
BIOACT-DS 
 

 

細菌に対する効果試験・シンガポール政府農業食料家畜局中央研究所 
８０倍希釈したものを下記試験菌種に投与。４５分及び６０分後の生菌数を確
認 

試験菌種名 試験開始時生菌数 
45/60 分後生菌
数 

％ 

サルモネラ腸炎菌 41x10（6 乗） 0 100% 
ネズミチフス菌 91X10（6 乗） 0 100% 
大腸菌 95x10（6 乗） 0 100% 
大腸菌０－１５７ 47x10（6 乗） 0 100% 
コレラ菌 57x10（6 乗） 0 100% 
パスツレラ菌（パスツレラ
感染症は菌の感染部位によ
って、結膜炎、鼻涙管炎、
スナッフル、内耳炎（斜頸）、
肺炎、膿瘍、子宮蓄膿症な
ど 

46x10(6 乗） 0 100% 

豚胸膜肺炎 47x10（6 乗） 0 100% 
 
 
ALS テクニケム PTE LTD・８０倍希釈したものを下記試験菌種に投与。６０分
後の生菌数を確認 

試験菌種名 試験開始時生菌数 
45/60 分後生菌
数 

％ 

黄色ブドウ球菌 2.41X10 3.1X10 99.99 
緑膿菌 1.55x10 5.0X10 99.97 
シンガポール生産性標準委員会 化学微生物テストセンター 
 
 
ウイルスに対する効果試験・シンガポール政府農業食料家畜局中央研究所 
アロマライフを８０倍希釈したものを下記試験菌種に投与。４５分及び６０分
後の生菌数を確認 

試験菌種名 試験開始時生菌数 
45/60 分後生菌
数 

％ 

伝染性気管支炎ウイルス 41X10(6 乗） 0 
100.00% 

 
 
ニューカッスル病ウイルス・コレラウイルス・オーエスキー病ウイルスも同様
の効果を確認。 

・ Virucidal activity of BIOACT-T DS against Classical Swine Fever conducted by Agri-food 

& veterinary authority of Singapore (17 May 2004) 

・  Virucidal activity of BIOACT-T DS against Newcastle disease virus conducted by 

Agri-food & veterinary authority of Singapore (24 May 2004) 

・Virucidal activity of BIOACT-T DS against aujeszky's disease virus conducted by 

Agri-food & veterinary authority of Singapore (27 Apr 2004) 

 

 
カビに対する効果試験 
シンガポール政府農業食料家畜局中央研究所 
８０倍希釈したものを下記試験菌種に投与。４５分及び６０分後の生菌数を確
認 

試験菌種名 試験開始時生菌数 
45/60 分後生菌
数 

％ 

黒麹かび，コウジカビ 41X10(6 乗） 0 100.00% 

  
 

 

 

  
 



 
 

(1) Basic Bacterial Activity of BIOACT-T DS conducted by ALS 

Technichem (22 Apr 2004) 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

- Salmonella typhimurium 

- Escherichia coli 

 

(2) Virucidal activity of BIOACT-T DS against aujeszky's disease 

virus conducted by Agri-food & veterinary authority of Singapore 

(27 Apr 2004) 

 

(3) Bacteriological activity of BIOACT-T DS conducted by 

Agri-food & veterinary authority of Singapore (27 apr 2004) 

- Salmonella Enteritidis phage (poultry isolate) 

- Salmonella Typhimurium (poultry isolate) 

- Escherichia coli (cattle isolate) 

- Actinobacillus pleuropneumoniae (pig isolate) 

- Pateurella multocida (ATCC 12948) 

- Salmonella choleraesuis (ATCC 10708) 

- Escherichia coli (poultry isolate) 

 

(4) Virucidal activity of BIOACT-T DS against Classical Swine 

Fever conducted by Agri-food & veterinary authority of Singapore 

(17 May 2004) 

 

(5) Virucidal activity of BIOACT-T DS against Newcastle disease 

virus conducted by Agri-food & veterinary authority of Singapore 

(24 May 2004) 

 

(6) Virucidal activity of BIOACT-T DS against infectious Bronchitis 

virus conducted by Agri-food & veterinary authority of Singapore 

(30 Apr 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


