
注射器、カテーテル、補聴器、透析装置、薬用パッチ、ハイドロゲル、フィルター、試験紙など多種多様な医療品メー
カーは、コーティング、インキ、接着剤の UV硬化が、高い製品品質を維持しながら高速生産や生産コストの低減に
寄与しています。本稿では、UV硬化とその医療産業での応用について紹介します。

背景

UV硬化は光化学重合プロセスです。UV硬化型コーティ

ング、インキ、接着剤は光開始剤を含有し、これは UV

エネルギーに曝されると重合（乾燥）プロセスを開始し

ます。従って、一般的な熱処理によって溶媒または水を

蒸発させねばならない溶媒系または水系フォーミュレー

ションを使用する代わりに、UVフォーミュレーションは

UV硬化チャンバ内で高速で硬化できます。40年以上前

から、UV硬化はさまざまな工業プロセスで使用されて

きました。 現在では、グラフィック・アート印刷、木材

の塗装、スマートフォン用ディスプレイなど、多くの製品において標準的なプロセスとして利用されています。医療業界

においても長年 UV硬化が利用されてきましたが、特に新しい治療法や機器が開発されるに伴い、新しい革新的な

用途が増え続けています。

UV硬化は見通し線プロセスです。これは、ウェットなインキ、コーティング、接着剤の表面が、硬化するには十分な

UVエネルギーを受けなければならないことを意味します。UVエネルギーは不透明な材料を透過して影の部分を硬化

することはできません。このため、3D形状の部品には難しいかもしれません。UV硬化は「低温」硬化プロセスでは

ありますが、すべての UV硬化装置からは熱は発生します。 UV硬化装置メーカーは、3D部品を適切に硬化させ、

基板上の好ましくない熱を減少させるために様々な技術を用います。「UV硬化は使えない」と考えられる前に、まず

UV硬化装置メーカーにお問い合わせください。今日の技術で何が可能になるのかが分かるかもしれません。

マーキング /加飾

透析装置でも使い捨ての試験管でも、UVインキとコー

ティングは、製品ブランド、測定用マーキング、シリ

アル番号のオンデマンド印刷などに使用されます。UV

フォーミュレーションは、パッド、スクリーン、インクジェット、

その他の一般的な方法で、紙、ガラス、プラスチック、

金属を含む多種多様な基材に印刷できます。加飾印刷

の良い例には、医療用パッチ、包帯、テープなどへの

ロゴやその他の加飾的要素の印刷があります。

医療産業におけるUV硬化



ボンディング /アッセンブリ

UVの主な用途には、アッセンブリ、シーリング用の接着剤や粘着剤の硬化があります。UV硬化型接着剤は、シリンジ、

カテーテル、その他の医療機器の接着に使用されています。さまざまなスペクトルを出力するUVはガラス、ポリプ

ロピレン、その他多くのプラスチックを透過するため、平らな部品も複雑な 3D形状の部品も瞬時にかつ簡単に接着

できます。高速で優れた接着を得られることで、UV硬化はより高速に、より安価に高品質のアセンブリ製品を生産する

ことができます。UV硬化型粘着剤は、様々な医療用テープや包帯に使われています。ほとんどの UV硬化によるアセン

ブリプロセスは、インデックスまたは連続コンベアのラインで行われますが、ほとんどの粘着剤を使用するものはウェブ

タイプのプレスで行われます。

コーティング

UVコーティングには、耐久性を改善するため生体適合

の滅菌シール、透明ハードコート、および潤滑性を改善

または治癒を促進する機能性コーティングを含みます。

一般的な用途には、試験紙、ハイドロゲル、カテーテル、

医療用フィルター、医療機器用レンズなどがあります。

UV硬化のコーティングは、より高い生産速度と品質

基準が得られます。広幅や 3D部品のコンバーティング

であるかどうかにかかわらず、UV硬化はコーティングの

生産プロセスに容易に組み込むことができます。

UV硬化装置

一般的には、UV硬化は既存の手動プロセスまたは熱オーブン乾燥プロセスのいずれかを置き換えることができます。

自動 UV硬化プロセスは、精度、安定性、品質が非常に重要となるほとんどの医療製造プロセスを飛躍的に改善する

ことができます。次ページの表は、市場で入手可能な UV硬化装置と、多くの医療用途の長所と短所に関する概要です。

従来の UV硬化システムは、バルブと反射板を含むランプヘッドまたは光源で構成されています。ランプヘッドは、

電気ケーブルを介してランプヘッドに接続されている電源または安定器によって制御されます。適切な動作のために

は、ランプヘッドは冷却される必要があり、バルブ温度を維持するためにブロアーや水冷式の冷却機構もあります。

最近では、UV LED硬化システムもあり、長寿命で小型形状などの特長から、既存のマーキング、加飾印刷、コーティ

ング用途に容易に取り付けられています。

UV硬化装置のタイプ（有電極高圧水銀ランプ、スポット硬化、無電極ランプ、UV LED）、バルブタイプ、部品は、化学特性、

全体的なプロセス設計、メンテナンスを考慮し、それぞれ異なります。多くの医療用接着剤を最もよく硬化するバルブ

は、効率的かつ完全に硬化するために、長波長で鉄または金属ハロゲン化物を封入されたバルブ（350～ 430 nmで、
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よく「Dバルブ」または「Vバルブ」と呼ばれる）です。加飾インキを最もよく硬化するバルブは、短波長の水銀バ

ルブ（250～ 300nmで、よく「Hバルブ」と呼ばれる。ヨーロッパでは、Hバルブが多く、日本では Dバルブが多い。）

です。通常、フォーミュレーターはどの波長を使用するかを指定します。

どのタイプの UV硬化装置を選ぶかは、いくつかの要因によって異なります。スポット硬化システムは、狭い領域を正確

に硬化するには理想的です。高圧水銀ランプシステムは一般に安価ですが、下のグラフに示すように、寿命は短く、使用

可能な期間にわたって出力の安定性がありません。これは特に、長波長の封入ガスが充填されたバルブに当てはま

ります。無電極バルブは有電極ランプの寿命の 6～ 10倍の長さの寿命があり、UV LEDシステムでは 2万時間以上

動作します。

インデックス方式のコンベアライン

のように、プロセス上ランプを短期

間消灯する必要があるとき、または

自動ラインが断続的にまたは予期

せずに停止するときに有電極ランプ

は一般的に、シャッターを使用します。

無電極 UVランプは数秒で再起動し、

UV LEDランプは瞬時にオン /オフ

が可能なため、シャッターは不要です。

シャッターは追加のメンテナンスが

必要になることがあります。

■ 有電極ランプは、石英管の両端に電極があり、広波長領域の UVエネルギーを放射します。
■ スポット硬化システムは、高圧水銀ランプまたは UV LEDで、通常はライトガイドまたはライトワンドを使用して、

エネルギーを直径 25.4mm以下の小さな硬化エリアに導きます。UV LEDシステムの中には、ライトガイドを使用

せず、むしろ LEDチップが硬化点に配置されるようにするものもあります。スポット硬化システムは、手動プロセスで

ハンドヘルド式か、またはマイクロアセンブリボンディング用に高速自動システムに組み込むものもあります。スポット

で硬化することで、他の敏感な部品を損傷することなく、エネルギーを必要な場所に正確に向けることができます。

■ マイクロ波駆動ランプ（無電極タイプとも呼ばれる）は、完全に密閉された単なる石英管を用いています。バルブ

内のガスを励起するために 2つの電極間でアーク放電させる代わりに、マイクロ波エネルギーが石英を透過して

ガスを励起します。広い波長領域スペクトルの UVエネルギーを放出します。

■ 2000年代半ばから販売開始された UV LED硬化システムは、365、385、395、または 405nmの波長で、基本

的に単一の UVエネルギーを放射する発光ダイオード技術を使用しています。個々の LEDは、UV LED硬化シス

テムの照射窓の背面にあるアレイに実装されています。効率的な動作と長寿命のために LEDを冷却する必要があ

りますが、従来の技術と比較して冷却量は著しく少ないため、小型形状で、軽量のランプヘッドの中に内蔵でき

ます。
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無電極 UVランプとUV LEDシステムには、マーキング、加飾、接着、コーターなどの装置に、容易に組み込む

ことができるモジュール式ユニットがあります。UV LEDシステムは、大型の冷却システムが不要なため、設置面積のフッ

トプリントが小さく、最もエネルギー効率が高いですが、その一方で、より高価になる可能性があり、光源距離が約

50mm以上ある場合にはあまり効果的ではありません。UV LEDは、多くのボンディングに理想的な長波長出力があり

ます。

フォーミュレーション

UV硬化型フォーミュレーションは多くのサプライヤーから入手することができます。中には、特定の要件を満たすよう

に設計されたカスタム品を専門にしているサプライヤーもいます。大手のサプライヤーには幅広い標準品を提供して

おり、カスタム品には対応していないこともあります。例外もありますが、フォーミュレーターは通常、接着剤、インキ、

コーティングを専門とし、場合によっては特殊な用途または基材を専門とします。

UV硬化型材料は一般的に、非常に高い固形分であり、低または無 VOCタイプです。特に接着剤やシーリング用の

UV硬化型材料の中には、UV照射によって部品を所定の位置に固定または保持すし、さらにオーブンや室温放置によって

完全に硬化させるデュアルキュアのために配合されることもあります。

重要なことは、お客様のアプリケーションに精通し、承認された医療用接着剤とコーティングを持っているサプライヤー

とともに取り組むことです。プロジェクトを成功させるためには、最初からフォーミュレーションと硬化の両方の観点から

設計に反映する必要があるため、特に新しいプロセスでは、UV装置メーカーができるだけ早い段階から関与すること

も重要です。

UV硬化技術の比較
特長 有電極ランプ スポット硬化 無電極ランプ UV-LED

寿命 500～ 2000時間 有電極ランプまたは
UV LEDを参照

6000～ 8000時間 2万時間以上

安定した出力波長 なし 有電極ランプまたは
UV LEDを参照

あり あり

安定したエネルギー出力 なし あり あり

シャッターの必要性 あり 有電極ランプまたは
UV LEDを参照

なし なし

照射エリア 15cm以上 直径 2.5cm以上 15cm以上 カスタマイズプロセス可

冷却方式 空冷または水冷 一般的には空冷 一般的には空冷 空冷、内蔵型

サイズ 最も大きい 最も小さい 小さくモジュール式 小さくモジュール式
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費用対効果分析

新しいプロセスを検討する際、投資に対する十分な利益を確実に得られるかを確認することが重要です。UV硬化プロ

ジェクトの費用対効果を分析すると、通常、UVフォーミュレーションは従来のものよりも、単位体積あたりのコストが

高いことがわかります。 ただし、人件費の削減、スクラップの削減、VOC排出量の削減、生産率の向上などの効果は、

UVフォーミュレーションのコスト増を相殺することもわかるでしょう。

以下の 2つの例は、UV硬化プロセスに関連するさまざまな費用対効果を示しています。 1例目は仕掛品の削減、2例

目は UV硬化型インキと接着剤のコストの削減です。いずれの例も、Dick Stoweによる「UV硬化の経済的な要因」

という論文から抜粋したものです。

例 1：仕掛品の削減

複雑な電気光学装置メーカーは、約 5万ドル（日本円約 540万）相当の完成品を組み立て、月に 50個組み立てます。

各サブアセンブリ品は、完成品を作るのに 10から 15個の接着剤を必要とし、合計で約 100個の接着を必要とします。

これらの接着に室温硬化型とエポキシの両方を使用する場合、接着または封止には、試験後から組立てまでのセットアップ

にそれぞれ 2～ 3日かかりました。製品の全サイクル時間は４ヶ月でした。

UV硬化型接着剤を使用した場合、サブアセンブリのサイクルタイムは 2時間に短縮され、製品の全サイクルタイムは

4日に短縮されました。 4ヶ月の仕掛品の製品価値（定額率を仮定）は、次の通りです。

　　　　　　　　　■　二液型接着剤を使用した場合： 250万ドル（日本円約１億 7千万円）

　　　　　　　　　■　UV接着剤を使用した場合：18,750ドル（日本円約 203万円）

この例は、高額になる資産は仕掛品にかかわる費用が大半を占めており、UV硬化で劇的に低減できることを示して

います。 この顧客の場合はまた、二液型接着剤では不可能であったサブアセンブリ品の UV接着不良を修正すること

ができたため、スクラップを大幅に削減することもできました。

例 2：UV硬化型インキと接着剤のコストの削減

一般に、UV硬化型インキは、適用ベースで従来の溶剤型

インキと同等のコストです。単位体積当たりの費用の主な

違いは、購入時における固形分の比率に関係します。

従って、単位面積当たり、または乾燥フィルムの製品単位

当たりのコストを重量または被覆率で比較することは、より

有意義です。

例えば、従来のパッド印刷用インキは、１リットル当たり45ドルから 60ドル（日本円約 4,800円～ 6,500円）で

購入することができ、そこにシンナーや遅延剤での希釈が行われます。労働力と損失を合わせると、純コストが増加

します。印刷中のインキや再調整に注意を向けると、その分有効原価を増加させることになります。これらのコストを

考慮する際、1リットルあたり120ドル（日本円約 13,000円）の UV硬化型インキと比較すると、調整や安定化が不要、

溶剤系インキと UV 硬化型インキのコストを比較

する際、 乾燥フィルムの単位面積あたりのコストまた

は製品単位あたりのコストを重量または被覆率で

比較すると有意義な結果が得られます。
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かつ注意を払うこともほとんど不要、そしてより高い被覆率が得られることが分かります。

一般的な組立用接着剤は、53.00ドル（日本円約 5,700円）の一液型 UV硬化剤と比較して、1リットルあたり

32.00ドル（触媒を含まない、日本円約 3,500円）の費用がかかます。1回の接着は、UV硬化型材料で 0.15

ドル（日本円約 16円）です。合計の接着回数を掛けるとコストの差を簡単に計算できます。興味深いことに、接着剤

の用途では、最も劇的なコスト削減ができるのはプロセス関連コストで、直接的な材料費の差は完全に目立たなくなって

います。

今後の動向

現在、経皮パッチおよび薬用ステントを含む薬物送達システムは UV硬化されており、接着剤の硬化では UV LEDの

利用も可能です。UVは水の浄化用として長年使用されてきましたが、最近では医療用部品の滅菌用途で使用されて

います。医療製品の 3D印刷 /積層造形は、UV硬化の新しい用途です。

医療市場は引き続き力強い成長を見せており、団塊の世代が高齢化しても引き続き堅調に推移するはずです。 医療費

を削減する手段として、より多くの家庭用医療機器の必要性が高まるでしょう。 医学の研究が新しい治療法を生み出す

につれて、UV硬化は確かに今後開発される多くの新しい医療機器や製品の一部として用いられるでしょう。インキ、コー

ティング、接着剤を硬化させるかどうかにかかわらず、UV硬化は、医療市場にとって非常に重要な生産性と製品品質を

向上させることができるのです。

㊟文中の参考の日本円は、

1米ドル=108円で計算しています。


