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福祉用具共通試験方法－ 抗菌機能 
Common testing methods for assistive products－Anti-bacterial Function 

 

序文 

この規格は，福祉用具に付随する“機能”に着目した福祉用具の品目にとらわれない共通試験方法であ

る。これらの機能別の試験方法の組み合わせによって，様々な福祉用具について最低限のリスクを評価す

ることが可能となる。 

 

1 適用範囲 

この試験方法は，ポータブルトイレや尿瓶，差し込み便座の抗菌処理など，身体に対して有害な細菌が，

用具に繁殖することを防ぐ機能を持ったものに適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

 

JIS Z 2801 抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果 を準用。 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

 

3 抗菌性試験方法 
 抗菌性試験方法は，次による。 

3.1 試験装置 

a) エタノール(C2H5OH) 

JIS K 8101 に規定する 1 級以上のもの。 

b) 綿栓 

青梅綿を使用したもの，又はシリコン栓，金属栓，モルトン栓など。 

c) 白金耳 

先端のループが約 4mm のもの。 

d) 乾熱殺菌器 

温度を 160～180℃に保てるもの。 

e) オートクレーブ 

温度 121℃(圧力 103kPa 相当)に保てるもの。 

f) 安全キャビネット 

JIS K 3800 に適合又は同等の性能をもつもの。 
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g) グリーンベンチ 

微生物試験用のもの。 

h) ピペット 

JIS K 0970 又は JIS R 3505 クラス A に適合又は同等の精度をもつもの。 

i) 培養器 

温度 35±1℃に保てるもの。 

j) バイアル瓶 

ねじ口付き容量 30ml のガラス製でパッキンはテフロン製又はシリコン製，キャップはポリプロピ

レン製のもの。 

k) シャーレ 

内径約 90mm のガラス製，又は JIS K 0950 に規定する 90A 号又は 90B 号に適合するもの（図 1）。 

 

 φA
B

A : ふたの最大外径（ｍｍ）

B : 全体の高さ（ｍｍ）

 

 

 

 

寸法          単位ｍｍ 

記号 ふたの最大外径(A) 全体の高さ(B) 

90A 90±4 15±2 

90B 90±4 3
2-20+  

図 1 シャーレの概要図 
  

l) ストマッカー袋 

微生物試験用のもの。 

m) ストマッカー 

微生物試験用のもの。 

n) フィルム 

微生物の発育に影響を及ぼさない材質で，吸水性のないもの。厚さは特に規定しないが，密着性の

よいもの。 

o) 試験に用いる細菌 

試験に用いる細菌の種類は表 1 及び表 2 によるものとし，それぞれの細菌について試験を行う。 

 

表 1 フィルム密着法に用いる細菌の菌株 
細菌の種類 菌株の保存番号 菌株の保存機関名 

スタフィロコッカス・アウレ

ウス(黄色ブドウ球菌) 
ATCC6538P 
FDA209P 
NBRC12732 

American Type Culture Collection 
Food and Drug Administration 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 

エシェリヒア・コリー(大腸菌) ATCC8739 
NBRC3972 

American Type Culture Collection 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 
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表 2 菌液吸収法に用いる細菌の菌株 

細菌の種類 菌株の保存番号 菌株の保存機関名 

スタフィロコッカス・アウレウス 
（黄色ブドウ球菌） 

ATCC6538P 
FDA209P 
NBRC12732 

American Type Culture Collection 
Food and Drug Administration 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 

エシェリヒア・コリー（大腸菌） ATCC8739 
NBRC3972 

American Type Culture Collection 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 

クレブシェラ・ニュウモニアエ 
（肺炎かん菌） 

ATCC4352 
NBRC13277 

American Type Culture Collection 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 

メチシリン レジスタント ス

タフィロコッカス・アウレウス

（メチシリン耐性黄色ぶどう球

菌） 

IID1677 東京大学医科学研究所 

シュードモナス・アルギノーサ 
(緑膿菌) NBRC3972 独立行政法人製品評価技術基盤機構 

注記 表に示す保存機関以外から分譲された菌株を使用する場合は，分譲機関が国際微生物株保存連

盟(WFCC:World Federation of Culture Collection)又は日本微生物株保存連盟(JSCC:Japan Society 

of Culture Collection)に加盟している機関であり，なおかつ表 1 と同一系の菌株とする。 

 

3.2 試験環境 

試験室は JIS Z 8703(試験場所の標準状態)に規定する，温度 23℃における温度 2 級(温度 23±2℃)及び相

対湿度 50％における湿度 10 級(相対温度 50±10％)とする。 

3.3 試験準備 

a) 殺菌方法 

1) 乾熱殺菌 

殺菌対象物を，160～180℃の乾熱性殺菌器に入れ，30～60 分間保つ。 

注記 乾熱殺菌終了後，殺菌対象物の綿栓，包装紙などが水でぬれたときは，その器具は用いてはな

らない。 

2) 高圧蒸気殺菌 

オートクレーブに水を入れ，金鋼の棚に殺菌対象物を金鋼かごに入れて載せる。オートクレーブ

のふたを締めて加熱し，温度 121℃(圧力 103kPa 相当)に 15～20 分間保つ。加熱を止め，100℃以下

に自然冷却後，排気弁を開き蒸気を抜き去り，ふたを開け殺菌したものを取り出し，必要に応じて

クリーンベンチ又は安全キャビネット内で冷却する。 

注記 オートクレーブは，培地，加工薬剤による汚染を防ぎ，清浄に保つため，必要に応じ中性洗剤

で洗浄し，水で十分にすすぐ。 

3) 火災殺菌 

殺菌対象物又は部位をガス又はアルコールの火炎に当てる。白金耳の場合は十分に赤熱し，試験

管の場合は 2～3 秒間火炎に当てる。 

4) 器具の用意 

試験管，フラスコなどのガラス製器具は，アルカリ又は中性洗剤で丁寧に洗浄し，水で十分すす

いで乾燥してから乾熱殺菌するか，高圧蒸気殺菌したものを用いる。 
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ｂ) 培地作製 

次に示す組成のものを用いる。また，同一の組成のものであれば，市販品を用いてもよい。 

 

培地 材料(精製水又はイオン交換

水 1000ml に対して) 

作製方法 

普通ブイヨン培地 肉エキス 3.0g 

ペプトン 10.0g 

塩化ナトリウム 5.0g 

フラスコに入れて混合し，内容物を十分に

溶解した後，pH7.0～7.2(25℃)になるように

水酸化ナトリウム溶液又は塩酸溶液で調整

し，必要に応じて試験管に分注し，綿栓を

して高圧蒸気殺菌する。 

普通寒天培地 肉エキス 5.0g 

ペプトン 10.0g  

塩化ナトリウム 5.0g 

寒天粉末 15.0g 

フラスコに入れて混合し，沸騰する水溶中

で加熱して内容物を十分に溶解した後，

pH7.0～7.2(25℃)になるように水酸化ナト

リウム溶液又は塩酸溶液で調整し，綿栓を

して高圧蒸気殺菌する。 

ニュートリエント培

地 

肉エキス 3.0g 

ペプトン 10.0g 

フラスコに入れて混合し，内容物を十分に

溶解した後，pH7.0～7.2(25℃)になるように

水酸化ナトリウム溶液又は塩酸溶液で調整

し，必要に応じて試験管に分注し，綿栓を

して高圧蒸気殺菌する。 

ニュートリエント寒

天培地 

肉エキス 5.0g 

ペプトン 10.0g 

寒天粉末 15.0g 

フラスコに入れて混合し，内容物を十分に

溶解した後，pH7.0～7.2(25℃)になるように

水酸化ナトリウム溶液又は塩酸溶液で調整

し，必要に応じて試験管に分注し，綿栓を

して高圧蒸気殺菌する。 

標準寒天培地 酵母エキス 2.5g 

トリプトン 5.0g 

グルコース 1.0g 

寒天粉末 15.0g 

フラスコに入れて混合し，沸騰する水溶中

で加熱して内容物を十分に溶解した後，pH 

pH7.0～7.2(25℃)になるように水酸化ナト

リウム溶液又は塩酸溶液で調整し，綿栓を

して高圧蒸気殺菌する。 

斜面培地 普通寒天培地を 6～10ml 試験管にあらかじめ温めて溶解した普通寒

天培地を 6～10ml 注ぎ，綿栓をして高圧蒸

気殺菌する。殺菌終了後，清浄な室内に試

験管を水平面に対して約 15 度傾けて置き，

内容物を凝固させる。凝結水がなくなった

ものは溶解し，再び凝固させて使用する。

SCDLP 培地 カゼイン製ペプトン 17.0g 

大豆製ペプトン 3.0g 

塩化ナトリウム 5.0g 

フラスコに入れて混合し，内容物を十分に

溶解した後，非イオン界面活性剤 7.0g を加

えて溶解させる。pH6.8～7.2(25℃)になるよ
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りん酸水素二カリウム 2.5g 

グルコース 2.5g 

レシチン 1.0g 

うに水酸化ナトリウム溶液又は塩酸溶液で

調整し，必要に応じて試験管又は三角フラ

スコに分注し，綿栓をして高圧蒸気殺菌す

る。 

りん酸緩衝液 りん酸二水素カリウム 34.0g  

 

りん酸緩衛生理食塩

水 

りん酸緩衝液 

生理食塩水(0.85％塩化ナト

リウム溶液) 

りん酸緩衝液を生理食塩水(0.85％塩化ナ

トリウム溶液)で 800 培に希釈する。必要に

応じて試験管又は三角フラスコに分注し，

綿栓をして高圧蒸気殺菌する。 

注記 調製後，直に使用しないものは 5～10℃の温度で保存し，調製後，1 か月以上過ぎたものは用

いてはならない。 

 

c) 細菌の移植及び保存 

細菌の移植は，無菌的に行う。必要に応じて安全キャビネットを使用する。 

片手に元株と移植しようとする斜面培地(フィルム密着法は普通寒天培地，菌液吸収法はニュートリ

エント寒天培地)を，他の手に白金耳の柄を持ってその手で綿栓を抜き取り，試験管の口を火炎殺菌す

る。白金耳を火炎殺菌し，新しい斜面培地の凝結水のある部分に白金耳の先を付けて冷却し，これを

用いて元株の菌体を一部かき取り，新しい斜面培地に面線塗抹する（図 2）。再び試験管の口を火炎殺

菌し，元のように綿栓する。使用した白金耳は火炎殺菌しておく。移植を行った斜面培地を温度 35±

1℃で 24～48 時間培養し，その後は，温度 5～10℃で保存する。移植してから 1 か月以内に次の移植

を同様に行い継代培養する。 

注記 1 継代回数は，菌株保存機関から分譲された元株から数えて 10 回を限度とする。また，移植し

て 1 か月以上過ぎたものは，次の移植に用いてはならない。  

注記 2 菌株保存機関から分譲された菌株を，凍結乾燥，凍結などの長期保存可能な方法で保存した

菌株にあっては，保存菌株を作成するために元株から培養した継代回数を保存菌株の継代回数

とする。この保存菌株を試験に用いる場合は，10 回から保存菌株の継代回数を引いた回数を使

用限度とする。 

注記 3 図 2 のように，白金耳の先を凝結水につけて細菌を分散し，ここから斜面上方まで白金耳で

直線を引くか，又は白金耳の先を再び凝結水につけて蛇行させながら斜面上方まで線を引く。 

 

傾斜培地

凝結水

 

 

 

 

 

 

 

図 2 細菌の移植 
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3.4 試験方法 

3.4.1 菌濃度の調整  

a) ATP標準試薬をプラスチック試験管を用いて精製水で正確に 2×10-8,-9,-10mol/lに希釈し，それぞれ 0.1ml

プラスチック試験管に分取し，菌液調整用緩衝液 0.9mlを加え希釈液測定用試料とする。 

b) 精製水 0.1ml，菌液調整用緩衝液 0.8ml，ATP 消去剤 0.1ml をプラスチック試験管に加え十分にかくは

んした後，3 本の試験管に各々0.1ml 分注し，5～30 分静置し，ブランク測定用試料とする。 

c) 希釈液測定用試料，ブランク測定用試料の試験管に ATP 抽出試薬 0.1ml を加えてかくはんした後，ATP

発酵試薬 0.1ml を加え，試験管かくはん機で 5 秒間かくはんし，それぞれの発光光度計で発光量を測

定する。 

d) 希釈液測定から得られた発光量の平均値で ATP 濃度を除し，その平均を係数Ａとし，式 1 に Y=0 を代

入し係数Ｂを求める。 

 
検量線式：Y=AX+B・・・式 1 

Y：ATP 濃度(mol/l) 

X：発光量  

 

e) 菌液 0.1ml，菌液調整用緩衝液 0.8ml，ATP 消去剤 0.1ml を ATP 消去処理用試験管に加え十分にかくは

んした後，3 本の測定用試験管に各々0.1ml 分注しを，5～30 分静置する。 

f) 測定用試験管に ATP 抽出試薬 0.1ml を加えて 5 秒間かくはんしたのち，ATP 発光試薬 0.1ml を加え発

光光度計で発光量を測定する。 

g) a)によって ATP 濃度 Y を求め，式 2 で菌濃度に換算する。 

 
P=10×Y×10-3/Q・・・式 2 

10：希釈倍率 

P：菌濃度(個/ml) 

Q：細胞一個当たりの ATP 量(mol/個) 

 

細菌の種類 細胞一個当たりの ATP 量(mol/個) 

スタフィロコッカス・アウレウス（黄色ブドウ球菌） 2.4×10-18

エシェリヒア・コリー（大腸菌） 1.7×10-18

クレブシェラ・ニュウモニアエ（肺炎かん菌） 9.6×10-19

メチシリン レジスタント スタフィロコッカス・アウ

レウス（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌） 
8.6×10-19

シュードモナス・アルギノーサ（緑膿菌） 2.4×10-18

 

3.4.2 フィルム密着法 

この試験方法は，プラスチック製品，金属製品，セラミック製品などの繊維製品以外の製品に適用する。 

なお，細菌の取扱いは，無菌的に行うとともに試験実施者，器具及び作業環境の細菌汚染に注意する。

必要に応じて安全キャビネットを使用する。 
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a) 試験片の調製  

製品の平らな部分を 50±2mm 角(厚さ 10mm 以内)の正方形を切り取り，これを標準の大きさの試験

片とする。これらを，無加工試験片は 6 個，抗菌加工試験片は 3 個準備し，試験片の全面を，エタノ

ールを吸収させた局方ガーゼ又は脱脂綿で軽く 2～3 回ふいた後，十分に乾燥する。 

注記 1 製品を 50±2mm角(厚さ 10mm以内)の正方形に切り取ることが困難又は不可能な場合，表面

積 400～1 600mm2のフィルムをかぶせることが可能な試験片の形状及び大きさとする。 

  2 無加工試験片が準備できない場合は，フィルムを使用し，また試験片の調製に当たっては微

生物汚染，製品間の形状から試験片の調製が困難な場合は，同じ原材料及び加工方法で別途平

板状に加工したものから試験片を調製する。 

  3 無加工試験片（抗菌無加工製品又はフィルムから切り取った試験片）6 個のうち，3 個は試験

菌液接種直後の生菌数測定用に，残りの 3 個は 24 時間培養後の生菌数測定に用いる。 

  4 試験片の軟化，表面の塗装の溶解，成分の溶出などの変化が起こり，これらが原因で試験結

果に影響を及ぼすと判断される場合においては，他の適切な方法を用いて清浄化するか，又は

清浄化せずにそのまま試験に用いる。 

b) 試験菌液の接種 

1/500NB(普通ブイヨン培地)で調整した菌数が 2.5～10×105 個/ml の菌液を各試験片を試験面を上に

して滅菌済シャレー内に置く。試験菌液をピペットで正確に 0.4ml 採取し，これをシャレー内の各試

験片に滴下する。滴下した試験菌液の上にフィルムをかぶせ，菌液がフィルムの端からこぼれないよ

うに注意しながら，試験菌液がフィルム全体に行きわたるように軽く押さえつけた後，シャレーのふ

たをする（図 3）。 

試験菌液を接種した試験片（無加工試験片 3 個と抗菌加工試験片 3 個）の入ったシャーレを温度 35

±1℃，相対湿度 90％以上で 24±1 時間培養する。 

 

 

シャーレふた
試験菌液0.4ml

試験菌液0.4ml

フィルム

フィルム

試験片

試験片

シャーレ

シャーレ

40±2

4
0±

2

5
0±

2

50±2

単位ｍｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 試験片への菌液の滴下及びフィルムの被膜 
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c) 接種した試験菌の洗い出し 

1) 試験菌液接種直後の試験片 

試験菌液を接種した直後の無加工試験片 3 個について，被覆フィルムと試験片をそれぞれ菌液が

こぼれないように注意しながら滅菌したピンセットを用いて滅菌済ストマッカー袋内に入れ，これ

にピペットで SCDLP 培地 10ml を加え，手又は微生物試験用の抽出装置(ストマッカーなど)で試験

片及び被覆フィルムを十分にもみ，試験菌を洗い出す。 

2) 培養後の試験片 

b)の培養後の試験片について，1)と同様に試験菌を洗い出す。 

3.4.3 菌液吸収法 
 この試験方法は，繊維製品に適用する。 
 なお，細菌の取扱いは，無菌的に行うとともに試験実施者，器具及び作業環境の細菌汚染に注意する。

必要に応じて安全キャビネットを使用する。 

a) 試験片の調製 

製品から約 18mm 角の正方形を切り取り，これを標準の大きさの試験片とする。フィルム密着法と

同様に，無加工試験片は 6 個，抗菌加工試験片は 3 個準備する。試験片はオートクレーブによる高温

蒸気殺菌にて殺菌する（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験片のオートクレーブ処理

取り出し

乾燥

ふたなしでオートクレーブ処理
　(121℃×15分)
ふたは別にアルミホイルに包んで

　オートクレーブ処理

 

図 4 試験片のオートクレーブ処理法 

 

b) 試験菌液の接種 

菌濃度を 1～2×108 個/ml 及び 1±0.3×105 個/ml に調整した試験菌液ピペットで正確に 0.2ml 採取

し，試験片(無加工試験片 3 個と抗菌加工試験片 3 個)試験片(無加工試験片 3 個と抗菌加工試験片 3 個)

の数カ所に接種し，バイアル瓶のキャップを閉め，37±1℃で 18±1 時間培養する。 

c) 接種した試験菌の洗い出し 

1) 試験菌液接種直後の試験片  

試験菌液を接種した直後の無加工試験片 3 個について，りん酸緩衝生理食塩水 20ml を加え，キ

アルミホイル

試験片

80～100℃時点
で取り出す

クリーンベンチ内で1時間放置
ただし、アルミホイルは取り除く
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ャップを閉め，手振り(振幅 30cm，30 回振とう)又は試験管用攪拌機(5 秒間，5 回)で各試験片から

菌を洗い出す。 

2) 培養後の試験片 

b)の培養後の試験片について，1)と同様に試験菌を洗い出す。 

3.5 試験結果 

a) 生菌数の測定 

1) フィルム密着法及び菌液吸収法で得られた洗い出し液 1ml をピペットで正確に採取し，りん酸緩衝

生理食塩水 9.0ml の入った試験管に加え 10 倍の希釈溶液を作製する。作製した溶液で同様の作業を

繰り返して，10 倍希釈系列希釈液を作製する（図 5）。 

 

10倍希釈洗い出し液 100倍希釈 1000倍希釈

ピペット

りん酸緩衝
生理食塩水

フラスコ

1ml 1ml 1ml

洗い出し液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 希釈溶液作成方法 

 

2) 洗い出し液及び各希釈液から，それぞれ 1ml を滅菌済シャーレ 2 枚に分注する（図 6）。 

 

フラスコ

1mlを分注する

シャーレ

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 分注方法 

 

3) これらのシャーレ 1 枚当り，46～48℃に保湿した標準寒天培地 15～20ml を加え，よく混合し，シャ

ーレのふたをして室温で放置し，培地が固まった後，シャーレを倒置し，温度 35±1℃で 40～48 時

間培養する（図 7）。 
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培地が固まった後
シャーレを倒置シャーレ

フタ

標準寒天培地

図 7 シャーレの倒置 

 

4) 培養後，原則として 30～300 個の集落が現れた希釈系列のシャーレの集落数を測定する。洗い出し

液 1ml を分注した寒天平板においても集落数が 30 個未満の場合は，その集落数を測定する。  

  

 

 

 

 

 

 
洗い出し液 10倍希釈 100倍希釈 1000倍希釈

細菌
シャーレ

図 8 集落数の測定 

 

b) 生菌数の計算 

測定した集落数から式 3 によって生菌数を求める。 

 
N=C×D・・・・式 3 

 
N：生菌数(試験片 1 個当り)       

C：集落数(採用した 2 枚のシャーレの集落数平均値)       

D：希釈倍数(採用したシャーレに分注した希釈液の希釈倍数) 

 

注記 生菌数は有効数字 3 けた目を四捨五入して 2 けたで表示する。生菌数平均値を求める場合は，

試験片 3 個の各生菌数測定値を算術平均し，有効数字 3 けた目を四捨五入して 2 けたで表示す

る。 

 

c) 試験成立の判定 

次の試験成立条件を満たすとき，その試験は有効と判定する。すべての条件を満足しない場合は，

試験不成立と判定し，再度試験を実施する。 

無加工試験片の接種直後の生菌数の対数値について，式 4 が成立する。 

 
(Lmax－Lmin)/(Lmean)≦0.2・・・・式 4 
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Lmax：生菌数対数値の最大値 

Lmin：生菌数対数値の最小値 

Lmean：3 個の試験片の生菌数対数値の平均値 

 

d) 抗菌活性値の計算 

試験が成立した場合について，式 5 によって抗菌活性値を求める。   

 
R=［log(B/A)－log(C/A)］=［log(B/C) ］・・・・式 5  

 
R：抗菌活性値 

A：無加工試験片の接種直後の生菌数の平均値（個） 

B：無加工試験片の 24 時間後の生菌数の平均値（個） 

C：抗菌加工試験片の 24 時間後の生菌数の平均値（個） 

注記 数値は，小数点以下 2 けた目を切り捨て，小数点以下 1 けたで表示する。  

 

 


