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ヨ ネラ・ ニュ ーモフ ィラとレ ジョ ネラ症発生 の特性及 びそ の予 防と対

ついて の一考察

短大　 安達和俊

7   6年 、米国 、フィ ラデル フィアで新 たに発見 された、極 めて至 命率 の高い

ある、レ ジョ ネ ラ・ ニューモフィ ラにつ いて調査し 、我が国 にお ける、 その

目的　19   7   6年 、米国 、フィ ラデル フィアで新 たに発見さ れた、極 めて至 命率 の高い

バクテ リアであ る、レ ジョ ネラ・ ニューモフィラについ て調査し 、我が国 にお ける、 その

予防 と対策 につい て考察す る。

方 法　19   8  0 年 、このバ クテリアを 、初 めて公式に掲 載した 、アップルト ン・ センチ

ュリ ークロ フト 社の ジンサ ーマイ クロバ イオロジ ー第17 訂及び最新 の第19 訂 の、こ のバ ク

テリアに関 する章を 、同 社の許可を 得て翻訳し 、両者を比 較検討す ることによ って、我が

国に おける 、このバ クテリアによ る同 疾患 の発生 に対する予 防と対策に ついて検討す る。

結果　 上記 の方 法によっ て得ら れた諸 情報に於け る様々な観点 から、 その予防と対 策と

して 、特にこ のバ クテリアの至 適温度（30 ° ～35 ° 迄 ）、水耐性（空 調 システ ムから得 た

水によ って培養さ れ、流水 にて少 なく も4    1   5日 間生 存） から言って、空 調が冷房と して

使わ れる遅 い夏（7 ～10 月 ）、空 調 のフ ィルタ ーの汚染除 去（ 切り通し からのほこり が伝

染 の源泉 として関与し たこと もあ った）或い は清浄（ アル カリ性清浄剤等） 、消毒（1  %

フォル マリン、1Q96 エチル アルコ ール、１０ＰＰ Ｍ ヨード 、0  .     12    5％ クルクル アルデヒ

ド 、１　：8000 第 ４級 ア ンモ ニウ ム溶液 、0  .　０ 0 21 ％フェ ノーリッ クスヘ の１分 間の

暴露）、排 水設備 の完 備及び消毒（ 設備一 前記に同じ 、排水－50 ％ ジデ シルアンモ ニア塩

化 物、20% イソプロピ ルアル コール等） 、このバ クテリア の至適Ｃ０２値（2  .    b % 、培

養時 濃度5  96 ）から言 って、室内 の換気等 につい て、特に抵抗力 の衰え た高齢 者、病 人、

喫煙者 等の多 く集 まる場所（ ホテル、病院等） において 配慮すべきであ ると考察 した。
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生ごみ臭の特性について
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． 目的　　 厨房内には加熱凋理時に発生するmm 臭をii じめ調味料臭その他の香味食品か

ら生ずる各種のにおいがあり、それらはしばしば厨房のみならず住宅内の臭気環境の悪化

をもたらす。筆者等は1990 年10月~ 1991年6 月に住宅内の嗅 気環境の実態、臭気に対する

意識、評価や対策を知るために家庭のま婦を弩｡象にアンケート調査を行った。その結果、

住宅内で最も排除したい臭いとして台所の生ごみ臭を指摘したものが12.4 ％、タバコ臭が

12.5 ％であって、トイレの排拙物の臭い　8.7％よりはるかに多かった。このことは生ご

み臭が厨房の臭気環境悪化の主因であることを示している。そこで、生ごみ臭の特性を把

握することを目的として生ごみ臭の評価実験を行ったのでその結果について報告する。

方法　　 供試用臭気の発生と採取： 生ごみとして野菜くず250 ≫ （ 玉ねぎ50 ≫､キャベツ

50≫、きゅうり　50;）､魚肉順100≫（いわしso≫. 豚肉SO; 計250 9 をふたなしの容器に入れ、

温度23    ~ 26℃に調節した室内に　6、12 、18、24 、48 時間放置した。その後、それぞれ

について密閉した容器に入れ、 －方より新鮮外気を注入し、他方から臭気を含んだ供試用

空気を吸人しサンプリングバヅグに充填した。 ポンプの流量は20. 3～20.5/2/iiiin.である。

官能試験:l ）パネル20 歳代の臭覚健常な女性6 人、2）各時期の臭気を臭気袋にとりパ

ネルにより検臭・評価した。評価は臭気強度、不快感、し好性の　3項目について行った。

結果　　O 臭気強度:   各パネルの評価平均値は6時間経過したものは7段階中の3（はっき

りと感ずる）､12時間経過は4～5（強く感ずる～特に強く感ずる）、18 時間以後はいずれも　６

（ 極端に強く感ずる）であった。不快感は12時間怪m するとすべて3 ( とても不快）である。
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