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Agenda

TOSHO

・ウイルスの感染経路

・消毒・除菌剤

・新型コロナに有効な界面活性剤

・感染者発生時の施設内消毒

・ルミテスター検証・嘔吐物処理

・アメリカ-EPA



感染状況

TOSHO

日本国内で新型コロナウィルスの感染が拡大し、私たちの生活は一変
しました。

昨年の1月15日に最初の感染者が確認されました。

感染者数概要

2021年1月17日現在

日本

33万人感染者

死亡者 4500人

全世界

9449万人

202万人



ウイルスの感染経路
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アルコール

その他の感染経路
・空気感染 ・経口感染



消毒・除菌剤について
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その他にヨウ素系(ヨードチンキ)、フェノール系(クレゾール石鹸液)などがある

消毒・除菌剤の分類（一部）

分類 消毒剤 備考

アルコール系 エタノール
手指消毒
＊即効性

塩素系
次亜塩素酸ナトリウム 漂白剤

次亜塩素酸水 手指消毒、空間噴霧＊厚生労働省HP参照

第四級アンモニウム塩系
塩化ベンザルコニウム

EPA登録洗剤に多く使われている
塩化ベンゼトニウム

酸化剤系
過酢酸

EPA登録洗剤に多く使われている
過酸化水素（オキシドール）

①汚れ（有機物：手垢、油脂等）をあらかじめ除去すること
②モノ（手指、環境・設備）に合った除菌剤を使用する

消毒・除菌剤は

床ワックスはアルコール
と反応して白くなる

金属が腐食する
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第四級アンモニウム塩の特徴

①除菌性能、持続効果

②材質への影響

③洗浄力に優れている

●洗浄成分を配合した第四級アンモニウム塩は除菌と洗浄を一度にできる
●次亜塩素酸ナトリウムは有機物（汚れなど）があると効果が低下する
●アルコール類も洗浄する効果がない

除菌洗剤として最適



塩素系の注意点

次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は異なる

新型コロナ対策
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次亜塩素酸ナトリウム：代表例-家庭用漂白剤
アルカリ性
金属腐食性
濃度0.05％で除菌

次亜塩素酸水：食塩水や塩酸を電気分解
酸性
塩素濃度80ppm以上
安定性が悪い 保管に注意

新型コロナ対策



政府の新型コロナウイルスへの対応
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新型コロナウィルスについて
の有効成分情報をNITEのホー
ムページから知ることができ
ますが、一般の人は有効成分
を知っても市販されている
「どの洗剤」に含まれている
のかを知るためには更に調べ
なければなりません

米国政府機関のEPAが
有効性について認定して
います。認定を受けた商品
は登録番号を発行される
「番号から簡単に検索」
することができます

EPA登録商品

日本とアメリカ



Niteが有効性を発表
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NITE
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新型コロナに有効な界面活性剤

●直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（0.1％以上）
●アルキルグリコシド（0.1％以上）
●アルキルアミンオキシド（0.05％以上）
●ポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2％以上）
●純石けん分（脂肪酸カリウム（0.24%以上）
●純石けん分（脂肪酸ナトリウム（0.22％以上）
●次亜塩素酸水（電解型/非電解型（35ppm以上）
●ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム（100ppm以上）

2020年6月

●塩化ベンザルコニウム（0.05％以上）
●塩化ベンゼトニウム（0.05％以上）
●塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01％以上）
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EPA登録商品



EPA
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CDC(米国疾病管理予防センター）が院内感染防止のための
ガイドラインを作成。

このガイドラインに沿って製造され、登録認定を受けた
製品をEPA登録製品と言う。

これらの製品は薬剤効果と安全性の試験を
クリアしたものです。

アメリカ合衆国環境保護庁（EPA）は、市民の健康保護と自然環境の
保護を目的とする、アメリカ合衆国連邦政府の行政機関である。

EPAとは？

EPAと登録商品とは？



新型ウイルスに対する
米国の対応
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日本はNiteが有効成分(界面活性剤）のみを検証している

アメリカはどの洗剤が有効か？

また事前にウィルスをグループごと検査し、その結果を登録しているため、
新種のウィルスが流行った場合、第一段階としてグループに属していれば、
効果があるであろうと公表できる。

どの洗剤が有効かが分かりにくい

EPAで認証しているため分かりやすい



検索方法

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

パソコンはこちらから

ここら
アクセス

Step1: Launch（開始）
Step2: EPA Registration Number

Step3: 枠の中にEPA登録番号を入力
＊番号の2パーツ

QRコード
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ここをクリックして新型コロナに有効な製品を探す

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


TOSHO

ここから入ります

List N

開始
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EPA登録番号の2パーツを入力

検索-結果
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清掃にEPA登録洗剤
による除菌清掃をご
提案します
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多目的な除菌洗剤
病院・学校・老健施設・ホテル・商業施設など

中性 嬉しい低価格

ND64

64倍

希釈後は劇物ではありません

アルカリ性で洗浄力が高い
最大の特徴＝1本化が可能

レモングリーンDD

40倍

第四級アンモニウム塩配合



除菌・消臭・防かび剤フロクワット
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最大の特徴

有効成分10％の高濃度

200倍の高希釈

医薬用外劇物

ジデシル(ジメチル）アンモニウム＝クロリド 1.5％

200倍＝
500PPM

希釈後(4倍以上）
劇物扱いではなくなります



フロクワット
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こんな場所で使われています

中性

金属が腐食しない

布製品に使える

ソファ カーテン カーペット

畳にも使える



足元も忘れずに
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建物の入口で手の消毒と合わせて
靴底も消毒する

靴底に付着したウィルスを玄関
マットでシャットアウト



拭き取り用マット使用の薦め
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拭き取り用マット

消毒用マット

【使用目安】
フロクワット 200倍で使用

例）サイズ600ｘ900ｍｍ
●2リットルの薄め液
●消毒マットにそそぎます
●頻度は使用場所によって

調整



感染者発生時の施設内消毒
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身を守る

消毒洗剤 新型コロナウィルスに有効な洗剤を正しく使用

注意事項
洗剤は噴霧せずに、使い捨てペーパータオル等に十分
な薬液を染み込ませて拭いてください。

噴霧は危険です。ウィルスが飛び散る可能性があります。

手や指が触れる場所
すべて拭きましょう

新型コロナウィルス



まとめ-ポイント
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1. 除菌剤の種類を見極める
➡アルコールは手指消毒に適している
➡次亜塩素酸ナトリウムは腐食性があるため使用対象に注意
➡第四級アンモニウム塩や過酸化水素は洗剤に適している

2. 感染者発生(疑い）がある現場を清掃する際
➡マスクは不織布を使う
➡クロスや手袋など全て使い捨てを使う
➡洗剤は噴霧しない

3. 濃度や希釈倍率はしっかり守る
➡消毒目的は除菌剤を理解し、濃度をしっかる守る
➡洗剤はマニュアルに従って希釈倍率を守る

除菌清掃も大事ですが、まずは清掃者側の安全を守りましょう
そのためには基礎知識をしっかり持ちましょう



病院清掃VTR



●希釈ツール

●ルミテスター実演
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●嘔吐物処理キット

〈実演〉



トイレ用一般用

ラベルの別売りもあります

便利な希釈ツール
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便利ツールご利用になれば希釈が簡単にできる

40倍 9回

倍率 押す回数

約250ml

原液ml

6回60倍 約168ml

10Ｌコック付き
ボトル

1プッシュ28ml
希釈用ポンプ

（5Ｌタイプもあります）

希釈ポンプ

希釈タンクの4,875mlの線まで水を入れます  (5,000-原液量125ml)

製品に希釈ポンプを取り付け、ポンプを5回プッシュします。
計量カップを使用し「原液量が125ｍｌ」になるように計量し、ボトルに原液を入れ
完成です

＊水と原液が混ざるように軽くボトルを振ってください

1プッシュ： 28ml

（ ４ ０ 倍 希 釈 原液量： 125 m l or 5 回プ ッ シュ ）

EPA 登録番号：1839-95-10693

＊＊計量カップを使用してください

希釈方法が一目で分かるステッカー付き
5Lボトル（４０倍と６０倍用） 10Lボトル（４０倍と６０倍用）

ここに貼る

便利な希釈ツール
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レモングリーンDDの効果を

ルミテスターで実感



嘔吐物処理キット

用途にあわせてカスタマイズができる！



「嘔吐物処理キット」の使用方法

実演



お問い合わせ、資料・サンプル請求は下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社TOSHO

東京本社 03-5929-9400
関西オフィス 06-6476-7351
Eメール info@coschem.jp
URL www.coschem.jp

本日はセミナーにご参加いただき、ありがとうございました。


