
Lamilux AntiBac（抗菌性FRP）

無菌表面による最高の衛生状態の実現
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• 現状
− 我々の体に生息する膨大な数の有益なバクテリアとは別に、人生の大半
で出会う望まざるバクテリアもまた多く存在します

− 食品業界、医薬業界とを問わず、これらのバクテリアは通常不愉快な、
或いは時として致命的な結果をもたらします。

− とりわけ、抗生物質の効かない耐性バクテリアは、重大な健康上、或い
は財政的なダメージを世界中で日々引き起こしています。

S. Oswald
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• 主な脅威: 耐性バクテリア

– 抗生物質による理想的処置

S. Oswald

バクテリアの死滅 または

細胞複製不可

抗生物質の使用バクテリア感染



抗生物質の使用
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• 主な脅威: 耐性バクテリア

– バクテリアはどのようにして抗生物質に対して免疫機能を持つの
か。

S. Oswald

通常のバクテリア プラス

自然発生の突然変異体

通常バクテリアの死滅、

耐抗生物質バクテリアは生

き残る。

生き残ったバクテリアの増殖
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• 耐性バクテリアの主な発生源: 食品業界での抗生物質の使用

S. Oswald
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• 耐性バクテリアの主な発生源: 食品業界での抗生物質の使用

S. Oswald

広範囲な抗生物質の大量使用
� 耐性の形成

肉、魚 フルーツ、 野菜 動物との接触を持つ人々、
或いは食品業界で働く
人々が体に付着したバク
テリアを運ぶ。

MRSA : メチシリン耐性黄色ブドウ球菌



序論

7

• 院内細菌

S. Oswald

病院への出入り許
可保持者

医者、看護師等への
細菌の付着と伝搬

自覚症状の前に、耐性バクテ
リアに感染している。

これらの細菌が傷口や肺に入った場合、重症感染が起こる恐れ
があります。既に耐性を持っている病原体に対して医者が抗生
物質を使用した場合、耐性は更に拡大します。

他の人々の細菌感染と
伝染
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• LAMILUX AntiBac（抗菌性FRP）
− LAMILUX AntiBacは、医療や衛生関連のアプリケーションに革新をもたらす複合材
料であり、グローバルな衛生基準の向上に寄与します。

− AntiBacは、表面のバクテリアの99.9%以上を効果的、持続的に無効にします。

− AntiBacは、病院内の壁用塗料、食品運搬車の採光窓、或いは食品業界での衛生
壁パネルのように使用可能です。

S. Oswald



AntiBac（抗菌性FRP）の機能
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• LAMILUX AntiBacゲルコート付き抗菌性FRPの構成

S. Oswald

ガラス繊維強化樹脂

ゲルコート

特殊ナノ粒子銀

多様な板厚、繊維タイプとガラス
含有量

多様な色調と表面構造

原子 DNA/ナノチューブ 抗体 ウィルス バクテリア 赤血球 毛髪



AntiBac（抗菌性FRP）の機能
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• バクテリアへの効果

S. OswaldLamilux AntiBac surface

1. バクテリアがAntiBac

表面へ到達

2. 銀イオンがバクテリアに
作用

3. バクテリア死滅
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• バクテリアへの効果

S. Oswald

24 時間後 = 99.9% の全てのバクテリアが死滅

6 h

6 時間後 = 90% の全てのバクテリアが死滅

バクテリアへのトリプル効果

細胞酵素の不活性化 DNAの複製を防止

細胞膜の破壊

ISO 22196に基づく４つの代表的
バクテリアに対する効果

全てのバクテリアの99.9%以上が
24時間以内に死滅

大腸菌
緑膿菌
肺炎かん菌
黄色ブドウ球菌



AntiBac（抗菌性FRP）の機能
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• 概要: JIS Z 2801 / DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149に基づく
効果:

枯草菌
セパシア菌
クラビバクター・ミシガネンシス菌
フェシュウム菌
火傷病菌
大腸菌
肺炎かん菌
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

緑膿菌
蛍光菌
シリンゲ菌
リゾビウムラジオバクター
黄色ブドウ球菌
表皮ブドウ球菌
ミュータンス連鎖球菌

黒色麹菌
オウレオバシディウム・プルランス

カンジダアルビカンス
フザリウム・ソラニ
ミクロドキアム ニヴァル
ペニシリアム ヒュニキュロサム
スコプラリオプシス ブレビカウリス
ストレプトマイセスアビコエンシス

毛瘡菌
バクテリオファージMS2



AntiBac（抗菌性FRP）の利点
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消毒剤不要の新たな衛生管理レベル

通常のクリーニング + AntiBacによる殺菌



AntiBac（抗菌性FRP）の利点
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• 新たな安全性の追加

S. Oswald

AntiBac無しの場合 AntiBac有りの場合
時系列殺菌 定期的クリーニング

バクテリア感染

殺菌終了時から、バクテリアの再生が加速度的に始まる。
しばしば、次回クリーニングによって再生がストップする
までの間に、非常に危険なレベルに達する。

定期的殺菌 恒久的防止

バクテリアの増殖を即座に抑制する。表面の不断の
殺菌が24時間、365日継続する。

クリーニング、殺菌はすべての場所で必ずしも均一に有効ではない。
AntiBacは、手の届きにくい場所も含め、全てのポイントで継続的殺菌を
行います。



Durability and safety of AntiBac
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• 長期に渡る効果と耐久性

殺菌性製品（50 ng/g）に関するEU規制に従い、食品接触可能な銀イオンを放出します。

理論上の耐久性：最長55年間 硝酸（HNO3、40℃)を使用した最も強いクリーニング方法で毎日２回クリーニングをする前提で

銀イオンの放出と抗菌性の持続

DIN ISO 4892-A-2による、ラボでの1000時間の耐候性試験

40℃、湿度100%での水滴凝固テスト（材料および表面特性に変化なきこと）

温度サイクルテスト、80℃8時間/25℃16時間を6週間継続（材料および表面特性に変化なきこと）

熱負荷促進試験、80℃にて6週間継続（材料および表面特性に変化なきこと）



AntiBac（抗菌性FRP）の耐久性と安全性
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• ナノ銀粒子の安全性と無毒性

生体適合性

細胞毒性

突然変異原性

アレルギーテスト

肌耐性

眼炎

吸入試験
経口毒性

開発毒物学、催奇形性

生態毒性

微生物

水性生物

土壌生物

活性スラッジ（汚泥）

廃水処理プラント

硝化機能に影響なし。ナノ銀（最悪でも1 ppmナノ銀）の効率的かつ高い除去率



AntiBac（抗菌性FRP）のアプリケーション

17 S. Oswald



AntiBac（抗菌性FRP）のアプリケーション
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医療

ドイツ国内だけでも、高い衛生水準
にも拘わらず、毎年感染病で1万5千人
が亡くなっています。この脅威は
多くの抗生物質に耐性を持った
バクテリアに起因します。

食品貯蔵

魚介類、肉、乳製品等の冷凍貯蔵は、
畜殺場から冷凍カウンターまで貯蔵場所
には高い衛生性が求められます。

食品加工

多くの耐性バクテリアは、家畜場
からもたらされます。大量の抗生物質
が、家畜を病気から守るために使用
されます。しかし、最終的にはバクテリア
は耐性を持ち、人間に感染します。よって
無菌性は食品加工の世界では一番重要
となります。

食品運搬

現代では冷凍食品の大量輸送
なしの生活は考えられません。
とりわけ絶え間なく続く荷揚げ
荷下しからくる汚染を防止する
クリーニングや衛生的運搬の
要求は高まっています。



まとめ
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• AntiBac（抗菌性FRP）は、すべてのLAMILUX製品にてゲルコート付きで

入手可能です。

• 99.9% 以上のバクテリアは24時間以内に死滅します。

• AntiBac（抗菌性FRP）の効果は、厳しい使用条件下でも55年持続します。

• AntiBac（抗菌性FRP）は、表面のすべての場所で作用します。

• AntiBac（抗菌性FRP）は、24時間、365日有効です。

• AntiBac（抗菌性FRP）は、無毒性かつ環境に優しい製品です。

S. Oswald



Thank you for your attention



免責声明書
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当該社内調査・研究・推敲における前述の推奨内容や情報に
ついては、誠実且つ最新の技術に基づいたものです。前述の
推奨は、独自のプロセスや製品特性を保証するものではあり
ません。加工業者がそのプロセスの安全性（例：労働安全、
生産プロセス、環境保護等）と製品品質並びに製品特性に関
する唯一の責任を有するものと見做されます。


