
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

異なる素材表面に付着させたサルモネラに対する
ショ糖パルミチン酸エステル，マイクロバブルおよ
び微酸性次亜塩素酸水の併用効果

三島, 朋子
九州大学大学院生物資源環境科学府生命機能科学専攻食料化学工学教育コース食品衛生化学研究室 | 九
州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食料化学工学講座食品衛生化学研究室

芳住, あさこ
九州大学大学院生物資源環境科学府生命機能科学専攻食料化学工学教育コース食品衛生化学研究室 | 九
州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食料化学工学講座食品衛生化学研究室

山川, 真美
九州大学大学院生物資源環境科学府生命機能科学専攻食料化学工学教育コース食品衛生化学研究室 | 九
州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食料化学工学講座食品衛生化学研究室

宮地, 夏海
九州大学大学院生物資源環境科学府生命機能科学専攻食料化学工学教育コース食品衛生化学研究室 | 九
州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食料化学工学講座食品衛生化学研究室

他

https://doi.org/10.15017/1854045

出版情報：九州大学大学院農学研究院学芸雑誌. 72 (2), pp.53-60, 2017-09-08. 九州大学大学院農学研
究院
バージョン：
権利関係：



53

九大農学芸誌 （Sci. Bull. Fac. Agr., Kyushu Univ.） 
第 72 巻　第 2 号　53-60　（2017）

緒　　　　　言

　生食用カット野菜の消費量増加に伴い，青果物を原
因とする食中毒の事例も増加傾向にある（Garrett et 
al., 2003）．我が国では，2012年，白菜の浅漬けによ
る腸管出血性大腸菌食中毒により8名の死者を出して
おり，加熱せずに喫食する生食用野菜や果物加工品，
浅漬けなどの製造段階における微生物制御はますます
重要視されている．
　食品業界において手指，機械器具および食品原材料
などの殺菌には次亜塩素酸ナトリウムが広く使用され
ているが，異常な風味の発生やトリハロメタンや塩素
ガスの発生，また製造工程中の金属腐食などといった
様々な問題点が指摘されている（日高ら，1992）．こ
れらの問題点を解消するために種々の電解水などが開
発 さ れ て き た（ 小 暮，2002； 土 井，2001； 土 井，
2002）．このうち微酸性次亜塩素酸水（Slightly acidic 
hypochlorous water，SAHWと略す）の殺菌成分は次
亜塩素酸ナトリウムと同じ遊離次亜塩素酸であるが，

微酸性で使用するため低い有効塩素濃度で次亜塩素酸
ナトリウムと同程度の殺菌効果が期待できる（Soli et 
al., 2010a; Soli et al., 2011）．これまで我々は，主要な
生食用野菜であるレタスの殺菌にはマイクロバブル発
生下でのショ糖パルミチン酸エステルによる前処理と
これに続く50℃での30 mg/LのSAHW処理の組合せ
が有効であることを示してきた（Soli et al., 2010a; 
Soli et al., 2011）．野菜など植物表面に付着した細菌に
対する前処理，殺菌処理およびこれらの併用効果，ま
た，付着菌の損傷回復機構を分子生物学的な視点で解
明するためには，処理後に植物表面から被検菌または
被検菌のRNAを回収する必要がある．人為的に付着さ
せた細菌を植物表面から回収するためには植物ごと破
砕して微粒子として細菌菌体を回収する必要がある
が，実際の植物表面には種々の細菌が付着している上

（Francis et al., 1999; Soli et al., 2010b），植物由来の
ミトコンドリアも細菌とともに回収されるため，目的
の細菌または細菌由来のRNAを効率良く回収するの
は困難である．この影響を取り除くためには，植物表
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面を近似したモデル系での実験が必要である．
　本研究では，マイクロバブル発生下でのショ糖パル
ミチン酸エステルによる前処理およびこの後のSAHW
による殺菌処理の野菜表面に付着したサルモネラに対
する損傷および損傷回復機構解明のため，付着状態と
浮遊状態の Salmonella Enteritidis に対する併用効果の
違いを調べた。さらにタンパク質保持力の異なるニト
ロセルロース膜、PVDF膜、Hybond-Ｎ + 膜に付着させ
たS. Enteritidisに対する併用効果をキャベツに付着さ
せた場合と比較検討した。
　本研究は，平成23年度農林水産省「生産・流通・加
工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク
低減技術の開発」事業の一部として行ったものであり，
関係各位に深謝致します．

材  料  と  方  法

1．供試菌株と培養
　Salmonella Enteritidis IFO 3313 は大阪発酵研究所
よ り 購 入 し た． 菌 体 をTryptic Soy Broth（TSB，
Becton, Dickinson and Company）5 mL中で37℃で一
夜振とう培養して定常期の菌体を得た．この培養液を
遠心分離（5,000×g，25℃，5分）後，菌体は滅菌生
理食塩水5 mLに懸濁し，遠心分離により集菌した．
菌体を滅菌生理食塩水にOD660=0.12となるように懸
濁して約108 CFU/mLの菌液を調製し，付着に用いた

（菌懸濁液1）．浮遊状態の菌体に対する影響を調べる
場合には，一夜培養後の培養液10 mLから同様に集菌，
洗浄後，滅菌生理食塩水1 mLに懸濁した（菌懸濁液2）．

2．前処理界面活性剤および殺菌剤の調製 
　SAHWは，水道水と3％塩酸を用いてピュアスター 
Mp-240（トーワテクノ（株））により生成し，有効塩
素濃度0.5 mg/Lとなるように脱イオン水で希釈した

（Soli et al., 2010a）．有効塩素濃度の測定にはChlorine 
Test（free chlorine）（MERCK社）を用いた．前処理
には，ショ糖パルミチン酸エステルを含む製剤モノエ
ステルP（三菱化学フーズ（株））を有効成分ショ糖パ
ルミチン酸エステルが100 mg/Lとなるように脱イオ
ン水に溶解したものを使用した．調製した2.5 Lの
100 mg/Lショ糖パルミチン酸エステル水溶液中にマ
イクロバブル発生装置ナノスター（（株）富喜製作所）
を用いてマイクロバブルを発生させた．

3．キャベツおよび膜への細菌の付着
　ニトロセルロース膜としては，Membrane filter mixed 

cellulose ester（孔径0.45μm, 直径47 mm，ADVANTEC
社）を用いた．Polyvinylydenfluoride（PVDF）膜とし
てはClear Blot Membrane-P（孔径0.2μm，アトー株
式会社）を用い，直径47 mmの円形にカットしたもの
を100%メタノールに浸漬して親水化した後，脱イオ
ン水で3回洗浄して使用した． Hybond-Ｎ +（陽電荷ナ
イロン膜，孔径0.45μm，ＧＥヘルスケアジャパン

（株））も直径47 mmの円形にカットして使用した．膜
を吸引ろ過装置にセットし，約20 mLの滅菌水で洗浄
後，調製した108 CFU/mLの菌懸濁液1を10 mL吸引
濾過して菌体を膜上に集めた．室温で24時間静置して
付着させた後，500 mLの滅菌生理食塩水で30秒間洗
浄したものを試験に供した．キャベツについては，
3 cm角にカットした市販キャベツの葉の4箇所に菌懸
濁液1を20μLずつスポットし，室温で24時間静置し
て付着させた．同様に滅菌生理食塩水で洗浄して試験
に供した．

4． 浮遊菌および付着菌に対する界面活性剤および
SAHWによる単独および併用処理

　我々の報告した組合せ法（Soli et al., 2010a; Soli et 
al., 2011）では，野菜の殺菌におけるSAHWによる処
理は有効塩素濃度30 mg/Lで50℃にて行うが，純粋培
養したS. Enteritidis IFO 3313浮遊菌に対して同処理
を行うと殆どの菌が死滅したため，併用処理機構の検
討におけるSAHWによる処理は，予備実験の結果，完
全には死滅しない損傷状態を確認できた有効塩素濃度
0.5 mg/Lで室温にて行った．各試験区（浮遊菌および
各付着菌）について3回試験を行ない，総菌数の平均
±SD（log CFU）で示した．

（1）浮遊菌の処理
　単独処理の場合は，マイクロバブルを発生させた
100 mg/Lショ糖パルミチン酸エステルを含む溶液
10 mLまたは，0.5 mg/L SAHW 10 mLを入れた試験
管にS. Enteritidis IFO 3313菌懸濁液2を30μL添加

（終濃度約108 CFU/mL）し，室温で5分間静置した．
SAHW処理後には50 mMチオ硫酸ナトリウムを200μL
添加（終濃度1 mM）し，ボルテックスミキサーで十
分混和してSAHWを還元失活させた．遠心分離（5,000
×g，25℃，5分）により集菌した菌体は5 mLの滅菌
生理食塩水に懸濁後，さらに遠心分離（5,000×g，
25℃，5分）により洗浄して生菌数を測定した．併用
処理の場合には上記と同様にマイクロバブルを発生さ
せた100 mg/Lショ糖パルミチン酸エステルを含む溶
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SYSTEM®（Don Whitley Scientific Limited, UK）を
用いて測定した．RABIT SYSTEM® は微生物が培地
成分を利用して増殖する際に生じる代謝産物により生
じる培地のインピーダンスの変化を検知することによ
り微生物の増殖を測定する装置である．まず，種々の
菌濃度のS. Enteritidis懸濁液1 mLとRABIT Whitley 
Impedance Broth（Don Whitley Scientific Limited, 
UK）4 mLをRABIT SYSTEM® 用チューブ中で混合
してラビットシステムにセットした．37℃で培養して
培地のインピーダンスの変化を測定した．培地のイン
ピーダンスが急激に低下し始めた培養時間を検出時間
として，検出時間と初発菌数をプロットして検量線を
作成した．104 〜 108 CFU/mL のS. Enteritidisを37℃
で48時間培養した際の検出時間より検量線を求めた結
果，次の回帰式が得られた．検量線はFig.1に示す．
　y=−0.0139x＋7.8116（R2=0.999）
　　　y : S. Enteritidis推定生菌数（log CFU）
　　　x : 検出時間（min）
　この回帰式を用いてストマッキング抽出後に膜から
剥がれずに残存した生菌数を推定した．
　ストマッキング抽出後のキャベツの葉については，葉
を全て滅菌ピンセットで取り出し，新たなストマッカー
袋に入れた．これに滅菌生理食塩水100 mLを加えて洗
浄した．この洗浄操作は2回繰り返した．同様に膜も洗
浄した後，キャベツの葉および膜をRABIT Whitley 
Impedance Broth 5 mLを含むRABIT SYSTEM® 用の
チューブに入れ，37℃で48時間培養し，培地のイン
ピーダンスの変化を測定した．得られた検出時間より
培地中に含まれていた推定生菌数を算出し，ストマッ
キング抽出後にもキャベツの葉および膜に付着生残し

液10 mL中で処理し，遠心分離（5,000×g，25℃，5分）
により回収して滅菌生理食塩水で洗浄した菌体を滅菌
生理食塩水1 mLに懸濁した．この1 mLの菌懸濁液を
0.5 mg/L SAHW 9 mLと混合して室温で5分間処理し
た．50 mMチオ硫酸ナトリウムを200μL添加してボ
ルテックスミキサーで十分混和後，滅菌生理食塩水で
洗浄して生菌数を測定した．

（2）付着菌の処理
　単独処理の場合は，S. Enteritidisを付着させた膜お
よびキャベツをマイクロバブル発生下で100 mg/L
シ ョ 糖 パ ル ミ チ ン 酸 エ ス テ ル 溶 液2.5Ｌ ま た は，
0.5 mg/LのSAHW 1 Lに5分間浸漬して処理した後，
500 mLの脱イオン水中で30秒間洗浄して生菌数を測
定した．併用処理の場合は，上記同様にショ糖パルミ
チン酸エステル溶液で5分間処理後，脱イオン水で30
秒間洗浄し，続いて0.5 mg/LのSAHW 1 Lに5分間
浸漬して処理した．処理後は500 mLの脱イオン水で
30秒間洗浄して生菌数を測定した．

5．生菌数の測定
　浮遊状態で処理後の菌懸濁液は，滅菌生理食塩水で
10倍希釈系列を作製し，Tryptic Soy Agar平板培地 

（TSA培地，Becton, Dickinson and Company）および
Desoxycholate-hydrogen sulfide-lactose（DHL） 寒 天
平板培地（日水製薬（株））に100μLずつ塗抹して
37℃で48時間培養した．付着状態の処理では，処理後
の膜およびキャベツをストマフィルター（フィルター
付きストマッカー袋，GSIクレオス）に入れ，滅菌生
理 食 塩 水250 mL中 でMasticator（IUL instruments, 
Barcelona, Spain）を用いてストマッキングによる付
着菌の抽出を30秒間行った．滅菌生理食塩水で10倍
希釈系列を作製し，TSA培地およびDHL寒天培地に
100μLずつ塗抹して37℃で48時間培養した．生じた
コロニー数を計測し，TSA培地に形成されたコロニー
数から生菌数（総数）を，DHL寒天培地に形成された
灰色から黒色のコロニー数からサルモネラの非損傷菌
数（総数）を算出した．両培地で測定した生菌数の差
を回復可能な損傷菌数（総数）とした．各試験区（浮
遊菌および各付着菌）についての3回の試験結果を総
菌数の平均±SD（log CFU）で示した．

6．ラビットシステムによる膜残存菌数の推定
　ストマッキングによる抽出後にも膜やキャベツに付
着したまま生残したサルモネラの生菌数はRABIT 

Fig. 1． Relationship between viable count of S . 
Enteritidis and detection time by RABIT 
SYSTEM®
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ていた推定生菌数（総数）とした．各試験区（各付着菌）
について3回の試験結果を総菌数の平均±SD（log 
CFU）で示した．

結　　　　　果

1．浮遊菌に対する単独および併用処理の影響
　薬剤の効果を付着菌と比較するため，まず浮遊状態
のS. Enteritidisに対する影響を調べた結果をFig 2に
示す．マイクロバブル発生下で100 mg/Lショ糖パル
ミチン酸エステルで処理しても生菌数と非損傷菌数の
差はコントロールとほとんど同じであったことから，S. 
Enteritidisは損傷しないことが示された．これに対し
て0.5 mg/L SAHWで単独処理した場合には生菌数は
大きく低下（約3 log）して4.8 log CFUとなり，非損
傷菌数との差は0.8 logで85％が回復可能な損傷菌で
あった．さらに，併用処理した場合には，生菌数の低
下は，1.6 logで，SAHW単独処理よりもかなり少な
かった．また，回復可能な損傷菌の割合もSAHW単独
処理よりも併用処理の方が少なかった．

2．付着菌に対する単独および併用処理の影響
（1）キャベツ付着菌
　キャベツに付着させたS. Enteritidis に対する単独
処理および併用処理の影響をFig. 3に示す．ストマッ
キング抽出により遊離した生菌数は脂肪酸エステル単
独，SAHW単独および併用処理後にはコントロールに
比べ，約0.3，1.3，1.3 log低下した．キャベツに付
着させたS. Enteritidisに対しては，使用した薬剤濃度
では併用効果はほとんど認められず，さらに各処理区
における回復可能な損傷菌の割合も70％程度とほとん
ど同じであった．SAHW処理後の生菌数は浮遊菌の場
合よりも1.5 log以上多く，付着菌に対するSAHWの
殺菌効果は浮遊菌に対する効果に比べ，かなり弱かっ
た．RABIT SYSTEMによる測定の結果，コントロー
ル，脂肪酸エステル単独，SAHW単独および併用処理
後では，キャベツの葉には約6.0，6.0，5.0および
5.0 log CFUのS. Enteritidisがストマッキング抽出し
ても遊離せず付着生残していた．これはストマッキン
グ抽出により遊離してくるコントロール生菌数の2.7，
2.6，0.3および0.2％が付着したままでキャベツの表
面に残っていることを示している．

（2）ニトロセルロース膜付着菌
　膜に付着させたS. Enteritidis に対する単独処理お
よび併用処理の影響をFig. 4（a）に示す．ニトロセル

ロース膜付着菌では，脂肪酸エステル単独，SAHW単
独および併用処理により，生菌数がコントロールに比
べ約0.7，3.2および4.2 log低下した．SAHW単独の
殺菌効果は浮遊菌と同程度であったが，併用処理後に
は生菌数がさらに0.95 log低下しており併用効果が認
められた．また，キャベツに付着させた場合に比べ，

Fig. 2． Effects of sucrose palmitate under microbubble 
generation and/or SAHW on viability of S. 
Enteritidis in suspension

              S. Enteritidis was directly treated with 
sucrose  pa lmi ta te  under  microbubb le 
generation and/or SAHW. Viable counts were 
determined by the plating method using TSA

（□）and DHL（■）agar.

Fig. 3． Effects of sucrose palmitate under microbubble 
generation and/or SAHW on S. Enteritidis 
adhered to the surface of cabbage leaves.

              Cabbage leaves inoculated with S. Enteritidis 
were treated with sucrose palmitate under 
microbubble generation and/or SAHW. Viable 
bacterial counts of cabbage leaves were 
determined by the plating method using TSA

（□）and DHL agar（■）after treatment with 
a stomacher for 30 sec. Viable counts of S. 
Enteritidis retained on cabbage leaves after 
the treatment with stomacher were estimated 
by using RABIT SYSTEM®（■）.
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考　　　　　察

　マイクロバブル発生下のショ糖パルミチン酸エステ
ル処理，SAHW処理および併用処理の影響を浮遊菌と
キャベツおよび膜付着菌で比較すると，S. Enteritidis 
を浮遊状態で併用処理した場合の結果は，付着状態の
結果とは全く異なり，生菌数の低下はSAHW単独処理
よりも小さく，損傷菌の割合もSAHW単独処理よりも
少なかった（Fig. 2，3）．今後，ストレス応答遺伝子
の発現などを調べる必要があるが，浮遊状態ではマイ

SAHW処理で1.9 log，併用処理では2.9 log程度生菌
数が少なかった．ストマッキング抽出後の膜にはコン
トロール，脂肪酸エステル単独，SAHW単独および併
用処理後にはそれぞれ6.5，6.2，2.6および2.6 log 
CFU程度のサルモネラの生残が推定され，これはスト
マッキング抽出により遊離してくるコントロール生菌
数 の7.4，4.1，0.001お よ び0.001 ％ に 相 当 し た．
SAHW単独および併用処理後には付着したままの生残
菌数はキャベツに比べ2 log以上少ない結果で，損傷菌
の割合も併用処理により大きく増加し，生菌数の96%
以上が損傷菌であると推定された．

（3）PVDF膜付着菌
　PVDF膜に付着させた場合（Fig. 4（b））には，脂
肪酸エステル単独，SAHW単独および併用処理で，コ
ントロールに比べ，生菌数がそれぞれ約0.6，1.2およ
び2.3 log低下した．各試験区の生菌数の低下は，ニト
ロセルロース膜に付着させた場合より小さかったが，
キャベツ付着菌の結果よりも若干大きく，特に併用処
理後にはキャベツ付着菌の場合より生菌数は1 log程度
少なかった．ストマッキング抽出後の膜にはコント
ロール，脂肪酸エステル単独，SAHW単独および併用
処 理 後 に は そ れ ぞ れ6.6，6.4，4.8お よ び4.7 log 
CFU程度のサルモネラの生残が推定され，これはスト
マッキング抽出により遊離してくるコントロール生菌
数の3.2，2.2，0.06および0.04％に相当した．また，
損傷菌の生成はコントロールでは生菌の70％程度で
あったが，SAHW単独処理では生菌の90％程度まで増
加した．

（4）Hybond-N+ 膜付着菌
　Hybond-N+ 膜に付着させた場合（Fig. 4（c））には，
脂肪酸エステル単独，SAHW単独および併用処理で，
生菌数がコントロールに比べ0.7，1.0および0.9 log
低下した．ストマッキング抽出後のHybond-N+ 膜には
コントロール，脂肪酸エステル単独，SAHW単独およ
び併用処理後にも7.2，6.7，6.2および6.2 log CFU
の生菌が残存すると推定され，これはストマッキング
抽出により遊離してくるコントロール生菌数の21，
7.8，2.2および2.3％に相当し，各処理区でストマッ
キング抽出された生菌数の21，41，24および20％に
ものぼった．SAHW単独および併用処理後の付着残存
菌の割合は，キャベツに比較すると約4倍高い割合で
あった．損傷菌の生成も他の場合より若干少なかった．

Fig. 4． Effects of sucrose palmitate under microbubble 
generation and/or SAHW on viability of S. 
Enteritidis adhered to surface of various 
membranes.

              The Nitrocellulose（a）, PVDF（b）, and 
Hybond-N+（c） membranes inoculated with S. 
Enteritidis were treated with sucrose 
palmitate under microbubble generation and/or 
SAHW. Viable bacterial counts of the 
membranes were determined by the plating 
method using TSA（ □ ）and DHL agar（ ■ ）
after treatment with a stomacher for 30 sec. 
Viable counts of S. Enteritidis retained on the 
membranes after the treatment with stomacher 
were estimated by using RABIT SYSTEM® 

（■）.
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クロバブル発生下でのショ糖パルミチン酸エステルに
よる前処理により馴化してS. Enteritidisのストレス耐
性が増加したため，SAHWに対する耐性が増加した可
能性が考えられた（Kwon and Ricke，1998; Leyer and 
Johnson，1993）．これに対して，キャベツや膜に付着
させた菌体の処理では，処理中および洗浄後にも付着
菌は遊離し，最終的に付着生残した生菌をストマッキ
ング抽出により遊離させて測定する．このため併用処
理では，脂肪酸エステルによる前処理後に付着生残し
ている菌体でも，膜表面への付着力が弱くなった場合
には，この後のSAHW処理の影響を受けやすくなって
死滅，あるいは膜から遊離することが考えられる．今
回使用した膜のタンパク質および核酸の保持性能は，
各社のカタログおよび取扱説明書の記載から，ニトロ
セルロース膜は80−100μg/cm2，PVDF膜は150−
160μg/cm2，Hybond-N+ 膜は600μg/cm2 以上とされ
ている．特にタンパク質などの保持力が弱いため，ニ
トロセルロース膜では，本研究のような低濃度の
SAHWでも併用処理後には単独処理よりも約1 log多
く生菌数が低下したものと思われる．
　本研究の結果，一晩放置して膜に付着させたS. 
Enteritidisを界面活性剤や殺菌料で処理しても，処理
後の生菌数は膜素材の違いにより大きく異なった（Fig. 
4）．ニトロセルロース膜では，コントロールおよび界
面活性剤処理による菌の遊離や死滅は他の膜と同程度
であったが，SAHW単独および併用処理により死滅ま
たは膜から遊離した菌数は2 〜 3 log高かった．PVDF
膜では，各単独処理後の生菌数はキャベツと同程度で
あったが，併用効果はキャベツに比べ数倍高く現れた．
これに対して，Hybond-N+ 膜では，SAHW単独および
併用処理の効果はキャベツ付着菌に対する効果よりも
若干低かったが，ストマッキング抽出後の膜には各処
理後に抽出された生菌数の20-40％に相当するサルモ
ネラが付着生残していた．これらの結果から，1日間
と短い付着期間であっても，タンパク質や核酸保持力
の強い表面に付着させた細菌は，保持力の弱い表面に
付着させた場合に比べて界面活性剤や殺菌料の影響を
受けにくいと考えられる．野菜表面は微視的にきわめ
て複雑な構造と考えられており，その表面にはクチク
ラ層と呼ばれる脂質の層が存在している（Schonherr 
and Baur，1996）．微生物はこの植物表面に粘着性の
菌体外多糖類を骨格とする物質を介してバイオフィル
ムを形成して強固に付着していると考えられている

（White et al., 2003）．また，野菜に付着している細菌
は，気孔やクチクラ層の割れ目の中や表皮の損傷箇所

だけでなく，葉の内部に多数存在する導管にも存在す
ると報告されている（Monier and Lindow，2004）．完
全に植物表面を既存の膜物質で近似することは困難で
あるが，各処理後の膜からストマッキングにより抽出
された生菌数測定の結果，付着させたS. Enteritidisの
消長は，Hybond-N+ 膜が最もキャベツに近かったが，
ストマッキング抽出後の膜には各処理後に抽出された
生菌数の20-40％と高率にサルモネラが付着生残して
いた．これらの結果から，キャベツのような植物表面
に付着させた細菌に対する脂肪酸エステルおよび
SAHWの単独および併用効果を評価するモデル系とし
ては，試験した3種の膜物質の中ではPVDF膜が適し
ていると考えられる．しかし，対象とする野菜の種類
や使用する界面活性剤および殺菌料の種類が異なると
傾向も異なることが予想される．キャベツ表面よりも
細菌がより強く付着する野菜類への効果や作用機構を
研究する場合には，今回試験した中では，Hybond-N+

膜も利用できると考えられる．これまでの我々の研究
から，細菌のプラスチック表面への付着において，そ
の付着量は培地の種類や培養温度に依存して大きく異
なる(宮本ら，2009；Miyamoto et al., 2011）ことが示
されており，膜への付着においても，さらに，使用す
る細菌種毎に最適な付着条件の設定が必要と思われ
る．

要　　　　　約

　ショ糖パルミチン酸エステルおよびマイクロバブル
と微酸性次亜塩素酸水（SAHW）の併用効果を，付着
状態と浮遊状態の Salmonella Enteritidis に対して調べ
た．さらにタンパク質保持力の異なるニトロセルロー
ス 膜，PVDF膜，Hybond-Ｎ + 膜 に 付 着 さ せ たS. 
Enteritidisに対する併用効果をキャベツに付着させた
場合と比較検討した．浮遊状態では，マイクロバブル
を発生させた100 mg/Lのショ糖パルミチン酸エステ
ルで処理してもS. Enteritidisはほとんど損傷しないこ
とが示された．これに対して0.5 mg/L SAHWで単独
処理した場合にはTSAによる生菌数が3 logと大きく
低下したが，ショ糖パルミチン酸エステル処理後に
SAHW処理した場合には，TSAによる生菌数の低下
は，1.6 logで，SAHW単独処理よりも少なかった．
　キャベツの葉，ニトロセルロース膜，PVDF膜，お
よびHybond-N+ 膜に付着させたS. Enteritidisに対する
ショ糖パルミチン酸エステルおよびSAHW処理の効果
を調べた結果，キャベツに付着させたS. Enteritidisで
はショ糖パルミチン酸エステル単独処理，SAHW単独
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処理および併用処理で，TSAによる生菌数がコント
ロールに比べ，0.3，1.3，1.3 logそれぞれ低下した．
しかし，同様の処理後には，TSAによる生菌数が，ニ
トロセルロース膜付着菌では，0.7，3.2，4.2 log，
PVDF膜に付着させた場合には，0.6，1.2，2.3 log，
Hybond-N+ 膜付着菌では0.7，1.0，0.9 logそれぞれ低
下した．PVDF膜などを用いた付着細菌のモデル系は，
常在菌が存在しないため付着させる菌数をコントロー
ルしやすく，また表面の観察がしやすいといった利点
があり，付着菌に対する殺菌機構の解明に有用である
と考えられる．
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Summary

　Effects of sucrose monopalmitate under microbubble generation and/or slightly acidic hypochlorous 
water（SAHW）on Salmonella Enteritidis were investigated in suspension and on the surface of various 
materials.  In suspension, S. Enteritidis was not injured by the treatment with sucrose palmitate at 
100 mg/L under generation of microbubble, though the cells decreased the viable counts by 3.0 log by 
the treatment with SAHW at 30 mg/L. In contrast, the viable counts decreased only by 1.6 log when S. 
Enteritidis was treated with sucrose palmitate under microbubble generation and subsequent treatment 
with SAHW.  The viable counts of S. Enteritidis adsorbed on the surface of cabbage leaf decreased by 
0 .3 , 1 .3 , and 1 .3 log by the treatment with sucrose monopalmitate under microbubble generation, 
SAHW and sucrose monopalmitate under microbubble generation followed by SAHW. By the same 
treatments, the viable counts of S. Enteritidis decreased by 0.7, 3.2, and 4.2 log in cells adsorbed on 
nitrocellulose membrane, 0.6, 1.2, and 2.3 log in cells on PVDF membrane, 0.7, 1.0, and 0.9 log in 
cells on Hybond-N+membrane, respectively. It seems that the bacteria adsorbed on the surface of PVDF 
membrane provide a model system to investigate the efficacy of detergents and sterilizers on decontami-
nation of vegetables.

Key words: slightly acidic hypochlorous water, nitrocellulose, PVDF, Hybond-N+, Salmonella


