
手術処置

包装

予浸
	
•	 Klenzyme® 酵素系予浸液およびクリーナー
•	 ZolvStat™	複合酵素系洗浄剤
•	 Pre-Klenz®	器具運搬用ゲル

滅菌
酵素処理洗浄剤
•	 Klenzyme®	濃縮液
•	 EnzyCARE®	2
•	 Klenzyme®

中性洗浄剤
•	 Renu-Klenz®

•	 NpH-Klenz®

酵アルカリ性洗浄剤
•	 Criti-Klenz®	酵縮液
•	 Criti-Klenz®

•	 Instru-Klenz®

•	 Liqui-Jet	2

潤滑剤入りリンス剤
•	 Hinge-Free®

高アルカリ性洗浄剤
•	 H-Klenz®

酸中和性リンス剤
•	 CA-Klenz®

アルカリ性洗浄剤
•	 Criti-Klenz®

酵滑剤入りリンス剤
•	 Hinge-Free®	濃縮液

3.	 現在どんな材料の器械をご使用ですか。
 （ アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック）

4.	 どんな種類の汚染物が洗浄対象ですか。
	 （ 脂肪、血液など）

5.	 これまで器具にスポット付着、着色、点食の問題が 
 起きたことがありますか。もしあれば、どのように解 
 決しましたか。 

6.	 酵想的な器具洗浄工程とはどのようなものですか。 

器具洗浄剤
自動洗浄工程

高圧洗浄用洗浄剤

低圧洗浄用洗浄剤

詳細な質問
1.	 器具類にはどのような洗浄工程をご使用ですか。 
	 a.	 浸漬（どのような溶液に通常どのくらいの時間浸漬 
  しますか。） 
	 b.	 手動洗浄工程（どのような溶液をご使用ですか？）
	 c.	 酵動洗浄（どのような溶液をどの濃度で？）

2.	 手術用器械の洗浄と処理はどの部門の担当ですか。 
 器械を個々で処理する部門（例えば、ASC酵医師の診 
 療室など）はありますか。



高圧洗浄装置用 低圧洗浄装置用

	製品の特性 中性pH洗浄剤 弱アルカリ性洗浄剤 アルカリ性洗浄剤 酸中和性洗浄剤 弱アルカリ性洗浄剤

Renu-Klenz™ NpH-Klenz® Criti-Klenz®	濃縮液 Criti-Klenz® Liqui-Jet	2 Instru-Klenz® H-Klenz®	II C-A	Klenz® Criti-Klenz®

	品質の指標 プレミアム 徳用 プレミアム プレミアム 徳用 徳用 徳用 徳用 プレミアム

製品の位置付け •	高品質中性pH洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	不動態化膜の維持

•	中性pH洗浄剤
•	中程度の硬水耐性
•	幅広い材料適合性

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	従来の液体洗浄剤の2～8倍以
   上の濃度
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能 
   を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性
   能を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能
   を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	低圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	酸性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	低圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄剤
   併用の代替

材質との適合性 •	プラスチック15種類
•	手術用ステンレス鋼 
   に適合
•	アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	プラスチック14種類
•	手術用ステンレス鋼 
   に適合
•	アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	13	種のプラスチックに適合  
   アクリルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	13	種のプラスチックに適合
  ‐ アクリルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	手術用ステンレス鋼に
適合
• アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

•	13種のプラスチックに適合 
- アクリルには不適合
•	外科用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	13種のプラスチックに適合	
			-	Buna-Nおよびネオプレンに
   は不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
• アルミニウムに適合
•	銅に適合
•	真鍮に不適合

•	15種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
•	真鍮/銅に不適合

•	13種のプラスチックに適合 - アク
   リルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
•	真鍮/銅に適合

用途 •	高圧洗浄装置
•	超音波洗装置
•	手動洗浄工程

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程

•	高圧または低圧洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	低圧または高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸	
•	汚染除去

•	低圧洗浄装置
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄
   剤を併用する洗浄工程用

•	低圧洗浄装置
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄
   剤を併用する洗浄工程用

• 高圧または低圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

色 淡茶色 オレンジ色～橙赤色 オレンジ色 オレンジ色 淡黄色 淡黄色 淡茶色 無色 オレンジ色

pH 6.8	-	7.0 7.5	-	8.0 11.5 10.8	-	11.1 10.7	-	11.3 10.9	-	11.7 11.3	-	11.9 1.0	-	2.0 10.8	-	11.1

気泡性 低泡性、泡は短時間で
消滅

中程度の気泡性、気泡は
安定

低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 無泡性 低泡性、泡は短時間で消滅

製品番号 1777 1044 1633 1479 1037 1086 1208 1299 1479

容量 30,	15,	5,	1	ガロン
箱入り詰替用袋

30,	15,	5,	1ガロン 15,	5,	1ガロン 15、5、1ガロン 30、15、5、1ガロン 30、15、5、1ガロン 15、5	ガロン 15、5	ガロン 15、5、1ガロン

    

*サイズ表示

1ガロン	=		-08 5ガロン	=		-05 15ガロン	=		-P3 30ガロン	=		-02 1クォート	=		-24

自動洗浄装置用 手動洗浄工程用 低圧洗浄装置用 高圧洗浄装置および手動洗浄工程用

	製品の特性 酵素系洗浄剤 潤滑剤

Klenzyme®	濃縮液プラス酵素系
洗浄剤

EnzyCARE®	2酵素系
浸漬洗浄剤 ZolvStat™	複合酵素系洗浄剤 Klenzyme®	酵素系浸漬洗浄剤 Hinge-Free®	濃縮器具用潤滑剤 Hinge-Free®		器具用潤滑剤

品質の指標 プレミアム 徳用 プレミアム プレミアム 徳用 徳用

製品の位置付け •	シングルプロテアーゼ酵素
•	従来の液体洗浄剤の2~8倍以上の濃度
•	幅広い材質適合性
•	自動洗浄装置に最適化
•	手動洗浄工程にも使用可

•	デュアルプロテアーゼ酵素
•	器具保護システム
•	自動洗浄装置に最適
•	手動洗浄工程にも使用可

•	複合酵素系 ― プロテアーゼ、リパーゼ、 
  アミラーゼ
• 脂質、脂肪組織(整形外科)に有効
•	手動洗浄工程に適切

•	シングルプロテアーゼ酵素
•	器具保護システム
•	手動洗浄工程に適切

•	手術用インスツルメント類の自由でスムーズな操
作
   を維持するよう処方された器具用潤滑剤
•	非シリコーン系処方
•	硬水耐性

•	手術用インスツルメント類の自由でスムーズな操作
   を維持するよう処方された器具用潤滑剤
•	器具保護システム
•	非シリコーン系処方

材質との適合性 •	プラスチック14種類に適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 銅に適合
•	真鍮に不適合

•	プラスチック14種類に適合
• 手術用ステンレス鋼に適合
• アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	14種のプラスチックに適合	
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 銅に適合
•	真鍮に不適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

用途 • 高圧洗浄装置
•	手動洗浄工程

• 高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程

•	手動洗浄工程 •	超音波洗浄装置
• 手動洗浄工程

• 低圧洗浄装置 • 手動洗浄工程
• 高圧洗浄装置

色 淡茶色~淡琥珀色 濃青色 青色 淡茶色~淡琥珀色 乳白色 乳白色

pH 7.5 7.0	-	7.8 7.8	-	8.8 7.5 7.0 7.8

気泡性 低泡性、泡は短時間で消滅 安定した気泡なし 中程度の気泡性、気泡は安定 中程度の気泡性、気泡は安定 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅

製品番号 1634 1041 1225 1673 1210 1031

容量* 15、5、1ガロン 15、5、1ガロン 1ガロン 30、15、5、1ガロン、箱入り詰替え用袋 5ガロン入、箱入り詰替え用袋 15、5、1ガロン、箱入り詰替え用袋



高圧洗浄装置用 低圧洗浄装置用

	製品の特性 中性pH洗浄剤 弱アルカリ性洗浄剤 アルカリ性洗浄剤 酸中和性洗浄剤 弱アルカリ性洗浄剤

Renu-Klenz™ NpH-Klenz® Criti-Klenz®	濃縮液 Criti-Klenz® Liqui-Jet	2 Instru-Klenz® H-Klenz®	II C-A	Klenz® Criti-Klenz®

	品質の指標 プレミアム 徳用 プレミアム プレミアム 徳用 徳用 徳用 徳用 プレミアム

製品の位置付け •	高品質中性pH洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	不動態化膜の維持

•	中性pH洗浄剤
•	中程度の硬水耐性
•	幅広い材料適合性

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	従来の液体洗浄剤の2～8倍以
   上の濃度
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能 
   を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性
   能を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	高圧洗浄装置で優れた性能
   を発揮

•	アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	低圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	酸性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	低圧洗浄装置で優れた性能を
   発揮

•	高品質アルカリ性洗浄剤
•	硬水耐性
•	器具保護システム
•	幅広い材質適合性
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄剤
   併用の代替

材質との適合性 •	プラスチック15種類
•	手術用ステンレス鋼 
   に適合
•	アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	プラスチック14種類
•	手術用ステンレス鋼 
   に適合
•	アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	13	種のプラスチックに適合  
   アクリルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	13	種のプラスチックに適合
  ‐ アクリルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	手術用ステンレス鋼に
適合
• アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

•	13種のプラスチックに適合 
- アクリルには不適合
•	外科用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	13種のプラスチックに適合	
			-	Buna-Nおよびネオプレンに
   は不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
• アルミニウムに適合
•	銅に適合
•	真鍮に不適合

•	15種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
•	真鍮/銅に不適合

•	13種のプラスチックに適合 - アク
   リルには不適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
•	真鍮/銅に適合

用途 •	高圧洗浄装置
•	超音波洗装置
•	手動洗浄工程

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程

•	高圧または低圧洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	低圧または高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

•	高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸	
•	汚染除去

•	低圧洗浄装置
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄
   剤を併用する洗浄工程用

•	低圧洗浄装置
•	アルカリ性洗浄剤及び酸性洗浄
   剤を併用する洗浄工程用

• 高圧または低圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程
•	予浸
•	汚染除去

色 淡茶色 オレンジ色～橙赤色 オレンジ色 オレンジ色 淡黄色 淡黄色 淡茶色 無色 オレンジ色

pH 6.8	-	7.0 7.5	-	8.0 11.5 10.8	-	11.1 10.7	-	11.3 10.9	-	11.7 11.3	-	11.9 1.0	-	2.0 10.8	-	11.1

気泡性 低泡性、泡は短時間で
消滅

中程度の気泡性、気泡は
安定

低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅 無泡性 低泡性、泡は短時間で消滅

製品番号 1777 1044 1633 1479 1037 1086 1208 1299 1479

容量 30,	15,	5,	1	ガロン
箱入り詰替用袋

30,	15,	5,	1ガロン 15,	5,	1ガロン 15、5、1ガロン 30、15、5、1ガロン 30、15、5、1ガロン 15、5	ガロン 15、5	ガロン 15、5、1ガロン

    
自動洗浄装置用 手動洗浄工程用 低圧洗浄装置用 高圧洗浄装置および手動洗浄工程用

	製品の特性 酵素系洗浄剤 潤滑剤

Klenzyme®	濃縮液プラス酵素系
洗浄剤

EnzyCARE®	2酵素系
浸漬洗浄剤 ZolvStat™	複合酵素系洗浄剤 Klenzyme®	酵素系浸漬洗浄剤 Hinge-Free®	濃縮器具用潤滑剤 Hinge-Free®		器具用潤滑剤

品質の指標 プレミアム 徳用 プレミアム プレミアム 徳用 徳用

製品の位置付け •	シングルプロテアーゼ酵素
•	従来の液体洗浄剤の2~8倍以上の濃度
•	幅広い材質適合性
•	自動洗浄装置に最適化
•	手動洗浄工程にも使用可

•	デュアルプロテアーゼ酵素
•	器具保護システム
•	自動洗浄装置に最適
•	手動洗浄工程にも使用可

•	複合酵素系 ― プロテアーゼ、リパーゼ、 
  アミラーゼ
• 脂質、脂肪組織(整形外科)に有効
•	手動洗浄工程に適切

•	シングルプロテアーゼ酵素
•	器具保護システム
•	手動洗浄工程に適切

•	手術用インスツルメント類の自由でスムーズな操
作
   を維持するよう処方された器具用潤滑剤
•	非シリコーン系処方
•	硬水耐性

•	手術用インスツルメント類の自由でスムーズな操作
   を維持するよう処方された器具用潤滑剤
•	器具保護システム
•	非シリコーン系処方

材質との適合性 •	プラスチック14種類に適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 銅に適合
•	真鍮に不適合

•	プラスチック14種類に適合
• 手術用ステンレス鋼に適合
• アルミニウムに適合
• 真鍮/銅に適合

•	14種のプラスチックに適合	
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 真鍮/銅に適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに不適合
• 銅に適合
•	真鍮に不適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

•	14種のプラスチックに適合
•	手術用ステンレス鋼に適合
•	アルミニウムに適合
•	真鍮/銅に不適合

用途 • 高圧洗浄装置
•	手動洗浄工程

• 高圧洗浄装置
•	超音波洗浄装置
•	手動洗浄工程

•	手動洗浄工程 •	超音波洗浄装置
• 手動洗浄工程

• 低圧洗浄装置 • 手動洗浄工程
• 高圧洗浄装置

色 淡茶色~淡琥珀色 濃青色 青色 淡茶色~淡琥珀色 乳白色 乳白色

pH 7.5 7.0	-	7.8 7.8	-	8.8 7.5 7.0 7.8

気泡性 低泡性、泡は短時間で消滅 安定した気泡なし 中程度の気泡性、気泡は安定 中程度の気泡性、気泡は安定 低泡性、泡は短時間で消滅 低泡性、泡は短時間で消滅

製品番号 1634 1041 1225 1673 1210 1031

容量* 15、5、1ガロン 15、5、1ガロン 1ガロン 30、15、5、1ガロン、箱入り詰替え用袋 5ガロン入、箱入り詰替え用袋 15、5、1ガロン、箱入り詰替え用袋



洗浄剤の器具の材質適合性
アルミニウム 

運搬トレイ

真鍮/銅

パイプ用接続金具/継手

プラスチック

ガスケット
ペリスタポンプ/ホース
チューブ
PVCパイプ
手術用インスツルメント

Renu-Klenz
NpH	Klenz
Liqui-Jet	2
H-Klenz	II
EnzyCARE	2
Hinge-Free
Hinge-Free	濃縮液

Renu-Klenz
NpH	Klenz
Criti-Klenz	濃縮液
Criti-Klenz
Instru-Klenz
H-Klenz	II	（銅のみ）
Klenzyme	濃縮液	（銅のみ）
Klenzyme	（銅のみ）
EnzyCARE	2
ZolvStat

Renu-Klenz
NpH	Klenz
Criti-Klenz	濃縮液
Instru-Klenz
H-Klenz
CA-Klenz
Klenzyme	濃縮液
ZolvStat
EnzyCARE	2
Hinge-Free
Hinge-Free	濃縮液
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STERIS社は、洗浄工程のどの段階にも合う
効果実証済みの洗浄剤をお届けします。


