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文部科学大臣表彰
科学技術賞受賞内容

広島大学大学院
医歯薬保健学研究院

二川浩樹
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Octadecyldimethyl (3-triethoxysilylpropyl) ammonium chloride
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表面と反応して固定化する部分
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4級アンモニウム塩

株式会社マナックとの共同研究
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Etakの固定化メカニズム
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ウィルスや菌を持続的に殺菌
いつまでも綺麗なまま

一般的な消毒薬の場合

いったんは、
消毒され
綺麗になる

しかし、消毒成分がなくなると
菌やウィルスが再び付着

Etakの場合

抗菌・抗ウィルス
加工される

インフルエンザ対策の一助に

学校，ホテル，映画館，病院など公共施設で使用
される椅子，机，床，リネン類，カーペットなど
公共交通機関の座席・手すりなど
エアコンのフィルター，マスク

教育現場への寄贈

広島大学附属東雲小学校

なぎさ中学・高校

医療現場への寄贈

広島市立舟入病院

広島大学病院

地域への貢献

宮島観光協会 広島大学HPより 宮島フェリー・タクシーなど 広島大学HPより

西条酒祭り

酒まつり公式サイトより

２０１１年２月
鳥インフルエンザ流行



2013/4/5

3

広島⼤学付属病院 広島市
東京都墨⽥区役所 東京都墨⽥区
東京都庁⇒東北⼤震災被災地へ 東京都
広島市⽴⾈⼊病院 広島市
広島市⽴安佐市⺠病院 広島市
広島市総合リハビリテーションセンター 広島市

医療法⼈社団⻑寿会⽼⼈保健施設せのがわ 広島県
(株)オレンジ 広島県
デイサービスおれんじ 広島県
知的障害者更⽣施設⼭楽園 島根県
メリィハウス⻄⾵新都 広島県
広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ園 広島県
メリィハウス⻄⾵新都 広島県
有料⽼⼈ホームメゾン東本浦 広島県
佐々⽊クリニック 広島県
特別養護⽼⼈ホーム福寿荘 ⼭⼝県
富⼠メディカル(株) 広島県
⼭代眼科 広島市
みなもと眼科 広島市
アイビー眼科 広島県廿⽇市市
越智眼科 広島県三原市
古吉眼科 広島県⼤⽵市
おはようこどもクリニック 東京都葛飾区
みうらクリニック 埼⽟県さいたま市

ひろしまなぎさ中学・⾼校 広島市
広島⼤学付属三原⾼校 広島県三原市
広島⼤学付属東雲⼩学校 広島市
広島県⽴呉宮原⾼校 広島県呉市

広島テレビ放送㈱ 広島市
カルビー広島⼯場 広島県廿⽇市市
クレイトンベイホテル 広島県呉市
ホテル広島ガーデンパレス 広島市
酔⼼本店 広島市中区
⼤和ミュージアム 広島県呉市
萬徳寺保育園 茨城県
(有)フクダ ⼤阪府
(株)シンク・タンク 広島県
(株)ユニサス 広島県
(有)総合サービス社 広島県
神鋼環境メンテナンス(株) 広島県
(株)コンセック 広島県
(株)オオケン 広島県
アン・ルー 広島県
(有)ディブロ 島根県
ネットイノベーション(株) 福岡県
旭環境管理(株) ⼤分県
廿⽇市市スポーツセンターサンチェリー 広島県
広島県　(株)全国介護タクシー協会中国⽀部 広島県
ＪＲ⻄⽇本宮島フェリー㈱ 広島県廿⽇市市
瀬⼾内海汽船㈱ 広島県廿⽇市市
広島観光開発㈱宮島ロープウェー 広島県廿⽇市市
宮島松⼤汽船㈱ 広島県廿⽇市市
ミヤジマタクシー(有) 広島県廿⽇市市
広島県　(株)草津タクシー　　　 広島県
広島県　関⻄タクシー(株) 広島県
⼭⼝県　防予フェリー(株) ⼭⼝県
広島県　(株)ガレージ・ケイアンドケイ 広島県
広島県　(有)⻄部⾃動⾞部品(エスティマ) 広島県

官庁

学校

病院

その他

「Etak」 最新の研究結果・最新の知見」

アデノウイルス感染症
 肺炎
 咽頭結膜熱（プール熱）
 流行性角結膜炎(EKC)
 出血性膀胱炎
 急性濾胞性結膜炎
 胃腸炎

非エンベロープのDNAウイルス

 ライノウイルス等とともに、「風邪症候群」を
起こす主要病原ウイルス￥

非エンベロープのRNAウイルス
非細菌性急性胃腸炎を引き起こす

ノロウイルス アデノウイルス

残
存

ウ
イ

ル
ス

量

ネコカリシウイルス
（ノロウイルス）

医歯薬保健学研究院ウイルス学研究室坂口剛正教授より

アデノウイルス

ノロウイルス アデノウイルス

Etakの化粧品としての安全性

試験項目 試験結果

皮膚一次刺激性試験 無刺激性

皮膚感作性試験 陰性

変異原性試験 陰性

急性経口毒性試験 2000㎎/kg以上

眼刺激性試験 無刺激性

皮膚連続刺激性試験 無視できる程度

ヒトパッチテスト 安全品
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市販アルコールジェル Etak

８：１２
直後

水洗後
８：１３

水洗後
９：２０

水洗後
１３：０９

水洗後
１５：３０

水洗後
１８：３９

水洗後
２２：２０

１時間

５時間

７時間

10時間30分

14時間

24時間

日本バイオマテリアル学会2012 11/26‐27 背景 目的 材料 方法 結果 まとめ

Streptococcus  sobr inus AHT

むし歯菌
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背景 目的 材料 方法 結果 まとめ

Aggregatibacter actomycetemcomitans Hudai001

歯周病菌

Etakの良い点～効果が持続する

• インフルエンザウィルス・マイコプラズマ

• ノロウィルス・黄色ブドウ球菌・大腸菌

• アデノウィルス

• その他 雑菌

食中毒・呼吸器感染症のリスクを下げる
腐敗などを防ぐ
衣服の臭いを防ぐ
皮膚にも固定化できる
歯の表面にも固定化できる

東京都福祉保健局救急災害医療課長 越阪部（おさかべ）と申します。
このたびは、東北地方太平洋沖地震災害に対しご支援をいただき深く感謝申し上げます。
また、メッセージまで添えていただき重ねて御礼申し上げます。
本日、寄贈品が都庁に到着し、間違いなく受領させていただきました。
明日、医療救護班の交代があり、その際に、宮城県気仙沼市に向け、搬送する手配が整いました。 先生がご心配の二次災害（感染

症など）に対する予防が大変重要と認識しております。 予防策といたしまして、フルプロテクションが効果を発揮すると考えます。

東京都福祉保健局 越阪部でございます。
先日は、「東北地方太平洋沖地震」に対する支援をいただき感謝申し上げます。
本日、気仙沼市に派遣の医療班の交代があり、帰任した医師からは現地で抗菌剤が非常に重宝したとの報告がありました。
本当にお心遣いに感謝いたします。
なお、新たな地域への支援も検討しております。 その際には、今回の現地での貴重な感染対策の一つとして、ご相談させていだくこ

とは可能なのでしょうか。
あつかましいお願いでありますが、そのような状況の折には可能な範囲でのご検討をお願いいたします。 引き続きよろしくお願いい

たします。

東京都福祉保健局救急災害医療課長 越阪部（おさかべ）と申します。
また、２９日からは、岩手県陸前高田市への支援の拡大を決定しました。
現地では、初動活動が終了し、今後は避難所等でのインフル、感染性胃腸炎など予防対策が重点になります。その活動には

、Etakが効果を発揮するものと考えております。今回は、新たな活動拠点となる陸前高田市で活用させていただきます。

また、あつかましいお願いの件ですが、
都の新たな拠点に進出する方向で詰めを進めています。
したがって、初期投入する救護班用として一定量があれば非常に助かるところです。
ご提案の大量確保については、今後都庁内の合意を経たうえで、東京都での購入が良いかもしれません。
企業との手続きは、現在の業務の状況から時間も要するため、スムースさを欠くと考えます。

当時の問題点

• 寄贈する自治体へのアプローチの仕方がわ
からない→窓口になる部署は？

• Etakが何なのかの説明

• Etak関連企業内で、その都度協議

• 被災地で必要なものは何か？

『ＥＴＡＫ協議会』

エーザイ株式会社

倉敷紡績株誌会社

ジェクス株式会社株式会社ワカバ

越智源株式会社

キャスコ株式会社

マナック株式会社

Etak協議会の趣旨
①被災地等における感染対策のための支援
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避難所の生活に 避難所の生活に

避難所の生活に 避難所の生活に

避難所にも安らぎを！

陸前高田市
http://webun.jp/news/A100/knpnews/20110328/36066 より

http://blogs.yahoo.co.jp/cbjbp157/23457281.htm よりl

Etak協議会 発足にあたって
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広島大学

Etak協議会と都道府県との連携

Etak協議会 広島県 都道府県 被災地

被災地で必要なものは何か？

マスクに

被検者１０名の試験の平均値
被験者は，２４時間の間可及的にマスクを装用した．
マスクを回収し，ATPを抽出し，測定．

マスク
雑菌の繁殖を抑える

感染症・食中毒の発生リスクを下げる

直径1.5cmの円板状金属試料

C:未処理コントロール
E:Etakプルプロテクションを噴霧後乾燥

感染症・食中毒の発生リスクを下げる
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未処理では汚れが膜状に沈着・堆積し汚れの中で菌が増殖している
これが，台所の「ぬめり」の正体である

1週間後 流しはヌルヌル

感染症・食中毒の発生リスクを下げる

1週間後 流しはツルツル

感染症・食中毒の発生リスクを下げる

ただの除菌だけでは
すぐに汚染されるので

感染症・食中毒の発生リスクを下げる

α2‐3

α2‐3
α2‐6

α2‐6 α2‐3

鳥インフルエンザへの懸念

肺・肝臓・腎臓など
多臓器不全
サイトカインストーム

H5N1


