理の有効性

　表2に示したように，生菌試料（試料１と２）
と死菌試料（試料３と４）の両方において，水酸
化ジルコニウムによって，ほとんどの菌体が吸
着・回収された。また，死菌の細胞内には1/22

（25％）程度のDNAが残っていることも示され
た。
　次に水酸化ジルコニウムに吸着した死菌につ
いて，DNase I処理の効果を調べた（表3）。こ

の実験系では，水酸化ジルコニウムに吸着した
死菌試料0.6㎖を50μℓまで12倍（23.6倍）濃縮し
ている。そのため，対照としたDNase I処理を
行っていない試料３では，Ct値が11.84となり，
表2の同じ条件の試料４のCt値（12.90）よりも
小さく（DNA量が多く）なった。しかしDNase 
I処理を行った試料１では，表2の試料３よりも
Ct値が大きく（DNA量が少なく）なった。この
結果より，水酸化ジルコニウムに吸着した状態
でもDNase Iが死菌の細胞内に入り込み，DNA
を分解できることが明らかとなった。
LAS曝露後の生残菌のqPCRによる特異的検出

　生理食塩水で100倍希釈した生菌もしくは死
菌の試料を2.0％LASに曝露させた後，水酸化
ジルコニウムによる細菌の吸着， DNase I処理
によるDNAの分解を順次行った。そしてDNA
を精製し，qPCRを行った（表4）。
　死菌試料（試料３と４）に関しては，DNase I

表2　水酸化ジルコニウムによる細菌の吸着・回収

表4　LAS曝露後の生残菌のqPCRによる特異的検出

表3　水酸化ジルコニウムに吸着した細菌のDNase I処理

試　　料 試料1 試料2 試料3 試料4

菌　体 生菌 生菌 死菌 死菌

Zr（OH）4 有 無 有 無

Ct値 10.84 11.80 13.70 12.90

試料 試料1 試料2 試料3 試料4

菌�体 生菌 生菌 死菌 死菌

LAS曝露 有 有 有 有

Zr（OH）4 有 有 有 有

DNase�I 有 無 有 無

Ct 値 17.42 16.11 18.52 16.33

試　料 試料1 試料2 試料3

菌　体 死菌 死菌 死菌

Zr（OH）4 有 無 無

DNase�I 有 有 無

Ct�値 14.56 15.45 11.84
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処理によってCt値が2.0以上大きくなり，DNA
量が1/22以下（25％以下）にまで減少したことが
示された。一方，LAS曝露後の生菌試料（試料
１と２に関しては，DNase I処理によってCt値
が1.3大きくなり，DNA量が1/21.3（40％）に減少
したことが示された。このことは，LAS曝露で
死んだ細菌のDNAがDNase Iによる分解を受
けたことを示しており，LAS曝露後にDNase I
処理を行うことによって，生残菌の特異的な検
出が可能となることを示唆している。

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，DNase I処理によっ
て死菌DNAを分解した後，qPCRで生菌DNA
のみを選択的に増幅する定量法の開発を目指し
た。その結果，DNase I処理によって，死菌由
来のDNAが特異的に分解されることが示され

た。また本研究では，水酸化ジルコニウムへの
細菌の吸着についても検討し，細菌（生菌と死
菌）が効率よく水酸化ジルコニウムに吸着する
ことを明らかにした。以上の結果から，LAS曝
露した後の細菌を水酸化ジルコニウムに吸着さ
せて回収し，DNase I処理を行うことにより，
死菌由来のDNAが分解され，生菌由来DNAの
みが検出されることが示唆された。

Ⅴ．おわりに

　本研究によって，水酸化ジルコニウムによる
細菌の吸着・回収の過程，DNase I処理による
死菌由来DNAの分解の過程を組み合わせるこ
とによって，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，かつ定量的に検出できる可能性が示さ
れた。この新たな生残菌検出法を一般化するた
めには，方法の定量性や感度などを検討する必
要がある。
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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：

ヒト不死化皮膚細胞HaCaTを用いた
細胞増殖及び炎症に関する検討

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学　角田正史

Ⅰ．緒　言

　ドライクリーニングで使用される溶剤，石油
系溶剤（クリーニングソルベント）について，花
井，他（2005）はアレルギー接触性皮膚炎に石
油系溶剤の関与の可能性を報告した。しかし未
だ報告例は少なく，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，これらの物
質に関してヒト皮膚角化細胞HaCaTを用いた
評価を行ってきたが，HaCaT細胞を石油系溶
剤，テトラクロロエチレンに曝露して，炎症性
サイトカインインターロイキン-1β（IL-1β），
IL-6，IL-33とIL-33の特異的な受容体である
ST-2についてmRNA発現への影響を検討した
が，曝露により有意な変化には至らなかった。
石油系溶剤，テトラクロロエチレン共に，これ
らのサイトカインを介する炎症促進の作用は少
なくとも強くはないことが示唆された。
　一方で，HaCaT細胞に対する石油系溶剤，テ
トラクロロエチレンの毒性は示され，これらの
溶剤の影響は，細胞自体への影響による可能性
があった。
　近年，HaCaT細胞におけるIL-8の役割が注
目され，角化細胞増殖に役割を果たすとされ
る（Wu, et al. 2016）。またIL-1αはHaCaT細

胞において活性酸素の産生を促進するとされ，
アニオン系の界面活性剤であるsodium lauryl 
sulfate による皮膚の荒れrough skinに関係す
るとの先行研究（Mizutani et al., 2016）がある。
ともにHaCaT細胞においてmRNA発現が観察
され，これらのサイトカインのmRNA発現の検
討は，石油系溶剤，テトラクロロエチレンの角
化細胞への影響のメカニズムを明らかにする可
能性がある。
　そこで今年度は細胞生存率の検討を行った上
で，HaCaT細胞において，活性酸素産生に関連
するサイトカインIL-1α及び増殖に関連するサ
イトカインIL-8を指標にした毒性評価が可能か
どうか，石油系溶剤，テトラクロロエチレンに
ついて行った。この研究は，人間の皮膚の培養
細胞を用いた簡便なドライクリーニング溶剤の
毒性評価方法の確立，安全性の確認，石油系溶
剤とテトラクロロエチレンの健康障害のメカニ
ズムの解明に繋がる可能性がある。

Ⅱ．研究方法

　今回の研究では，ヒト表皮角化細胞HaCaT
を用いた。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/㎖
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及びストレプトマイシン10mg/㎖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
養フラスコの底面が約85％の占有率となったと
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。
　被験物質は，石油系溶剤，テトラクロロエチ
レンを用いた。被験物質への曝露については24
穴の細胞培養プレートまたは直径1.8cmのガラ
ス小容器に細胞を1×105/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，石油系溶
剤は細胞培養プレートに，テトラクロロエチレ
ンはガラス小容器に添加した。
　まず細胞生存率の検討を行い，培養液中の
最終濃度として，石油系溶剤を 0, 25, 50, 100, 
250 mg/㎖，テトラクロロエチレンを0, 50, 125, 
250, 500 mg/㎖の濃度として曝露（n=６/群）し，
18時間後にトリパンブルー色素排除法により生
存率を評価した。
　IL-1α及びIL-8のｍRNA発現のリアルタイ
ムPCRによる検討については，HaCaT細胞を1
×106個ずつ，テトラクロロエチレンについては
直径1.8cmのガラス製容器に，石油系は24穴の
細胞培養プレートに培養液２㎖中に播種した。
培養液中の最終濃度については，昨年までの細
胞生存率の検討を基に決定し，10μℓのエタノー
ルを用いた溶液を添加することで，それぞれ石

油系溶剤0, 25, 50, 100 ㎍/㎖, テトラクロロエチ
レン0, 50, 125, 250 ㎍/㎖とした。
　IL-1α及び IL-8 の mRNA 発現に関して，
Roche社製のライトサイクラーシステムRoche480
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。 IL-1αについては，
sense 5’-atcagtacctcacggctgct -3’, antisense 
5’-tgggtatctcaggcatctcc-3’（Kong et al. 2006）を，
IL-8については，sense 5’-catgacttccaagctggccg
-3’, antisense 5’-tttatgaattctcagccctc-3’（Raingeaud 
and Pierre, 2005）を用いた。House keeping gene
としては ヒト18S rRNAを用いた。プライマーの配列
は sense 5’-gcaattattccccatgaacg-3’, antisense 
5’-gggacttaatcaacgcaagc-3’を用いた。
　リアルタイムPCRのサーマルサイクルはdenatura-
tionが 94ºC, アニーリング 温 度 はIL-1α，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。
　IL-1α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 IL-1α
  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 IL-1α
  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 IL-1α or IL-8



— —27

  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FisherのPLSD法を用いて統計的に
解析した。

Ⅲ．研究結果

　図1に石油系溶剤に曝露されたHaCaT細胞の
18時間後の生存率を示した。100 ㎍/㎖以上の曝
露で生存率の対照群に比べての有意な低値が示
された。図2にテトラクロロエチレンに曝露さ
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図1　石油系溶剤に曝露された
　　　HaCaT細胞の18時間後の生存率

注）平均値及び標準誤差で示す。P < 0.001 by ANOVA. 
***: P < 0.001（controlとの比較），###: P < 0.001 (25μg/
ml群との比較），†††：P < 0.001（50μg/ml群との比較），
‡‡: P <0.01（100μg/ml群との比較）by Fisher’s PLSD 
test.

図3　石油系溶剤に曝露された
　　　HaCaT細胞におけるIL-1αのmRNA発現
　　　 注）平均値及び標準誤差で示す。P=0.665 by ANOVA

図5　石油系溶剤に曝露された
　　　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=0.216 by ANOVA

図2　テトラクロロエチレン（TCE）に曝露された
　　　HaCaT細胞の18時間後の生存率

注）平均値及び標準誤差で示す。P < 0.05 by ANOVA. 
** : P <0.01（controlとの比較），#: P < 0.05 （50μg/ml群と
の比較）by Fisher’s PLSD test.

図4　テトラクロロエチレンに曝露された
　　　HaCaT細胞におけるIL-1αのmRNA発現
　　　 注）平均値及び標準誤差で示す。P=0.999 by ANOVA

図6　テトラクロロエチレンに曝露された
　　　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=0.615 by ANOVA
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れたHaCaT細胞の18時間後の生存率を示した。
500㎍/㎖曝露群で生存率の対照群に比べて有意
な低値が示された。
　図3に石油系溶剤に曝露されたHaCaT細胞の
IL-1αのmRNA発 現 をcalibrator normalized 
relative ratioを指標に示した。群間で有意性を
示さなかった。図4にテトラクロロエチレンに
曝露されたHaCaT細胞のIL-1αのmRNA発現
を示した。群間で有意性を示さなかった。
　図5に石油系溶剤に曝露されたHaCaT細胞の
IL-8のmRNA発現を示した。群間で有意性を
示さなかった。図6にテトラクロロエチレンに
曝露されたHaCaT細胞のIL-8のmRNA発現を
示した。群間で有意性を示さなかった。

Ⅳ．考察

　昨年までの検討では，石油系溶剤の健康影
響として接触皮膚性皮膚炎のみが報告されて
いたため，角化細胞の炎症における役割に注目
し，HaCaT細胞における炎症性サイトカインの
mRNA発現を検討してきたが，石油系溶剤やテ
トラクロロエチレンのHaCaT細胞への直接傷
害は示唆されるものの，炎症性サイトカインの
mRNA発現の変化は石油系溶剤，テトラクロロ
エチレンともに観察されなかった。皮膚の角化
細胞は，皮膚における防御ラインとしての役割
があり，角化細胞の増殖にはIL-8が関連すると
されている。またIL-1αはHaCaT細胞におい
て活性酸素の産生を促進するとされ，アニオン
系の界面活性剤であるsodium lauryl sulfate に
よる皮膚の荒れrough skinに関係するとの先行
研究もあり，これらのサイトカインは化学物質
の角化細胞の増殖抑制や傷害性に関連する可能
性がある。そこで今回はHaCaT細胞における
IL-1α及びIL-8のmRNA発現に石油系溶剤や
テトラクロロエチレンが影響を及ぼすかどうか，

細胞の急性障害を改めて確認したうえで検討し
た。
　今回の研究の曝露による石油系溶剤やテトラ
クロロエチレンの細胞生存率の低下を引き起こ
す濃度は今までの研究とほぼ一致していた。細
胞の生存数が少なくなりすぎない濃度を最高濃
度に，IL-1α及びIL-8のmRNA発現の検討を
行ったが，これらのサイトカインのmRNA発現
については，石油系溶剤やテトラクロロエチレ
ンの濃度による変化は観察されなかった。この
結果より，IL-8を介した増殖への影響や，IL-1
αを介した毒性メカニズムによる健康影響の可
能性は高くはないことが示唆された。但し，両
サイトカインともmRNA発現は強くはなく，そ
れが値のばらつきの大きさの原因である可能性
があり，リアルタイムPCRの増幅による定量的
な評価の限界が影響しているのかもしれない。
　一般に培養細胞を用いたサイトカインの
mRNA発現の検討には，一定以上の発現を細胞
に起こす活性化（マクロファージ系細胞J774.1
にLPSを添加するなど）が行われるが，近年，
HaCaTについても表在性皮膚真菌症の検討か
ら，真菌成分による活性化をした上で，サイト
カインのmRNA発現を検討する報告（小林，他，
2008）が出ている。実際の環境においても真菌
の皮膚への付着による炎症が考えられており，
HaCaT細胞を活性化した上での，石油系溶剤や
テトラクロロエチレンのHaCaT細胞の炎症性サ
イトカインのmRNA発現への影響を検討するこ
とは意義があることと考える。また今回の研究
では結果を出し得なかった長期曝露の再度検討
も必要であろう。

Ⅴ．結語

　石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの表皮
角化細胞への影響を検討するにあたり，角質細
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胞の増殖に関わるサイトカインIL-8及び活性
酸素の産生を促進させるIL-1αのmRNA発現
を，これらの化学物質が誘導するかどうか，検
討した。濃度を変えた曝露によっても，これら
のサイトカインのmRNA発現には影響が見られ
ず，IL-8抑制を介した細胞増殖の抑制や，逆に
IL-1αを介した活性酸素の促進は，石油系溶剤
及びテトラクロロエチレンの毒性機構のメカニ
ズムになる可能性は低いことが示唆された。
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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

北里大学医学部公衆衛生学　堤　明純
江口　尚

Ⅰ．はじめに

　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1,2）。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3）。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4,5）。
　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6）。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7）。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7）。
　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8）。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8）。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
9,10）。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10）。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。
　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
11）。一世帯当たりのクリーニング代支出額は，
15,428円（1997年），8,914円（ 2007年），6,043
円（2017 年）と推移し 12），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，
40,348件（2006年度）から27,887件（2016年度）

（前年度比5.2％減）と減少している13）。このよ
うにクリーニング業界の経営環境が厳しい原因
は，クリーニング代の節約志向，家庭用洗濯機
の大型化，ドライ対応洗剤の普及などにあると
言われている14）。わが国のクリーニング業界は，
他の業界と比較して，小規模事業所が多く，経
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営状況が厳しいことから，がん検診の受診率が，
全国平均と比較して低くなっている可能性があ
り，このことが，がん死亡率に寄与している可
能性がある15-18）。
　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，小規模事業所
の多いクリーニング業界では，ドライクリーニン
グ従事者において悪性新生物による過剰死亡19）

や，がん検診の受診率が低いことが指摘されて
いる20）。悪性新生物による過剰死亡については，
対象とした最終年度（2004年度）から13年が経
過している19）。そこで，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22）。初回
である平成26年，平成27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22,23）。今回は，これまでの調査結果を踏
まえて，平成28年（平成28年1月1日から平成
28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27年度に構築したデー
タベースに，平成28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28年４月１日から平成29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28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．男女別死因別の集計

　死亡による共済金請求件数は，平成28年度は
22件（男性19件　女性３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28年
１月１日から12月31日までに死亡した23件（男
性18件　女性５件）を解析対象とし，男女別死
因別に集計した。

3． 標準化死亡比（standardized mortality ratio: 

SMR）の算出

　平成28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28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29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3,591名（平
均年齢55.1歳），女性1,876名（平均年齢57.5歳）
であった。SMRの算出には，Microsoft Excel 
2016を用いた。

Ⅲ．研究結果

1．性別死因別の人数（平成28年）

　男女別死因別の集計結果を表１に示す。肺が
ん（ n=６）が多く，次いで，膀胱がん（ n=３），
甲状腺がん（ n＝２）の順であった。

2．標準化死亡比（平成28年）

　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=19）
には，肺がん（ n=６），膀胱がん（ n=３），甲
状腺がん（ n=２），胃がん（ n=１），直腸がん（n=
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１），肝臓がん（ n=１），胆管がん（n=１），膵
臓がん（n=１），乳がん（ n=１），前立腺がん（n=
１），後腹膜血管肉腫（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，有意な過剰死亡は認められなかった。

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年に引き続き，平成28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28年についても，平成26年，平成27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，27年の調査結果や21,22），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23）。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4,318名から3,591名（16.8%
減）に，女性が2,215名から1,876名（15.3%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，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19）。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3-5,7,24-26）。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ことがあげられて
いる1）。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
用する施設数が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，３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

全死亡 SMR 95%信頼区間

男性 70.1 （42.9-113.3）

女性 70.4 （25.9-174.6）

　全悪性新生物による死亡 SMR 95%信頼区間

男性 87.3 （50.7-147.7）

女性 71.5 （22.9-196.7）

表2　全死亡，全悪性新生物のSMR（平成28年）

　 男性 女性
肺がん 6 0
膀胱がん 3 0
甲状腺がん 1 1
胃がん 1 0
直腸がん 0 1
肝臓がん 1 0
胆管がん 1 0
膵臓がん 1 0
乳がん 0 1
前立腺がん 1 0
後腹膜血管肉腫 0 1
くも膜下出血 0 1
脳梗塞 1 0
腹部大動脈瘤破裂 1 0
急性間質性肺炎 1 0
合　計 18 5

表1　平成28年性別死因別の人数（N=23）
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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。

Ⅴ．結　語

  平成28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，経年的に死亡デー
タの蓄積を行い，今回の結果が，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。
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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

　当研究室では前年度の研究として，Bacillus 
cereus芽胞汚染タオルに対して微酸性混和水に
よる消毒効果を検証した。その結果，微酸性混
和水は芽胞汚染タオルに対して十分な消毒効果
があることが示された（文献1）。本年度は，実
際のクリーニング工場における微酸性混和水の
消毒効果を検証することを目的として，連続洗
濯機を用いてその消毒効果を検討したので報告
する。

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もしく
は微酸性混和水80ppm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後，回収し
てタオルサンプルとした。また，第１槽目の予
洗水ならびに第８槽目の洗浄水を回収しサンプ
ルとした。各消毒法につき２バッチ行い，サン
プルを以下の実験に用いた。
②サンプルからのBacillus 属菌の検出
　回収したタオルサンプルを無菌的に10cm四方
に裁断し，フィルター付きサニスペックテスト
バッグに入れた。ここに滅菌生理食塩水を20㎖

加え，一定の間隔と強さでサンプルを20回も
み洗いし（約12秒間），タオルに付着した細菌
を洗い出した。洗い出した液を回収し，その内
の100μℓをMYP寒天培地（ベクトン・ディッキ
ンソン社）に滴下し，コーンラージ棒で均一に
塗布した。37℃で一晩培養の後，コロニー数を
計測しタオルに付着した生菌量を算出した。な
お，MYP培地上で，ラフ型で大型のコロニーを
Bacillus属のコロニーとした。
　回収した予洗水に関しては，80℃，10分間
の加熱により芽胞形成菌以外の雑菌を殺菌した
後，100μℓをMYP寒天培地に滴下し，上記と同
様に生菌量を算出した。また，第８槽水100μℓ
をMYP寒天培地に滴下し，生菌数を計測した。

Ⅲ．結　果

　タオルサンプルに残留したBacillus属菌の生
菌数を図2に示す。バッチによってはタオル１
平方cmあたり数個の残留が認められたが，完
全に消失したサンプルもあった。次亜塩素酸ナ
トリウムと微酸性混和水との比較では有意な差
は認められなかった。予洗水中のBacillus属菌
の生菌数を図3に示す。予洗水からは10〜260 
cfu/㎖のBacillus 属菌の検出が認められた。ま
た，第８槽水からはBacillus属菌の検出が認め
られなかった。
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Ⅳ．考　察

　各消毒法による消毒の結果，タオルに残留し
ていた芽胞菌量はタオル１㎠当たり０〜数 cfu
と，低い水準であった。次亜塩素酸ナトリウ
ムと微酸性混和水とで効果に有意な差は認め
なかったため，微酸性混和水は次亜塩素酸ナ
トリウムに劣らない消毒効果があったと推測さ
れる。タオルの初期の汚染度の指標として予
洗水中の芽胞菌量を計測したが，今回は10〜
260cfu/㎖と，以前の検討（2,700〜25,000 cfu/

㎖）に比較して汚染度は軽度であった。汚染度
が高度であった場合の検討が今後必要であると
考えられた。連続洗濯機における微酸性混和水
の消毒効果の検討を報告した例は他になく，今
後，同様の検討を重ねることで微酸性混和水の
クリーニング工場における有用性を示すことが
できると考えられる。

【参考文献】
1） クリーニングと公衆衛生に関する研究報告書第43巻　芽胞汚

染タオルに対する微酸性混和水による消毒効果の検討

図1　各種洗浄工程とサンプル回収部位

図2　タオルに残留した芽胞菌量 図3　予洗水中の芽胞菌量

洗浄工程

予洗水回収 8槽水回収
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または

混和水（80ppm）

タオル回収

1行程3分

洗剤

1 2 3 4 5 6 7 8 脱水

60℃ すすぎ

方法 工程

次亜塩素酸Na 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

微酸性混和水 洗浄剤（1,2槽）→60℃（2-5槽）→すすぎ（6,7槽）→混和水80ppm（8槽）→脱水

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、溶剤

やその代替品の殺菌作用など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労働衛生管理に繋がる研究を行い、必要に応

じて厚生労働省に解決策を提言しました。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、長きにわたり、評価を得て参りました。

　今年度の課題のうち２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。ア

ニオン系洗剤、カチオン系洗剤ともに、芽胞を形成し偽膜性腸炎の原因としても知られる

Clostridium difficile に効果があることがわかりました。今後の寝具などの効果的なクリー

ニング処理に繋がる研究でした。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、今年度の方法、水酸化ジルコニ

ウム：Zr（OH）4 による細菌の吸着と DNase I 処理による死菌由来 DNA の分解を組み合わ

せることにより、クリーニング用洗剤などに曝露させた後の生残菌を特異的かつ定量的に検

出できる可能性が示されるという進展がありました。今後の評価が期待されます。

　ドライクリーニング用の石油系溶剤やテトラクロロエチレン、また洗剤についても、その

使用後の環境負荷が懸念されておりますが、環境負荷が非常に少ないものとして微酸性混和

水のクリーニングにおける使用が提案されています。その効果に関しては本年、実際の業務

用タオルの洗浄に用いた場合に効果があるという結果となりました。今後に大きな期待がも

たれる結果と思いますが、汚染度が高度であった場合のタオルなどの対象物に対しても同様

な効果が得られるか引き続き検証が必要です。

　一般に産業職場における管理においては、労働衛生の３管理、作業環境管理（作業場を管

理する）、作業管理（作業自体を管理する）、健康管理を実施することが基本とされています。

本年度、真菌に関しての研究はクリーニング店における真菌のレベルを調査する、作業現場

自体の管理、作業環境管理に繋がる研究でした。東京のクリーニング店の夏冬の調査では、

真菌に関しては問題のない環境であったとの評価となりました。今後、季節差（梅雨時など）、

地域差（冬に湿度が高い日本海側）を考慮した検討が必要になると考えます。作業管理に関
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しては、石油系溶剤やテトラクロロエチレンの皮膚角化細胞への影響を検討する研究が行わ

れ、石油系溶剤やテトラクロロエチレンは一定以上の濃度で細胞毒性は示すものの、角化細

胞の増殖抑制や活性酸素の産生促進など特異的なメカニズムが関わっている可能性は低いと

いうことが示唆されました。溶剤に直接接触することは避けなければなりません。今後の課

題として、何らかの刺激、例えば真菌の接触などにより角化細胞が刺激されたときに、影響

が増幅されないかどうか検討する必要があります。

　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ました。今回の

研究期間の検討でも、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。但し、今後、経年的に死亡データの蓄積を行い、今回の結果が、

一過性のものではなく、継続している結果なのか、確認する必要があります。更に喫煙など

の生活習慣がクリーニング業従事者に多いかどうかや、がん検診の受診率の一般集団との比

較なども今後の課題です。

　クリーニング業は、清潔で快適な生活環境の維持という社会的役割を果たすことが求めら

れると同時に、業界として、クリーニング業従事者の労働衛生管理が履行されるように助力

していくことが社会的責任として必須となって参りました。今回の研究成果を生かし調査研

究の成果を、クリーニングにおける適切な殺菌や未来への発展、そしてクリーニング業従業

員の労働衛生管理に反映されることが期待されます。会員の皆様におかれましては、今後も、

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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