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社会におけるニッケルの貢献
永続的な価値、革新的な問題解決
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社会におけるニッケルの貢献
ニッケルの最も重要な用途に焦点を当て、
これらの用途が私たちの日常生活の中で
技術革新と持続可能性にどのように貢献

しているかを解説

6ヶ国語で刊行
中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語

希望する言語版を下記にお申し込みください：
nickelinsocietya@nickelinstitute.org
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ニッケル誌の本号では、健康という連鎖、つまり、製品の純度が最も重要である薬剤の
製造から急性アレルギー反応の場合の個人によるアドレナリン(エピネフリン)の緊急
投薬にいたるまでのすべての過程でニッケル含有材料がどのように使用されているか
を探索している。

逆説的であるが、ニッケルが気づかれない傾向にある一つの理由は、それが非常にあ
りふれているからである。強い変種のインフルエンザウイルスの再流行が、このうちの
H１N１変種が最新のものであるが、予防接種数の急激な増加の火付け役となった。
毎年、何十億という管状針が検査のための採血あるいは献血や輸血と同様にインフル
エンザの予防接種あるいは他の薬の注射用に使用されている。針は必ずニッケル含有
ステンレス鋼製です。

医者による注射の投与では、正確な脈あるいは筋肉を見つけることが重視される。針
が近づいてくるのを見守る患者の思いは痛さがどの程度なのかということである。しか
しながら両者とも針が脆くなく、先が尖っていて剛性と強度を適切に兼ね備えているこ
とーすべてニッケル含有ステンレス鋼が可能にする性質―に感謝する。

ニッケルの目に見えない利点のひとつは、医療環境において電磁波から感度のよい画
像や他の器具を保護することにある。この保護には特にコミュニケーションにおいて多
くの用途がある。本号の無線周波妨害に関する記事では医療機械が適切に機能する
事が確実に行われるようにするニッケルの特殊な役割について説明している。

その他の記事では生活上の楽しみが中心となっているニッケル用途の多様な世界の
他の分野―カラフルな木綿の生地を作るために使用される染料(ニッケルを知ること：
硫酸ニッケル)やレコード盤の特別な音を作るニッケル被覆のモールドに触れている。
あなたの考えが何であれ、今日、ニッケルは社会において重要な役割を果たしている。

編集発行人

Stephanie Dunn

目に見えない、そして気づかれない
人が自分たちあるいは近くにいる誰かが治療する必要になった時でも全く考えそうもな
いことは、自分たちの保護やあるいは健康を取り戻す手立てでニッケルが果たす役割で
ある。しかし、ニッケルは時には目に見えなく、そしてたいていは気づかれないが、そこに
ある。

ニッケルとその用途の情報誌
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ステンレス鋼316l (S31603)は伝統的に生物医薬品製造装
置の主力材料であり、今後もこの産業の主要合金であり続け
ると思われている。しかし、ここ15年間の規制と要求性能の変
化で、製造装置にはより耐食性の高いニッケル含有合金が益
々多く使われるようになってきている。

一般に6%モリブデン系に属されるスーパー・オーステナイト
系ステンレス鋼（例えばUNS N08367 あるいはS31254）ま
たNi-Cr-Mo”C”系ニッケル基合金(例、UNS N10276 あるい
はN06022)は、生物医薬品製造産業に用いられる最も一般
的な高性能合金である。

より耐食性のある材料を使用する明確な動機の一つは、title 
CFR Parts 210 and 211などの米国連邦規制への適合を確
実なものにすることにある。Subpart D-211 .65には次のよう
に記述されている。「装置は、成分、工程中間物あるいは製品
薬品と接触する表面が、製品薬品の安全性、同一性、強度、
質、純度が公認あるいは他の認定要求条件から外れて変化し
ないように、反応性、添加性、吸収性を持たないようなもので
構築されていなければならない。」このことは、装置の腐食あ
るいはどのような製品汚染も許容されず、装置の構成材料に
高い要求を課することを意味する。

これらの規制によって生物医薬品会社は高耐食性合金の使
用を進めてきた。この産業で使用される多くの媒体は、酸性か
ら中性のpHレベル及び低温から中温の温度で塩化物を含ん
でいる。ステンレス鋼のS31603では低温であったとしても塩
化物を含有する環境下では性能は十分ではないであろうとい
うことで、腐食と、したがって製品汚染が懸念される。6% Mo
ステンレス鋼合金は通常、S31603より遙かに耐食性が優れ
ている。しかしながら、Ni-Cr-Mo合金は、より広範囲の塩化物
含有環境下、酸性塩基性の両方で、そしてより広範囲の温度

下で優れた耐食性を持ち、製造装置としてステンレス鋼
よりはより大きな汎用性を持つ。

いかなる産業でも合金の選定では費用対効果の評価が
はいる。このセクターの資本支出は年間約45億米ドルで、そ
の内約5億ドルが腐食関連コストである。この数字は重要な
製造装置の不測の停止時間から生じ結果として生産ロスをも
たらす間接的コストあるいは在庫や生産計画への二次効果
を含んでいない。バイオテクノロジーのセクターでは間接的コ
ストは直接的コストの10-20倍となりうる。1バッチの最終製

品が金属の触媒作用によって蛋白質への損傷があり廃棄し
なければならないシナリオを考えてみよう。例えば、1槽の製
品が100万ドルの価値のある120リットルの最終製品槽で3万
ドルの316l (UNS S31603)ステンレス鋼でできた槽と6万ド
ルのC-22 (UNS N06022)Ni-Cr-Mo合金槽を比較してみよう。
もし316lの腐食でその中の1バッチが廃棄しなければならな
くなると、製造コストを損失するだけでなく有るべき売上げや
利益も失う。わずか1バッチの損失を回避するだけでより耐食
性のある材料の超過資本コストを埋め合わせることができる。

合金の金属学的品質は、耐食性に、そして究極的に製品汚染
に直接影響をするので重要である。表面を交差する介在物の
除去に起因する表面の不連続性の存在は、汚染物を遊離し、

それが製品品質と収率に影響する。ほとんどの生物医薬品製
造設備は高品質であることが必要であり、それは孔のない表
面を持つことが重要である。S31603製造で用いられる通常
の溶融や加工方法では無析出、無偏析の微細組織を作るの
は難しい。Ni-Cr-Mo合金の溶融と加工は低偏析性を達成する
ために、通常、エレクトロ・スラグ・リメルティング(ESM)を用い
る。それゆえ、これらの合金は汚染物が極めて少ない耐食性
のある微細組織を持つことになる。

S31603は耐食性と洗浄性を改善するためにしばしば電解研
磨され不動態化される。高性能合金は主にひっかき傷、重な
り、研磨剤が埋め込まれた可能性のある穴を除去するために
電解研磨される。電解研磨はこれらの欠陥を除去し顕微鏡的
に平滑で清浄な表面を付与する。電解研磨でより容易でより
良い浄化、消毒、滅菌ができ、したがって、浄化コストを下げ、
保守費を最小に維持する。

バイオプロセシング装置(BPE)標準は1997年に最初に公布
され、現在でも装置製造のための優れた製作実行用文書と
してみられている。10年間、この標準はS31603タイプのス
テンレス鋼のみを対象としていたが、高

ニッケル含有合金は生物医薬品産業に 
最適な材料である

装置の腐食あるいはどのような製品
汚染も許容されず、装置の構成材料に
高い要求を課する。

 15ページに続く
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ある人々は新しく、ピカピカでデジタル
なものは何でも「良質」と表記する。音声

記録の分野では「妥協」と表記するのが適
当だろう。しかしながら、音楽を聴取者の耳

に届くようにする全てのプロセスの中で妥協
できない重要なものが一つある。電鋳ニッケル

である。皆さんは、電鋳がCDや DvDの製造に使
われるだけでなくビニル・レコード盤にも使われる

のを知って驚かれるかもしれない。

音楽の主流から25年前にレコード盤は忘れさられ
た。当時、将来はデジタルで、レコード盤はセンスより

もただひたすら懐旧の念を持つ人のためのものであっ
た。しかし、徐々に、そして驚くことに、レコード盤はどう

にか音楽再生の場に戻って来ている。

一つの理由には、レコードを「カット」するという着想はレ
コーディング・アーティストのイマジネーションを捕らえた。
カット工程では、録音用針が精細な渦巻き曲線の溝を正
確なスピードで回転（lPでは33　1/3 r .p .m .）する平坦でラ
ッカーで被覆したアルミディスクの全域に刻み込みながら、
ディスクの半径を横切って動く。デジタルと同様、カッティン
グは一つの工業プロセスだが、相当な数のアーティストに

とって、数千万のCDや DvDが機械的に作製されたりMP3ファイル
が日常的にダウンロードされたりするやり方に比べればより「感情
のこもった」ものに映る。

レコード盤が魅力を持つもう一つの理由は、ディスク・ジョッキーがミ
ックスを作るときにレコード盤の多様性と制御性を好むからである。

しかし、レコード盤が廃れない主な理由は音質にある。盛んになって
いくアナログ録音とデジタル録音―レコード盤を用いたものとデジ
タル技術を用いた音質―間の論争は熾烈で大きくなりつつある。加
えて、そのような事に関わる人たちには中立領域というものはない。

アナログ録音は原型音波に類似する連続振動形式により行われ
る。デジタルに取って替られる前、音はカットされるかビニル・レコ
ード盤に彫りこまれるか磁気波としてテープに書き込まれた。全て
の音は、事実、アナログであり、すべての記録はそのような方法で
始まる。デジタル形式に変換するとき、アナログ波は（波の全体で
はなく）特定瞬間をとらえる一連のスナップ・ショット（バイト情報）
に変換される。レコード盤によってのみオリジナルのアナログ・マス
ターはアナログ形式で顧客に渡すことができる。

これが聴覚経験への顕著な相違をもたらすかどうかは聴取者の
耳次第である。アナログ礼賛者は、音は「より暖かく」、より「深さ」と

「個性」を持つと主張する。他の人たちは、質的相違はあるかもし
れないと同意するだろうが、デジタルの利便性は媒体選択でのレ
コード盤を打ち消すと考える。今なお他の人たちはいかなる差異
も全然認めないかもしれない。

レコード盤
ニッケルはアナログーデジタル論争
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10キロヘルツシグナル原形
CD 音声出力
DVD 音声出力

s  Packing in sleeves
s  Plating lacquer master
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Ni Ni

ニッケルの役割

ニッケルはえこひいきをしない。それは音楽が保存されている形式
に無関係に二つの重要な品質が保存される。完全性と強度である。

レコード盤の場合、研磨されたアルミニュウムあるいは銅の円盤が
マニュキア液と似ているニトロセルローズラッカ―によって被覆さ
れる。このラッカー表面に「カット」がなされ、アナログの音楽情報
がルビー・レーザーを用いて溝へと移動される。細部は一切失われ
ない。音の完全性は「原盤」と呼ばれるものの上に保存される。

しかしながら原盤はレコードをプレスするときの応力に耐えられな
い。求められているのは、遙かに強固で、原盤の溝にある情報を忠
実に再生することのできるものである。ニッケルが計り知れないほ
ど貴重であると分るところがこれである。

原盤は最初に石鹸と水で洗浄され、次に塩化スズと銀液の混合物
を散布される。塩化スズは銀の付着を助ける増感剤である。約1ミ
クロンの厚さの銀被覆を持つ脆弱な原盤が結果としてできる。

ラッカー/銀の原盤は、通常、スルファミン酸ニッケルめっき浴に移
される。陽極には金属ニッケルが用いられ、原盤表面に200ミクロ
ンの厚さのニッケル被膜が電気めっきされる。

この電気めっきされたニッケル層が除かれると、それに原盤の鏡
面像が転写されるがこれを「ネガ」と呼ぶ。次にネガを用いて工程
は繰り返され、その結果は「原型」と呼ばれる。原型は原盤と全く同
じ情報を持ち、唯一異なるのは、それが今やラッカーではなくニッ
ケルで再生されているということてある。

同じ電鋳ニッケル法を用いて、通常、二つの「母盤」（原型のネガ）
が作られ、そしてそれぞれの母盤から沢山の「スタンパー」が作ら
れる。名前の示すごとく、スタンパーは家族の働き手である。劣化が
始まる前に、それぞれのスタンパーから1,000 から 2,000のレコー
ド盤を製造することができる。

形式は自由に選べるが、アナログとデジタルの論争は終わってい
ないことを知るべきである。そして、ニッケルは両方とも可能にする
ことも・・・。
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ニッケルは平等
CD そして後にDvD様式が開発され完成されたと
き、音楽、ビデオ情報を物理的な製品の上にデジ
タル形式の形で移す物理的な技術が、レコード盤
技術を可能にした同じニッケル依存のプロセスで
既に存在していた。

当然、違いもある。通常よく使う原盤材料は光学品
質ガラスでアルミニウムや銅ではない。一方、レコー
ド原盤では、普通、最後の電着ニッケル被覆を受け
るために銀の薄膜を持っているが、デジタル・ディス
ク用のガラス原盤上の第１層は大抵真空蒸発された
ニッケルーバナジウムである。最終層は、ガラス原
盤のほうが通常若干厚いものの（~300μｍ）、全て
の場合において電着ニッケルである。

短期操業では、最初のガラス原盤から作ったニ
ッケル被覆製品をスタンパーとして用いる。しか
し、長期操業では、原盤―原型―母盤―スタ
ンパーといったレコード盤製造と同じ連鎖が
適用される。

様式が何であれ、ニッケルが実現させる。

リバイバル
の両方側に重要な役割を演じる
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病院、クリニック、家庭において電子医療
機器を電磁波から遮蔽することは文字通
り生死の問題となり得る。携帯電話やそ
のほかの電子機器からの電磁波妨害(あ
るいはEMI及び無線周波妨害あるいは
RFIを含む)の結果として設備が誤作動し
たり作動停止したりすることが知られてい
る。EMIはひとつの回路の電流あるいは
電圧が別の回路で電流あるいは電圧を生
じさせる。遮蔽は近くの機器から発せられ
た信号からいくつもの装置を保護するた
めにも、また装置から電気信号が出たり、
他の器具を妨害するのを防ぐためにも使
用される。

電子機器が急増し、よりコンパクトで持ち
運びが可能になるに従い、医療用にだれ

でも扱える遮蔽方法の設計がより大きな
問題となりつつある。一方、規制側は医療
器具どうしの妨害の防止、及びEMI/RFI
の外部の発信源による影響に関わる包括
的な標準をさかんに策定中である。

二つのことが医療環境用のEMI/RFI遮蔽
装置の設計を特異なものにしている。第一
に、医療器具はしばしば互いに、及び他の
電子機器の近くで使用され、その結果、そ
れらは極めて妨害を受けやすくなってい
る。第二に、遮蔽装置はそのような器具を
洗浄し消毒するために使用される化学薬
品に対する耐食性がなければならない。

ニッケルはこうした成長を続ける設計分野
で不可欠な役割を果たしている。ほとんど

すべての導電性の金属がある程度まで
EMI/RFIを弱めることが可能であるが、ニ
ッケルには高透磁性と耐食性があり、ポリ
マー塗膜で使用できる小さなフレークが
調達可能であり、あるいは他の材料にメッ
キができる。

例えば、カナダの電子産業向け化学製品
の製造業者であるMg ChemicalsはEMI/
RFIを防止するために家庭用電化製品に
広く使用されており、また、医療器具に使
用可能性のある単純なニッケル被膜を作
っている。

重量の約40～70％のニッケルフレークを
含有するアクリル樹脂被膜は、EMIが漏れ
るのを防ぐとともに電子装置の中を均一
に保護するためにプラスチック製カバー
の内側にスプレーできる。被膜がカバー
の内側表面に施されるので、装置の使用
者がニッケルに接触する機会はない。

Mg Chemicalsはまた銀被膜や銀被覆され
た銅被膜も製造しているが、Howard Clark

社長は、ニッケル被膜の方が大部分の周
波数に極めて効果があるので圧倒的に人
気があるという。またニッケル被膜の方が
代替品より安く、電磁波や電波の両方を
遮断できる。

「例えば軍事用のような場合、一部の周波
数では銀の方がニッケルより優れている
が、ニッケルは当社の顧客の大部分にとっ
て申し分がない。」とClerkはいう。

ニッケルは医療産業における電磁遮蔽装置の設計に最
適な導電材料である。

安全のための
遮蔽

「ニッケル皮膜の方が
大部分の周波数に有
効なので圧倒的に人
気があり、また代替品
より安く、電磁波や電
波の両方を遮断でき
る。」

NiDI
吹き出し
Replace　皮膜　with 　被膜.
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ケーブルスイッチを必要とする医療装置やモ
ニターなどの場合しばしばそうなのだが、電
子装置のカバーに継ぎ目や開口部がある時、
遮蔽はますます困難になる。電磁放射線は
最小のすき間でさえ通って漏れる可能性があ
る。こうした場合、導電性ガスケットがEMI/
RFIの遮蔽にもダストのような環境汚染物資
を封じ込めるためにも使用できる。ガスケット
のデザインはカバーの性質や何が必要かによ
り、また周波数により多種多様であり、ニッケ
ルはしばしば重要な構成要素である。

例えば、オハイオ州クリーブランドにある
Hannifin CorporationのChomerics部門に
より製造される発泡ガスケットは効果的な遮
蔽と優れた圧縮偏向がある。発泡ガスケット
は、ソフトウレタン発泡製の中心部に合うよ
うに一般にMonel製(ニッケル銅合金)の細か
く編まれたワイヤーメッシュでできている。こ
のガスケットは狭い空間に押し込められるカ
バーあるいは封じ込めるのに小さな力が必
要なものに対し特に役に立つ。

市場に参入している最新の製品は、別の遮
蔽装置を設計費用を省いて、プラスティック
製のカバーの成形品とEMI遮蔽装置が一体
となっている。ひとつの例がChomerics 
Premierであり、導電性ニッケルめっきしたカ

ーボンファイバーを添加した射出成型熱可塑
性樹脂である。成形された部分は厚さ2ミリ
でしかも高い機械的強度を備えており、摂氏
180度まで安定である。

医療機器の電子部品の遮蔽はそのモニター
の機械が保護されないままの状態であ
る。ChomericsはまたEMI遮蔽に高い光学
的透明度と画像解像度を有する軽量のガラ
ス製とプラスチック製の窓を製造している。
この遮蔽はガラスあるいはプラスチックの基
板の間にラミネートされた編んだあるいは織
ったワイヤメッシュで与えられる。メッシュに
は時々、ステンレス鋼が使われる。

医療機器に対する規制上の要件の順守は厳
しい。国際的な基準では製造業者は自分たち
の医療機器の電磁波に対する適合性(EMC)

r  EMI遮蔽に高い光学的透明度と画像
解像度を与える軽量のガラス製とプ
ラスチック製の窓

r  導電性ニッケルめっきのカーボンフ
ァイアーを添加したChomerics 
Premier製の射出成型熱可塑性樹脂

r  写真上：フレキシブルガスケット用の
MoNEl製メッシュ素材。 

s  写真下：電源に必要な小さな開口部用
ガスケットにもMoNElを使用。

 15ページに続く
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実際、誰もが皮下注射針で注射され
た経験があります。皮下注射針は医

学界では主力商品であり、薬剤と予防
接種を投与し、血液サンプルを採取し、か
つ広く救命をします。皮下注射針は、簡単
な一装置（プラスチックのプランジャーに
取り付けられた薄く、中空の金属針）です
が、今日の医学用具箱には欠かせないも
のです。

皮下注射（ギリシャ語の「皮下で」）は、19
世紀半ばに開発された。「cannula」（ラテ
ン語の「小さな葦」）として知られる針自体
は強く、先端が鋭角で、滅菌されていなけ
ればなりません。選択された合金は、304 
(UNS S30400)及び 316 (S31600)のステ
ンレス鋼であり、米国、マサチューセッツ
州ニーダムにあるvita Needle 社のマーケ
ティングおよび技術部の部長のFrederick 
Hartman II氏は、「優れた耐食性と強度を
有する医学用途に理想的な材料です。」と
いう。同社は、注射器の完全組立品と先端
を鋭角にしたcannulaを北アメリカ、ヨーロ
ッパ、アジア及び中東の顧客向けに製造
している。

1932年の会社設立以来、vita針は製造
工程に300シリーズのステンレス鋼を使
用してきた。 Hartmanの見積りによれば、
毎年5トンのステンレス鋼を針に変換し
ている。

「この材料は用途が広く、費用対効果が
高く、予想通りの特性を持っています。」
と、Hartman はいう。「また、様々な用途に
おいて人気が高く、これは管が手頃な価
格で調達しやすいことを意味します。入手
可能な材料が豊富にあるため、顧客のニ
ーズに合ったサイズを探すのは容易です。

この材料の非常に優れた加工性により、
注射針を精密な公差で製造できます。在
庫の管は電気化学的に切断され、注射針
の先端は電気化学的または研磨剤により
成形可能です。

注射針は、高引張強度を有する硬度の高
い調質状態にあります。注射針の先端を
可能な限り鋭く加工し、物質を効率よく吸
引あるいは注射するのに十分な幅をもた
せ、薄肉で強くしたい。」とHartmanは説明
する。更に、304および316のステンレス
鋼の耐食性は、注射針が様々な状態にあ
っても保存可能であり、または、再利用可
能な注射針に関しては、腐食を心配せず
に積極的に滅菌できることを意味する。

医療で使用するためには、この材料は容
易に殺菌ができ、人の健康に無害でなくて
はならない。それは、300シリーズステン
レス鋼の主要特性である。病院や医院で
使用されるたいていの注射器具は一度限
りの使用だが、300シリーズのステンレス
鋼は、耐久性があり、洗浄されて再利用さ
れる特殊な注射針に大変適している。

ニッケル含有ステンレス鋼は皮下注射 
針を救命具にする。

v  注射針の先端研磨のためにステン
レス鋼の管を切断 Ni

鋭角な先端部
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同名変異 
硫酸ニッケル　NiSo4 
ニッケルous Sulphate

CSA 番号 
無水タイプ：黄色固体 
CAS number: 7786-81-4 
CAS 番号：7786-81-4

六水和物タイプ：エメラルドグリーン
クリスタル   
CAS 番号：10101-97-0

七水和物タイプ：グリーンクリスタル 
CAS 番号：10101-98-1

EINECS 番号：232-104-9
特性(六水和物)
モル質量： 
262 .84 g/mol

密度： 
2 .07 g/cm3

結晶構造：正方晶系
比重：  
2 .07

融点：  
53° C
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vNiSo4を使用して得られた黒がかった青銅

ニッケルの大部分はニッケル含有合金製
造に使用されるが、ニッケル全体の約15
％がニッケル化学薬品製造に使われ、そ
のうち硫酸ニッケルは最も広範に使用さ
れるニッケル化学製品の一つである。

硫酸ニッケル（つまり、硫酸ニッケル（II））
は、高可溶性塩で、無水タイプで色はイエ
ローであるが、より一般に製造される水和
物タイプではグリーンからブルーグリーン
の色合いである。ニッケルの工業用電気め
っきは最も顕著な最終用途である。

約1万トンの硫酸ニッケルは、平均約22%
ニッケル含有率の六水和物結晶形で毎年
製造される。種々の純度レベルは用途に
応じて入手可能である。

硫酸ニッケルは、特定の顔料や染料、電池、
触媒の製造に直接、間接を問わず使用さ
れている。また、それ以外のニッケル化学
物質の製造において中間体として用いら
れる。例えば、特定の触媒と顔料用にも用
いられる炭酸ニッケルは、炭酸ナトリウム
と硫酸ニッケルを反応させることにより製
造される。硫酸ニッケルは、綿織物を中心
に染料の耐変色性改善のため使用されて
いる。また、「黒がかった青銅」のような特
定の装飾の仕上げに使用できる。一方、最
も重要な用途はニッケルめっき槽の溶液
の主要成分としてのものである。

めっき

ニッケルで表面をめっきする多くの理由が
あり、低摩擦、高硬度、高耐食性等の望ま
しい仕上げが得られる複数の方法がある。
めっきは、金、クロムまたはインジウムのよ
うな装飾仕上げ被覆を固着させる下地を
与える。回路基板では、ニッケルのフラッシ
ュコートは電気経路を提供する銅の電着
前に通常適用される。

全てのニッケルめっき工程で硫酸ニッケ
ルの使用を必要とされているわけではな
いが、塩化ニッケルと硫酸ニッケルを約1

：8の比率で補完される最も一般的な「ワッ
ト浴」では硫酸ニッケルの存在がキーポイ
ントになる。それ以外の添加物を使用する
ことで、光沢から梨地までの金属表面が実
現可能である。

双方とも均等に塩分を含む硫酸塩化溶液
は、ワット浴以上に、迅速で高濃度のニッ
ケルの電着を可能にする。ニッケル塩化
物の含まれない硫酸ニッケル溶液は、主
に、チューブや小規模の付属品の若干「隠
れた」領域用のめっきに使用される。高度
の引張強度や硬度が求められる領域には、
塩化アンモニウムを硫酸ニッケルに対し
1：7の割合で加えられる。硫酸ニッケルは
無電解ニッケル工程においても通常用い
られる。

ニッケルめっきの詳細に関しては、NI 
publication No . 10088 ニッケル Plating 
and Electroforming（ニッケルめっきと電
鋳）を参照ください。ニッケル協会のウェブ
サイトからダウンロードが可能です。

http://www .ニッケルinst i tute  .org/
index  .cfm/ci_ id／3307／la_id／1
／document／1／re_id／0

硫酸ニッケル（II）
NiSo4 - ニッケルめっき業界の主力製品

これは、ニッケルの化学物質に焦点を当てたシリーズ記事の第2回目です。水酸化ニ
ッケルに関する情報はニッケル誌　Vol.25、No. 1(第25巻第1号)を参照ください。

 ニッケル: ニッケルを知ること
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「無菌材料」と「ステンレス鋼」が同一文中で述べられれば、多く
の人は即座に病院の環境を考える。ステンレス鋼は本来無菌で
はないが、無菌材料としての医療用用途がたくさんある。何故な
らば、それは劣化を起こさずに激しい殺菌剤で繰り返し処理可
能であるからである。このことは、外部の有害生物が容易に拡散
する病院や診療所で特に重要である。無菌性がとりわけ重要な
二つの医療用途はインプラントと用具である。

膝、腰及び他の関節代替などの整形外科用インプラント及び付
随するネジ、板、ワイヤーは通常ステンレス鋼で作られる。用いら
れる他の金属はコバルト基合金（しばしばニッケルも含有）、チタ
ン基合金がある。ステンレスのインプラントは、普通、関節が動く
時にポリエチレンと呼ぶ硬質プラスチックと擦れる。他の設計で
はセラミック・インプラントが使われる。関節交換手術の件数は
世界中で急増している。

インプラントの材料は人体との適合性が要求されるだけでなく、
術後のx線や磁気共鳴映像法（MRI）などの診断技術との適合性
も求められる。MRIの安全な検査のためには、インプラントは非
強磁性材料だけでできていなければならない。強磁性のフェライ
ト相を確実になくすためには、ニッケル、窒素、マンガンなどのオ
ーステナイト形成元素の増量がこれらのオーステナイト・ステン
レス鋼には用いられる。

４つの通常使用されるステンレスインプラント材料の工業規格
は、AStM F138 (S31673), F1314 (S20910), F1586 (S31675) 

処方箋： ステンレス
ニッケル含有ステンレス鋼は優良医療に極めて重要な要素である

ニッケル: 特集 ニッケル: 特集
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、F2229 (S29108)である。これらの標準は
極めて「清浄」な（すなわち、硫化物、ケイ
酸塩、酸化物などの非金属不純物濃度が
低い）合金を要求するので一般にエレクト
ロ・スラグ・リメルティング(ESR)を用いて製
造される。ESRは超精製工程でありステン
レス鋼にこれらの仕様に合う超微細清浄
度を付与する。ESRはインプラント材料とし
てのこれらAStM規格の微細結晶粒ミクロ
組織を持つことのような他の特殊要求事
項を満足することも可能である。

AStM F138となっているS31673ステンレス・インプラントの長
期の臨床経験により、この材料の人体への生体適合性は確証さ
れている。このステンレス鋼は、生体適合性につき新材料を比較
する際の数種の対照材料のうちの一つとなっている。F138標準
は、いかなる外科用インプラント材料も体内での炎症などの有
害反応が起こらぬよう保証されなければならないとしている。極
低濃度ニッケルのインプラント種(S29108)は、この金属へ特別
に敏感な患者に用いることができる。

整形外科用インプラントに使用されるのと同じステンレス種のい
くつかは骨ネジ、骨・腰釘、板、ワイヤーに用いられる。特別に高
い機械的強度が要求されるネジにはUNS S17400（17-4PH あ
るいはtype 630として一般に知られている）ステンレス鋼が使

われる。これは析出硬化型であり熱処理で
所望の強度を得る。

医療用具と器具はもう一つのステンレス鋼
の主要応用例である。これらの項目の市場
は世界で300億US$ほどであり、ステンレ
ス鋼はその大きな部分を占める。ニッケル
含有ステンレス鋼は（外科手術中、下部に
ある臓器や組織を抑えておくための）開創
器具、ナイフ、その他の切断及び摘出器具、

鉗子、ピンセット、鋏の製造に用いられる。

最近の医療の進展により肉体を傷つけることを最小にする、すな
わち小さな切り口のみ、あるいは全く切り口のない外科手術が
増えてきている。患者にとっての利点は、より少ない身体的外傷、
より早い回復、より短い入院期間、より低い医療費である。結果と
して、病院はますます多くの器具をこのような方法に合致すべく
デザイン（直径が小さく長い）するよう要求しつつある。世界全体
では、切り口を最小にする外科手術器具の生産は毎年約8%成長
している。

医療用具、器具に用いられるステンレス鋼は特定の機械的特性
を持たねばならず、また体液及び清浄化や殺菌に用いられる薬
品に耐え得なければならない。それらはまた、工業規格にも適合
しなければならない。ISo 7153/1には、外

処方箋： ステンレス
ニッケル含有ステンレス鋼は優良医療に極めて重要な要素である

ニッケル: 特集 ニッケル: 特集

医療用具と器具の市場
は世界で約300億US$で
ステンレス鋼はその大き
な部分

 15ページに続く
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ニッケル協会は、携帯電話の外側表面に使われているニッケル含有材料が直接かつ長
時間皮膚に接触することでアレルギー反応を起こす可能性にメディアが注目しているこ

とを知っている。そうしたアレルギー反応の可能性は防ぐことができるものであり、ニッケ
ル協会は2000年から携帯電話の製造業者と話し合いを行っている。

携帯電話の外側表面からのニッケル放出は重要な要因ではあるが、これは実際のニッケ
ル含有量ではない。このことは、例えばEUの1994年指令94/27/ECが修正されたように
皮膚に直接かつ長時間接触することが意図的になされる装飾品といった物にニッケル
放出制限を設けている国によって確認されている。2008年、EUはこの指令が携帯電話の
外側表面に適用されることを明確に示した(ニッケル誌第24巻第2号、2009年7月号を参
照。http://www .ニッケルinstitute .org ./index .cfm/ci_id/19074)。

EUは「長時間」とは携帯電話が使用者の顔に直接30分あるいはそれ以上接触
した場合と定義している。従って、簡単な予防措置を取れば、例えばハンドフ

リー装置、カバー、ラウドスピーカーを使用したりあるいは単に電話を短時
間にするといったことでニッケルアレルギーの可能性は問題とならない

はずである。

ニッケル協会は携帯電話の外側表面のニッケル含有材料からアレ
ルギー反応が起きる可能性を防ぐために然るべき規制や製造業

者による自主的な活動を積極的に支援している。こうしたこ
とからニッケル協会はニッケルアレルギーのメカニズム

をより深く理解するための最近の調査を歓迎してい
る(http://www .ニッケルinstitute .org/index .cfm/

ci_id/19239/la_id/l .htm)。

ニッケル含有材料は携帯電話の電子部品やそ
の他の内部の部品の多くに重要な役割を果た

している。

締切日の2010年11月30日より1ヶ月以上前の9
月28日に、ニッケルREACHコンソーシアによって
統括された最後の8つのニッケル一式文書の幹
事登録者は、欧州化学庁より一式文書の登録が
完了した旨の確認を受領した。

登録のプロセスは、金属ニッケルと硫酸ニッケル
の幹事登録者による登録によって、2010年4月
に開始された。加えて3つの物質が2010年6月に
成功裏に登録された。

これら13の一式文書の登録は課題が多く、また、
輸入者及び製造者のみならずステンレス鋼、合
金、めっき、電池、触媒産業などの川下のユーザ

ーを含むニッケル産業のヴァリュー・チェインの
15ページに続く15ページに続く

携帯電話に使用されているニッケル

C Co Cr Cu Fe Mn Mo N Nb Ni P S Si V W

N06022
p. 5

0.015 
max

2.5 
max

20.0- 
22.5

2.0- 
6.0

0.50 
max

12.5- 
14.5

rem 0.02 
max

0.02 
max

0.08 
max

0.35 
max

2.5- 
3.5

N08367
p. 5

0.030 
max

20.0- 
22.0

rem 2.00 
max

6.00- 
7.00

0.18- 
0.25

23.50- 
25.50

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

N10276
p. 5

0.02 
max

2.5 
max

14.5- 
16.5

4.0- 
7.0

1.0 
max

15.0- 
17.0

rem 0.030 
max

0.030 
max

0.08 
max

0.35 
max

3.0- 
4.5

S17400
p. 13,15

0.07 
max

15.0- 
17.5

3.00- 
5.00

1.00 
max

0.15- 
0.45

3.00- 
5.00

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

S20910
p. 13

0.06 
max

20.50- 
23.50

4.00- 
6.00

1.50- 
3.00

0.20- 
0.40

0.10- 
0.30

11.50- 
13.50

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

0.10- 
0.30

S29108
p. 13

0.08 
max

19.00- 
23.00

0.25 
max

rem 21.00- 
24.00

0.50- 
1.50

0.85- 
1.10

0.05 
max

0.03 
max

0.01 
max

0.75 
max

S30400
p. 10,15,16

0.08 
max

18.00- 
20.00

2.00 
max

8.00- 
10.50

0.045 
max.

0.030 
max.

1.00 
max

S31254
p. 5

0.020 
max

19.50- 
20.50

0.50- 
1.00

1.00 
max

6.00- 
6.50

0.180- 
0.220

17.50- 
18.50

0.030 
max

0.010 
max

0.80 
max

S31600
p. 10

0.08 
max

16.00- 
18.00

2.00 
max

2.00- 
3.00

10.00- 
14.00

0.045 
max

0.030 
max

1.00 
max

S31603
p. 5,15

0.030 
max

16.00- 
18.00

2.00 
max

2.00- 
3.00

10.00- 
14.00

0.045 
max

0.030 
max

1.00 
max

S31673
p. 13

0.030 
max

17.00- 
19.00

0.50 
max

2.00 
max

2.00- 
3.00

0.10 
max

13.00- 
15.50

0.025 
max

0.010 
max

0.75 
max

S31675
p. 13

0.08 
max

19.5- 
22.0

0.25 
max

2.00- 
4.25

2.0- 
3.0

0.25- 
0.5

0.25- 
0.8

9.0- 
11.0

0.025 
max

0.01 
max

0.75 
max

S42020
p. 15

Over 
0.15

12.00- 
14.00

1.25 
max

0.60 max 
(optional)

0.060 
max

0.15 min 1.00 
max

S43100
p. 15

0.20 
max

15.00- 
17.00

1.00 
max

1.25- 
2.50

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

S44004
p. 15

0.95- 
1.20

16.00- 
18.00

1.00 
max

0.75 
max

0.040 
max

0.030 
max

1.00 
max

UNSの詳細 本誌で示されているニッケル含有合金及びステンレス鋼の化学的組成(重量パーセント)

近況： 
REACHの到達点
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科、歯科、整形外科用器具の製造に使用
可能なステンレス鋼の概観と選定を記述
してあり、ASTM F899は外科手術器具向
け鍛造ステンレス鋼についての標準仕様
である。

外 科 用 ステンレス 器 具 は 、しばしば
焼 入 可 能 な マル テン サイト系ステン
レス鋼で作製される。一般種としては
431 (S43100), 420F (S42020), 440C 
(S44004) 、 17-4PH (S17400)

がある。これら鋼種のいくつかはニッケル
を4%まで含む。

よく知られているオーステナイト系ステ
ンレス鋼のType 304 (S30400) 、Type 
316L (S31603)は高強度と高硬度を要求
されない器具の製造に用いられる。これら
は400系焼入可能マルテンサイト系ステ
ンレス鋼よりはるかに高い耐食性がある。

しばしば宣伝者によって宝飾品類、時計
バンド、そして調理器具にまで使われる「

外科用ステンレス鋼」という言葉は、通
常、300-系鋼種に言及されるものだが、そ
の言葉は厳密さを欠き特定の合金仕様を
指定するものではないと記述しておく必
要がある。

医療の進歩は常に進展している。そして、
ステンレス鋼、特にニッケル含有鋼種はこ
のような進歩を可能にしていることを知っ
ておくべきである。

が基準を満たしていることを明確に述べることが要求さ
れる。（EMCとはその意図された環境において意図的で
ない電磁妨害が原因で劣化を引き起こすことなくあるい
は受け入れることなく使用される器具の性能である。）
　製造業者はまた医療機器・放射線保健センター(米国
食品医薬品局)、医療器具開発協会(これも米国)及びEU
の医療機器指令によって定められた基準も順守しなけれ
ばならない。医療分野でのEMI/RFI遮蔽への利用が急
増しているので、ニッケルは多くの器具の遮蔽系の設計
において導電材料として貴重であることが証明されつつ
ある。

主流になりつつある	 9ページから続く
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清潔で効率的な薬
の製造 5ページから続く

オンライン版ニッケル誌

ニッケル誌の無料購読とウェブサイト掲載の
お知らせを希望する場合：www.nickelon-
line.org/subscribe

ニッケル誌を7ヶ国語(英語、中国語、日本語、
ロシア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語)
でウエブサイトに掲載：www.nickelmaga-
zine/language

ニッケル誌のバックナンバーの検索：	1998
年7月以降のニッケル誌を掲載。www.
nickelmagazine.org/archive

ユーチューブでニッケルに関する9本の短い
ビデオが見られます。「Nickel	Institute」で検
索、Nickel	Institute	Channelにアクセス。ニ
ッケル協会のビデオ｢気候温暖化への取り
組み｣、BBCワールドコマーシャル3本及び再
生可能なステンレス鋼に関する広告3本、そ
の他掲載。		
www.youtube.com/user/NickelInstitute

  www.nickelinstitute.org 携帯電話の使用も含め日常の状況で
アレルギーの可能性を避ける方法に関
する情報や助言はニッケル協会から入
手できる(http://www.ニッケルinstitute.
org/1/1/2/indexl.shtml)。

沢山の参加者の協力を必要とした。成功は、締
め切りに充分間に合うように登録を達成すべく
かなりの努力をはらった幹事登録者の優れた仕
事によって可能となった。

Dr. kevin Bradleyは、ニッケル・コンソーシアの
運営を統括したニッケル協会を代表して言って
いる。「この達成によって今後到来するすべての
ためのステージが設定された。今重要なことは、
積極的な貢献者ではなくREACH登録を完了して
いない会社ができるだけ早く登録をすることで
ある。」

製造者、輸入者、ニッケル及びニッケル化成品
の使用者の責務に関する更なる情報は以下を
ご覧ください。

http://www.ニッケルconsortia.org

より一般的なものとしては欧州化学庁のサイト

http://echa.europa.eu

Reach 14ページから続く携帯電話
14ページから続く

Nickel and Mobile Phones
Nickel Stewardship

Assessing the riskThe risk of nickel allergic contact dermatitis relates to individu-

als with an existing nickel allergy. The risk arises when nickel-

plated outer surfaces on mobile phones come into contact 

with the skin over prolonged periods of time. Note that the 

EU Nickel Directive [94/27/EC, as amended] does not define 

“prolonged”. In reality the length of time required to elicit an al-

lergic reaction will vary from 5 or 10 minutes to never, depend-

ing on the sensitivity of the individual. 
Two critical factors should be taken into account when as-

sessing and managing the risks associated with nickel allergy 

contact dermatitis. Firstly, the ability of and rate at which a 

material surface releases nickel when exposed to sweat; and 

secondly, the nature of the contact with the skin. The level of 

risk therefore depends on a number of factors – pattern of 

usage, the environment in which a mobile phone is used (i.e. 

whether it is hot and humid ), and the degree of susceptibil-

ity of the individual to nickel dermatitis.

Controls on the use of nickel-containing products should there-

fore be based on an assessment of the level of nickel release and 

the duration and nature of exposure, not on nickel content. No risk is posed by the nickel containing elements of a 

mobile phone that do not come in direct contact with the 

skin during phone operation.
RecommendationsFor designers and manufacturers:

If you are designing or manufacturing mobile phones, 

be aware of the  nickel allergy potential when used in  

applications “intended for direct and prolonged contact 

with the skin” (in the words of the EU Nickel Directive: 

94/27/EC).

Consider a variety of designs, and choice of surface mate-

rials restricting the use of nickel to exterior surfaces that 

Nickel is essential for the e�ective operation of mobile phones. It is used in the microphone 

diaphragm, electrical connections and capacitors, and can be a major or minor element of 

the chemistry of the battery of the phone. It can be used to shield users from electro-

magnetic radiation and equipment from electro-magnetic interference. 
Nickel is sometimes used on the surfaces of mobile phones to exploit its aesthetic properties 

and respond to fashion trends and the demand for greater choice of styles. 
There are occasional reports of individuals experiencing �are-ups of existing skin  

related nickel allergies when nickel-plated mobile phone surfaces are placed against the 

skin (i.e. cheek, ear or hand) for long periods of time. This advisory note seeks to advise manufacturers of mobile phones and consumers on 

how to minimise the risk of nickel related contact dermatitis. 

www.nickelinstitute.org
Last updated in May 2009
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Nickel and Mobile Phones
Nickel Stewardship

Assessing the riskThe risk of nickel allergic contact dermatitis relates to individu-
als with an existing nickel allergy. The risk arises when nickel-
plated outer surfaces on mobile phones come into contact 
with the skin over prolonged periods of time. Note that the 
EU Nickel Directive [94/27/EC, as amended] does not define 
“prolonged”. In reality the length of time required to elicit an al-
lergic reaction will vary from 5 or 10 minutes to never, depend-
ing on the sensitivity of the individual. 

Two critical factors should be taken into account when as-
sessing and managing the risks associated with nickel allergy 
contact dermatitis. Firstly, the ability of and rate at which a 
material surface releases nickel when exposed to sweat; and 
secondly, the nature of the contact with the skin. The level of 
risk therefore depends on a number of factors – pattern of 
usage, the environment in which a mobile phone is used (i.e. 
whether it is hot and humid ), and the degree of susceptibil-
ity of the individual to nickel dermatitis.

Controls on the use of nickel-containing products should there-
fore be based on an assessment of the level of nickel release and 
the duration and nature of exposure, not on nickel content. No risk is posed by the nickel containing elements of a 

mobile phone that do not come in direct contact with the 
skin during phone operation.

RecommendationsFor designers and manufacturers:If you are designing or manufacturing mobile phones, 
be aware of the  nickel allergy potential when used in  
applications “intended for direct and prolonged contact 
with the skin” (in the words of the EU Nickel Directive: 
94/27/EC).

Consider a variety of designs, and choice of surface mate-
rials restricting the use of nickel to exterior surfaces that 

Nickel is essential for the e�ective operation of mobile phones. It is used in the microphone 

diaphragm, electrical connections and capacitors, and can be a major or minor element of 

the chemistry of the battery of the phone. It can be used to shield users from electro-

magnetic radiation and equipment from electro-magnetic interference. 
Nickel is sometimes used on the surfaces of mobile phones to exploit its aesthetic properties 

and respond to fashion trends and the demand for greater choice of styles. 
There are occasional reports of individuals experiencing �are-ups of existing skin  

related nickel allergies when nickel-plated mobile phone surfaces are placed against the 

skin (i.e. cheek, ear or hand) for long periods of time. This advisory note seeks to advise manufacturers of mobile phones and consumers on 

how to minimise the risk of nickel related contact dermatitis. 

www.nickelinstitute.org
Last updated in May 2009
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Nickel and Mobile Phones
Nickel Stewardship

Assessing the risk
The risk of nickel allergic contact dermatitis relates to individu-
als with an existing nickel allergy. The risk arises when nickel-
plated outer surfaces on mobile phones come into contact 
with the skin over prolonged periods of time. Note that the 
EU Nickel Directive [94/27/EC, as amended] does not define 
“prolonged”. In reality the length of time required to elicit an al-
lergic reaction will vary from 5 or 10 minutes to never, depend-
ing on the sensitivity of the individual. 
Two critical factors should be taken into account when as-
sessing and managing the risks associated with nickel allergy 
contact dermatitis. Firstly, the ability of and rate at which a 
material surface releases nickel when exposed to sweat; and 
secondly, the nature of the contact with the skin. The level of 
risk therefore depends on a number of factors – pattern of 
usage, the environment in which a mobile phone is used (i.e. 
whether it is hot and humid ), and the degree of susceptibil-
ity of the individual to nickel dermatitis.

Controls on the use of nickel-containing products should there-
fore be based on an assessment of the level of nickel release and 
the duration and nature of exposure, not on nickel content. No risk is posed by the nickel containing elements of a 

mobile phone that do not come in direct contact with the 
skin during phone operation.

RecommendationsFor designers and manufacturers:If you are designing or manufacturing mobile phones, 
be aware of the  nickel allergy potential when used in  
applications “intended for direct and prolonged contact 
with the skin” (in the words of the EU Nickel Directive: 
94/27/EC).

Consider a variety of designs, and choice of surface mate-
rials restricting the use of nickel to exterior surfaces that 

Nickel is essential for the e�ective operation of mobile phones. It is used in the microphone 

diaphragm, electrical connections and capacitors, and can be a major or minor element of 

the chemistry of the battery of the phone. It can be used to shield users from electro-

magnetic radiation and equipment from electro-magnetic interference. Nickel is sometimes used on the surfaces of mobile phones to exploit its aesthetic properties 

and respond to fashion trends and the demand for greater choice of styles. There are occasional reports of individuals experiencing �are-ups of existing skin  

related nickel allergies when nickel-plated mobile phone surfaces are placed against the 

skin (i.e. cheek, ear or hand) for long periods of time. This advisory note seeks to advise manufacturers of mobile phones and consumers on 

how to minimise the risk of nickel related contact dermatitis. 

www.nickelinstitute.org
Last updated in May 2009
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処方箋：ステンレス 13ページから続く

Ni

性能ステンレス鋼やニッケル基合金の
使用増の結果として、最新版(2009)で
は、6%モリブデン系ステンレス鋼やNi-
Cr-Moニッケル基合金も含まれている。

一つ明確なことは、高性能ニッケル基
合金は高品質の薬品を製造するのに極
めて重要な役割を果たしているというこ
とである。

Ni

 ニッケル: 結び

Ni

NiDI
吹き出し
安全のための遮蔽
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エピネフリンのペン型注射器の耐腐食性ステンレス鋼針は必要になる
まで無菌状態にある。

ライフセーバー 

深刻なアレルギー反応の対抗薬の緊急注
射は、皮下注射針の救命への適用の一例
を示している。1970年代半ばに発明され
たEpiPen®は、ニッケル含有ステンレス鋼
製の消毒針を使用している。
EpiPenは、携帯用かつ自動式の注射器具
であり、アレルギーにより引き起こされる
緊急事態に備えてエピネフリン（アドレナ
リン）を含有している。エピネフリンはアナ
フィラキシー治療に欠かせない。アナフィ
ラキシーは、特定の食物（例えば、ピーナッ
ツまたは卵）蜜蜂またはスズメバチによる
刺傷やその他のアレルゲンに対するアレ
ルギー反応が原因で起こる。アナフィラキ
シーにかかり易い人々は、文字どおり、数
分以内に死亡する恐れがある。つまり、気
道の遮断が長引くことで罹患者の血圧は
急降下し痙攣を起こす。エピネフリンを直
ちに投与しなければ、大抵の場合、罹患者
は死亡するか、長期間にわたり深刻な後
遺症に悩まされる。
アメリカ人エンジニアであるシェルドンカ
プラン（1939-2009）により発明された
EpiPen自己注射器（auto-injector）は一種
の応急処置であり、必要に応じて衣服の
上から腿の筋肉に瞬時に注入される。
食物アレルギーの罹患者数が増加してい
ると考える科学者は多いが、偶然ではな
く、罹患者がアレルギー反応を起こす食
物の数も増えている。特に、特定の食物に
対してアレルギー反応を起こす児童はま
すます増加している。アメリカのthe Food 
Allergy & Anaphylaxis Networkは、「現在

入手できる限られたデータでは、食物アレ
ルギー関連の反応と死亡について報告が
不十分であると一般に考えられている。」と
リポートしている。 実際、報告されたすべ
てのケースに対して、未報告のケースが恐
らく2，3例あるだろう。
エピネフリン注射器具のすべての構成
材、ひいてはニッケルは救命に不可欠で
す。
type 304（UN S S30400）ステンレス
鋼 針 は、医 学 的 応 用 の 工 業 規 格であ
り、EpiPenも例外ではない。「ステンレス鋼
針は品質を低下させずに殺菌可能です。
」と、カナダでEpiPenを製造しているking 
Pharmaceuticals Canada社のマーケティ
ングディレクターであるAva Armstrong氏
はいう。「弊社の患者は、深刻なアレルギ
ー緊急事態治療用に当製品に信頼を置
いています。生涯を通して、確実に、安全
かつそのままの状態ですぐに使用できま
す。注射針は耐久性があり、衛生的で、耐
食性であることもその理由の一つです。」
エピネフリン自己注射器（auto-injector）
は今や約25年間使われている。針は、 標

準的な注射器に使用されるものと同様で
あり、使用前後に針の先端部の露出を防
ぐ機能を備えている。使用後は、カバーが
自動的に伸びて、針全体を覆うようになっ
ています。結果として、針は、注射前、注射
中、注射後いずれも露出することはない。

「深刻なアレルギー反応が生じた際に
エピネフリンを迅速かつ適切に投与すれ
ば、救命の一助となりえます。」と、カナダ、
ハミルトンのMcMaster Universityのア
レルギー専門医、および免疫学者である 
Susan waserman博士は承認します。「危
機発生時において使い易いことそして簡
易であることは、健康の緊急事態にあるユ
ーザーには重要な違いとなりえます。」 Ni

「生涯を通して確実、安
全ですぐに使用できる。
耐久性があり、衛生的で
耐食性もある


