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1 はじめに

放射線滅菌は，放射線の利用としては最たるものの
1つとしてあげられる．
放射線滅菌は，他の滅菌法に比べ，温度・湿度に依

存せず，優れた透過力から密封されたものでも滅菌可
能であり，処理後に残留するものが無く，すぐ使用で
きるなど非常に利点が多い優れた方法である．
その作用は強力な放射線が持つ電離・励起により，

細菌の DNAを切断することで細菌が生育できなくす
ることによるものである．ここで重要なことは，放射
線感受性の比較的高い DNAは切断するが，製品の変
化は極力抑えることである．この相反する要求を満た
すために，適切な線量を求めるとともに，放射線化学
を応用した，耐放射線性の高い材質の開発が行われて
きた．まだ現在もその試みは続けられており，あらゆ
る材質への応用が期待される．
本稿では，放射線化学の応用としての滅菌の現状と

課題を取り上げる．今後の開発への一助となれば幸い
である．

2 放射線滅菌のはじまり

Curie夫人が放射能を発見した 1898年ごろから，わ
ずか半世紀ほどの 1956年には ETHICON社が腸線縫
合糸を電子線滅菌したことから放射線滅菌が始まっ
た1)．さらに，格段に透過率の高い 60Coを用いた大容
量 γ線照射の普及により，高密度の医療機器の滅菌が
可能となり，さらに利用は広まった．しかし，放射線
照射は，高分子に対する架橋・分解とともに酸化劣化
の原因ともなることから，その機構の解明とともに，
添加剤による着色や強度劣化の防止などの研究が行わ
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れた．現在では，医療機器のみならず，医薬品，化粧
品，包材などに応用されている．

3 放射線照射施設

放射線滅菌施設は通常 2 m以上のコンクリートによ
る遮蔽が必要で大規模な施設になる．そのため，よほ
ど大量の照射物が無い限り，受託照射業者に委託する
のが一般的である．
放射線滅菌に用いられる放射線は，透過力の高い電
子線，γ線，X線が利用されている．

3.1 γ線照射施設

γ線照射施設では，ガンマセルといった小さな照射
装置では 137Csが使われることがあるが，その他は全
て透過力の高い 60Co が用いられている．しかし，半
減期が 5.27 年と比較的短いため，同じ量を処理する
ためには，年に 1回程度の割合で線源を補充していく
必要がある．現在日本で流通している線源はカナダの
Nordion社製のみであるが，定期契約を結んで安定供
給を確保している．商用原子炉で放射化された 60Co
の金属ペレットは，Fig. 1のように二重に密封されて，
棒状線源として流通しており，照射施設内で板状など
にセットして利用されている．
γ 線照射装置は，Fig. 2に示すように厚さ 2 m のコ

Figure 1. Cobalt-60 source.
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ンクリートで覆われた照射装置，水深 6 m以上の線源
貯蔵用プール，照射物搬送装置で構成されている．未
使用時は板状の線源はプールに沈められているが，使
用時には引き上げて空中に固定し，照射容器を一定の
インターバルで移動してゆく．移動は数分に 1度 1コ
マ移動し，線源の周りを 1周すると必要な線量が照射
されて外に出てくる．γ線の出力は非常に安定してい
ることから，この移動時間のコントロールおよびその
記録とともに，定期的に取りつけられている線量計の
3点のみで，γ線照射の品質管理を行うことができる．
その反面，放出を停止することができないため，通常
24 時間の連続照射が行われている．優れた透過力に
より，水入りの医療機器，ロールフィルム，実験動物
のエサなど密度の高いものでも問題なく処理すること
ができる．

Figure 2. Gamma-ray irradiator.

3.2 電子線照射施設

電子線照射装置も多くのタイプは 2 m程度のコンク
リートで覆われた照射室と，電子銃と加速装置，搬送
装置，反転装置などで構成されている．
滅菌処理に使われている照射装置は主に 5 MeV と

10 MeVのエネルギーが使用されている．エネルギー
が高いほど透過力が上がるが，10 MeVを超えると放
射化を招く恐れがある．
電源のオンオフで必要な時のみ電子線を発生させ，

照射自体は数秒で処理される．エネルギーにより透過
力が変わるが，一般的にはシャーレや注射筒など軽い
ものに適している．密度の高いものについては照射物
を反転させて両面から照射して線量を均一にするなど
の工夫がされている．

3.3 X線照射施設

電子線を金属板などに照射して，制動 X線を発生さ
せ，この X線で滅菌するものである．装置構成は，電
子線照射施設と同等であるが，電子線から制動 X線へ
の変換効率が 10 %程度しかないことから，大電流の
装置が必要であること，電気代が高額になることなど
から日本では実用に至っていない．しかし，γ線同様
透過率が高いことや，電源でオンオフできるなどの利
点も多く，変換効率の改善など今後の開発が望まれる．

4 滅菌と滅菌保証

ここで滅菌について少し触れておくと，医療機器で
は，「滅菌」とは，製品を生育可能な微生物が存在しな
い状態にするために用いる，バリデートされたプロセ
スをいい，その滅菌プロセスが，具体的かつ検証可能
な原則 10−6 以下の無菌性保証水準を達成されている
こと2) と定義されている．つまり，科学的に検証され
た方法で，製品 100万個中に生存している菌が 1個以
下であることを保証する必要がある．
とはいえ，100万個の製品を試験することは，困難
であるため，放射線滅菌では以下の方法で検証してい
る．微生物は，滅菌処理（放射線：kGy，ガス等：暴
露時間）に対し，指数関数的に死滅していくことが知
られている．そこで，処理前に付着している菌数を調
べ，製品 100 個中，菌の生存が 1 個以下になる線量
をあるモデルから算出し，実際に 100個の製品に照射
し，無菌試験で陽性数が 1個以下であることを確認す
ることで，無菌性保証レベル 10−6となる線量を算出し
ている．

5 放射線滅菌の主な利用例

以上のような滅菌特性から，滅菌を担保するには，
ある程度滅菌前の付着菌数が管理されている必要があ
り，放射線滅菌は，主に一回使用のディスポーザブル
品に用いられている．以下に事例を紹介する．

5.1 医療機器

医療機器では，血液と触れるものや，人体内部に埋
め込まれるものなど，確実な滅菌が必要な製品が多く
存在し，すでにかなりの滅菌医療機器に放射線滅菌が
利用されている．後述の材質対策が進めば，より多く
の医療機器に応用されていくと考えられる．医療機器
の利用例としては，注射筒，注射針，シャーレ，ラン
セット，縫合糸，人工透析器，人工骨などが挙げられ
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Figure 3. Examples of irradiated medical devices.

る（Fig. 3）．

5.2 医薬品・化粧品

医薬品において滅菌保証が必要な製品は，注射剤や
目薬など限られており，通常濾過滅菌や無菌充填など
で担保されている．しかし小ロット品などでは無菌保
証もかなりのコストアップにつながっており，一部の
目薬や消毒薬などには放射線滅菌が利用され始めてい
る．化粧品については，主に原料の段階での菌数管理
としての処理が多い．特に放射線照射で変化しにくい
鉱物などに多く用いられている．

5.3 実験動物飼料

研究に利用される実験動物については，食品に付着
した菌から試験結果への影響が出ないように，無菌の
エサが供給されており，30年以上の歴史がある．加熱
に比べ栄養素の変化が少ない利点がある．

5.4 包装材料

食品や医薬品を包装する袋に菌が付着しているとそ
こから腐敗が始まるため，包材のみの処理が行われて
いる．近年では細胞培養のため容器などにも多く用い
られている．

6 材質劣化防止の現状と課題

放射線滅菌は，ガスや湿熱滅菌に比べ，熱や湿度に
弱いもの，完全密封品でも滅菌可能で，処理後の 2次

汚染や有害物質の残留も無く，処理後すぐ使用可能な
ど多くの利点があるが，その反面，材質によっては，
着色・強度劣化・異臭などの影響が起こりうるため，
事前の確認試験が必要となっている．
影響があった場合の対策としては以下の方法がとら
れている．

1. 酸化反応によるもの（PP等）· · · 脱酸素処理
2. 二重結合や格子欠陥による（PC等）· · · 添加剤等
3. 添加剤の分解（PP等）· · · 添加剤の種類の変更
その他の対策として，耐放射線性の高い材料への変
更，冷凍温度での照射，滅菌線量の低減化，照射線量
巾の低減などが行われている．これらの対策はすでに
1960–70年代に研究されており，その詳細は専門書3)

をご覧いただきたいと思う．その結果，添加剤などの
調整により，耐放射線材料として一部販売されている
グレードもあるが，多くは各企業独自の製品となって
おり，入手しやすいとはいいがたい状況である．また，
利用できる場合でも製品の有効期間分の経時劣化試験
を行う必要があり，すぐに製造に利用できないことも
多い．数年分の経時劣化データを含めた多くの材料で
の耐放射線材料の開発が望まれる．

7 まとめ

今日では，放射線架橋を行いつつ滅菌する事例な
どもあり，放射線滅菌の応用は広がっている．材質
劣化防止についても，ガラスの着色防止品の開発や
PP，PVCなどの耐放射線材料の市販品も登場し始めて
いる．
放射線滅菌は滅菌分野の中でも重要な位置を占めて
おり，安心・安全な滅菌を継続的に担保していくため
には，さらなる放射線滅菌の推進が重要となっている．
そのためには，放射線化学を応用した材質開発が必須
となっており，本誌読者のますますの研究成果に期待
したい．
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