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１． 研究課題 

本研究は，室内環境で発生し，感染症を引き起こす病原体の挙動を実験や実測により解明し，対策の

効果を定量的に評価することで，医療施設における感染リスクアセスメントを適切に行い，エビデンス

に基づいた対策を工学的なアプローチにより実現することを目的とする。 

本年度は，医療施設近傍の建設現場から飛散する病原体による感染リスクについて，飛散防止対策を

実施する工事現場内外の浮遊真菌濃度を測定し，対策の効果を定量的に評価した。 

 

２． 主な研究成果 

2.1 医療施設内の工事現場における感染対策の必要性と課題 

医療関連感染の 1 つである侵襲性アスペルギルス症の半数以上は医療施設内での建設工事が原因であ

る可能性があると報告されている 1)。アスペルギルス胞子は空調吹出し口やダクト内で増殖するため，

改修工事の天井解体時等ではアスペルギルス胞子が飛散する。これにより生じる感染リスクを低減する

ためには，医療施設内や近隣で建設工事を行う際に，環境を適切に制御する必要がある。 

米国疾病予防管理センターは，医療施設において塵埃やエアロゾルが生じる改修工事などの作業を行

う際には，その内容と患者への曝露の危険性を評価する Infection Control Risk Assessment（ICRA）を実

施し，リスクに応じた対策の実施を勧告している。米国の医療福祉施設設計・建設に関するガイドライ

ンである FGI2018 では，ICRA の実施が求められている。日本医療福祉設備協会による病院設備設計ガ

イドライン（空調設備編）HEAS-02-2013 でも，工事を行う前に感染リスクを評価し，リスクに応じた予

防策を講じる必要があると明記されている。その一方で，改修工事現場に近接した医療施設内に対する

封じ込め対策の効果は十分に明らかになっておらず，エビデンスに基づく適切な対策を検討することが

難しい。 

本研究では，改修工事現場内および隣接する施設内環境における浮遊真菌濃度を測定し，比較するこ

とで封じ込め対策の効果を検討した。また，作業者の着衣に付着する真菌量についても測定した。 

2.2 調査概要 

病室の内装解体工事現場を対象として 2018 年 10 月 4

日（木）から 12 日（金）にかけて実測を行った。浮遊

真菌濃度については，工事現場内と工事現場に近接す

る医療施設内環境において工事作業中および作業員退

室時に調査した。また，工事を行っていない階の浮遊

真菌濃度についても調査した。付着真菌量については，

工事作業前および工事作業後の防護服表面，工事現場

退室時の防護服を脱衣した作業服表面において調査し

た。図 1 に浮遊真菌サンプリング位置を示す。 
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図 1 浮遊真菌濃度の測定位置 



 

2.3 調査対象とした改修工事現場における封じ込め対策 

本研究で実測対象とした改修工事現場において実施された封じ込め対策について述べる。工事が行わ

れた病室の出入口扉は作業のため撤去されており，工事現場前に仮囲いが設置されていた。工事現場内

では排気ファンが設置され，フィルターを通して 10 回換気相当分を建物外部へ排気することで，工事現

場が隣接する廊下に対して陰圧となるように制御されていた。また，仮囲い内の出入口付近にはビニー

ルの幕が設置されており，ビニールの幕が工事現場内へ引かれることによって，陰圧となっていること

が目視で確認できるようになっていた。 

調査対象とした作業員は衣服に付着する病原体の持ち出しを防ぐために，作業開始前に更衣室にてナ

イロン製の防護服を着用し，作業後に更衣室にて防護服を脱衣していた。また，工事現場から退室する

際には足裏の汚れを足ふきマットで除去してから移動し，廊下を汚した場合はモップによる水拭きをす

ることが定められており，改修工事現場仮囲いの出入口と非常階段の出入口に足ふきマットが設置され

ていた。 

工事作業員は患者が出入りしない 6 階まで資材搬送用エレベータにより昇降し，6 階以上の工事階へ

は最寄りとなる非常階段によって移動することで患者動線との接触を最小限に抑えていた。工事現場内

からの資材搬出入は原則として 21 時以降に行われた。 

2.4 測定方法 

浮遊真菌濃度はエアサンプラー（BIO SAMP MBS-1000, ミドリ安全）を使用し，各サンプリング位置

において三脚を用い床上高さ 1.1 m に固定して捕集した。工事作業中と作業員が退出する休憩開始時に

仮囲い前にて捕集を行い，作業員が退出した直後に工事現場内で捕集を行った。エアサンプラーによる

サンプリング量については，真菌濃度が高いと考えられる工事現場内，工事作業中および作業員退室時

の仮囲い前では 100 L，真菌濃度が低いと考えられる非工事階においては 200 L に設定した。使用培地は

DG18 培地とした。真菌の培養方法については，ISO 16000-188)に準拠し，捕集後は 25°C の恒温槽で 5

日間培養した。培養後に目視で真菌を計数した。 

作業員が着用する防護服に関しては，工事作業開始前と終了後に，作業着に関しては工事作業終了後

の工事現場退室時に，それぞれ衣服表面の付着真菌を採取した。測定箇所としては，作業中に浮遊真菌

が付着しかつ手で接触する頻度が低いと考えられる背中左右の計 2 箇所を選択した。予備実測では衣服

付着真菌量を複数箇所で測定を行ったが，測定箇所ごとの明確な差は見られなかったため，背中左右の

2 箇所から付着真菌を測定することとした。 

付着真菌の採取方法についてはテープリフト法を用いた。テープリフト法とは，捕集用テープ

（Tegaderm, 3M）の粘着面を押し当てることで測定対象面から付着真菌をサンプリングし，そのテープ

上から培地へと転写し，培養させる方法である。捕集用テープから培地への転写は，しとして裏面にガ

ムテープを貼付したテープの粘着面をクリーンベンチの中で培地に密着させ，25°C の恒温槽で 2 日間

静置することで行った。その後捕集フィルムを除去し寒天培地の蓋を閉め裏返し，恒温槽にてさらに 3

～5 日間培養した。培養後に目視で真菌を計数した。 

2.5 浮遊真菌濃度・付着真菌量の測定結果・考察 

図 2 に測定場所ごとの浮遊真菌濃度の比較を示す。非工事階の院内，仮囲い前（工事中），仮囲い前（作

業員退室時），工事内の順に真菌濃度の平均値および中央値が増加する傾向が見られた。測定箇所による

浮遊真菌濃度の有意差は，不等分散の t 検定（両側分布）により検定した。非工事階の院内と仮囲い前

（工事中）においては，0.1%水準で仮囲い前（工事中）が有意に高かった。非工事階の院内と仮囲い前

（作業員退室時）においては 5%水準で仮囲い前（作業員退室時）が有意に高かった。仮囲い前（工事

中）と仮囲い前（作業員退室時）の間に有意差は見られなかった。仮囲い前（工事中）と工事内におい



 

ては，5%水準で仮囲い前（工事内）が有意に高く，仮囲い前（作業員退室時）と工事内において有意差

は認められなかった。 

図 3 に着衣付着真菌量比較を示す。実測の結果，工事前（防護服）と工事後（防護服）の着衣付着真

菌量，工事後（防護服）と退室時（作業着）の着衣付着真菌量においてそれぞれ 0.1%水準で有意差が確

認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 測定場所ごとの浮遊真菌濃度の比較   図 3 着衣付着真菌量の比較 

 

仮囲い前（工事中），仮囲い前（作業員退室時）ともに非工事階の院内よりも有意に真菌濃度が高く，

仮囲い前（工事中）は工事内と比較して有意に低かった。一方で，仮囲い前（作業員退室時）は工事内

と比較した場合，有意差が認められなかった。ゆえに，工事中に工事内の真菌が仮囲い前に漏出してい

る可能性は低く，仮囲いの効果があると考えられる。仮囲い前（作業員退室時）について，退室時に衣

服に付着していた真菌が脱着した可能性，仮囲い前に潜在する真菌が人の通行により再飛散した可能性，

または退室時のドアの開閉によって工事内の浮遊真菌が仮囲い前に漏出した可能性が考えられる。した

がって，仮囲い前（作業員退室時）に存在する真菌について，作業員の衣服付着真菌，人の通行による

真菌の再飛散，工事内の浮遊真菌のうち最も影響の大きい要素を検証する必要がある。 

2.6 まとめ 

本研究では，改修工事現場内および隣接する施設内環境における浮遊真菌濃度を測定し，比較するこ

とで封じ込め対策の効果を検討した。また，作業者の着衣に付着する真菌量についても測定した。結果

として，以下を明らかにした。 

1）工事内の真菌濃度の増加に対し，工事中，作業員退室時ともに仮囲い前の真菌濃度の変化は小さかっ

た。また，仮囲い前（工事中）の真菌濃度は工事内より有意に低かった。工事内を陰圧に保ち，仮囲

いを設置することによる院内への真菌の封じ込め効果が確認された。 

2）多くの作業員が退室する際の仮囲い前の真菌濃度については，非工事階と比較して有意に高く，工事

内と比較して有意差が認められなかった。多くの人やモノが出入りする際には隣接する空間との間の

開口面積が大きくなるため差圧が保てないこと，また人やモノに付着した粉じんが持ち出されること

が原因として考えられる。これを非工事階と同等までに低減する必要がある場合には，仮囲い内を前

室としてエアシャワーを設置するなどの対策が必要になると考えられる。 

3）工事中に作業従事者が防護服を着用することで，隣接する施設内環境を移動する際の作業着表面に付

着する真菌量が低減でき，汚染した作業着による施設内環境への汚染拡散防止に効果があると考えら

れる。 
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５． 研究活動の課題と展望 

これまで咳飛沫，飛沫核による感染伝播現象の解明および医療施設内における感染対策に関して研究

を進めてきた。今般，2019 年末に中国で報告され，現在パンデミックとなっている新型コロナウイルス

（COVID-19）に対して，医療施設に限らない建築環境における感染リスク低減策を可能な限り科学的

根拠に基づいて提言することが求められている。流行収束のためには社会経済にも大きな負担を強いる

短期的な対策によって現在の感染者数のピークを下げるだけではなく，中長期的に持続可能なエビデン

スに基づいた対策を行い，社会機能を維持しながら流行の再燃を引き起こす可能性がある新規感染者数

を少数に抑制する必要がある。COVID-19 を引き起こす SARS-CoV-2 に関しては，最小感染量（Minimam 

Infectious Dose）はわかっておらず，曝露量と感染率の関係が定かではないため，数値計算によって条件

ごとに必要な対策を定めることができない。そのため，感染伝播が起こった建築環境がどのようなもの

であったか，その中でどのように人から人へ感染が広がったのかに関するデータを文献調査，実測調査

により収集し，環境条件と感染発生の関係を明らかにすることが急務である。得られた知見をどう一般

の建築環境に適用できるかを議論し，学会活動や国内外の研究者との協働を通じて提言として利用可能

な形で公表しなければならない。 

 

 


