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はじめに 

 

 デュポン™タイベック®は、最終段階で滅菌される医療機器の包装用途に開発された高密度ポ

リエチレン製スパンボンド不織布です。医療機器製造業者および医療用包装製造業者が包装

や包材を選択し、使用する際に準拠する規格として、ISO が発行している『ISO 11607-1:2006 

最終段階で滅菌される医療機器の包装―第1部：材料、無菌バリアシステム及び包装システム

に関する要求事項』および『ISO 11607-2:2006 最終段階で滅菌される医療機器の包装―第

2部：成形、シール及び組立プロセスのバリデーション』があります。 

 

 医療用滅菌包材タイベック®のメーカーとして、デュポン社のプロテクションテクノロジー事業部は、

ISO 11607-1:2006 規格の材料に関する要求事項にタイベック®が適合していることを実証した

データを文書化し、保管しています。これにより、医療機器製造業者および医療用包装製造業

者は、包装材料の製造、最終包装製品の設計における品質保証、および機器の包装プロセス

のバリデーションに取り組むことができます。タイベック®の適合性は、要求される実験データを含

むデュポン社の数々の技術情報資料（TIDs）によって裏付けられています。本文書では、これら

の資料について記述し、ISO 11607-1:2006 の広範なセクションに対する適用可能性について

説明します。TIDs には、無菌バリアシステムのための材料試験の結果も含まれていることから、

同規格に対する包装の適合性を実証する際にも利用することができます。TIDs の情報の多くは、

ウェブサイト 

http://www2.dupont.com/Medical?Packaging/en_US/tech_info/index.html の「医療用滅菌

包材デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイド(英語版)」（”DuPont Technical Reference 

Guide for Medical and Pharmaceutical Packaging”）に記載されています。 

テクニカルリファレンスガイド日本語版は下記サイトからご覧いただく事が出来ます。 

http://www.tyvek.co.jp/medical/info/ 

 

タイベック®には以下のような特長があります： 

 

 優れた微生物バリア性を持つ多孔質性素材 

 優れた強度 

 湿潤時強度 

 各種薬品に対する安定性 

 空気および水蒸気の透過性 

 クリーンピール性 

 連続長繊維による低発じん性 

 紙剝けが起こりにくい 

 突刺強度 

http://www2.dupont.com/Medical?Packaging/en_US/tech_info/index.html
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 これらの特長が、様々な方法で滅菌される医療機器の包装に付加価値を与えます。医療機

器業界内で使用されるタイベック ®を用いた包装の形態にはいくつかの種類があります。     

シェブロンパウチおよびヘダーバッグは、軟質フィルムにタイベック®をシールした包装で、長さや

幅にさまざまな寸法があります。また、タイベック ®は、硬質または軟質フィルムを用いて     

成形/充てん/シール（FFS－自動機）と呼ばれるプロセスで製造される包装、および硬質トレイの

蓋材にも広く使用されています。 

 

 医療用包装では、ヒートシール剤をコーティングしたタイベック®と施していないタイベック®の両

方が使用されています。コーティングを施していないタイベック®が使用される場合は、フィルムに

ヒートシール剤を組み入れてフィルムとタイベック®の間でシールされます。 

 

 タイベック®を医療用包装に使用する前に、さまざまな加工工程が必要となる場合があります。

使用前にタイベック®の表面にヒートシール剤をコーティングする場合もありますが、ほとんどの場

合は、最終的に包装製品に組み込まれる前に、印刷、スリット、あるいは打ち抜き加工が施され

ています。 

 

 タイベック®の透湿性および化学薬品に対する安定性という特性が、様々な滅菌プロセスにタイ

ベック®を使用することを可能にしています。タイベック®を使用した無菌バリアシステムでは、酸化

エチレンガス（EO）滅菌、ガンマ線滅菌、および電子線滅菌が通常行われています。さらに、  

タイベック®の溶融を避けるための温度管理ができる場合には、高圧蒸気滅菌を行うこともできま

す。タイベック®は管理された条件下（121℃～127℃、206 kPaで 30分間）での高圧蒸気滅菌

であれば医療用包装の基準を満たすことが証明されています。過酸化水素低温プラズマ滅菌、

過酢酸・過酸化水素蒸気滅菌、オゾンや二酸化塩素など近年登場した低温滅菌法は、セルロ

ースの多孔質素材がこれらの強力な酸化性環境で悪影響を受けることから、タイベック®の包装

が要求されています。 

 

 本文書は、ISO 11607-1:2006規格に対するタイベック®の適合性を実証するために使用され

ます。タイベック®に関連があるのは ISO 11607-1:2006規格のセクション 4および 5です。本文

書では、ISO 11607-1 の各条項の要求事項を記載し、その下に要求事項の適合性についての

情報を記述します。 

本文書では、上記以外にも参照されているデュポン社の文書がありますが、これらはすべて

www.MedicalPackaging.DuPont.comから入手することができます。」 

 

 

 

http://www.medicalpackaging.dupont.com/
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ISO 11607-1:2006要求事項 

 

4. 一般要求事項 

 

以下のセクションの番号は ISO 11607-1の当該条項の番号に一致しています。 

 

4.2 品質システム 

 

4.2.1 この規格に規定する事項は、品質システムの一環として実施しなければならない。 

 

タイベック®の製造拠点であるバージニア州リッチモンドとルクセンブルクの工場では、ISO 

9001:2008の認証を取得しています。認証の規定に従い、両施設には品質システムマニュアル

があります。品質システムマニュアルは、永続的な文書として管理されファイルに保存されてい

ます。ISO 9001:2008の登録を維持するための一環として、年 2回、同規格の運用に対する監

査が行われています。 マニュアルに対する変更は、適切な承認が得られたときのみ行われま

す。現在の ISO 9001:2008の認証登録証明証は、www.MedicalPackaging.DuPont.comで閲覧

することができます。 

 

4.3 サンプリング 

 

包装システムの選定及び試験に用いるサンプリングは、抜取検査法を適用する。その抜取検査

法は、統計的に有効な根拠に基づかなければならない。 

 

 タイベック®
 1073B、タイベック®

 Asuron™（4070B）、タイベック®
 1059B、タイベック® 2FS™

（4058B）、およびタイベック®
 4057Bのサンプリングおよび物性試験は、ISO 9001:2008 品質シ

ステムに従った手順に沿って実施されています。タイベック®のサンプルは、原反から抜き取られ、

識別表示をつけて、施設内のラボに送られます。タイベック®の原反に対する規定の物性試験は

すべてそのラボで実施されます。この試験は、製品特性、工程管理、および測定管理に関する

要求を満たすために行われます。 

 

サンプルは、ラボラトリ情報管理システム（LIMS）を利用して管理されます。すべてのサンプル

は、LIMS サンプルラベルで識別されます。サンプルラベルの表示には、試験結果をトレースする

ために必要なすべての情報が含まれています。 
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タイベック®の原反は、最大幅約 3ｍ、最大径約 1ｍで生産されます。このマザーロールは、規定

の幅にスリットされ、小巻にされます。サンプリングは、マザーロールの幅全体から均等にサンプ

ルを抜き取り（通常、12サンプル/マザーロール）、ロール全体の平均をとります。厚さの測定は、

ロール全体の平均値に対する個々の測定値（通常、112 サンプル/マザーロール）に基づきます。

平均の厚さは、1 つのロールから 112 のデータポイントとその他のロールの個別のデータポイント

を蓄積して、平均をとって決定します。測定値には、機器と分析に起因する試験方法上の差異

が含まれます。他の抜取検査では、異なる値が得られる可能性があります。 

 

4.4 試験方法 

4.4.1 この規格への適合を示すために用いるすべての試験方法は、バリデーションを実施し、文

書化しなければならない。 

 

最終段階で滅菌される医療機器の包装材料として適していることを実証するために必要なす

べてのタイベック®の物性は、国内外で認められている規格と同等で、妥当性が検証されている

デュポン社の試験方法によって測定されます。デュポン社が行っている試験方法を表 I に示しま

す。 

 

 

表 I. 材料特性の測定に用いられている試験方法 

 

特性 標準試験方法 標準試験方法との相

違点 バージニア州リッチモ

ンド 

ルクセンブルグ 

坪量（目付） ASTM D3776 EN ISO 536 サンプルの寸法の変

更 

層間剥離強度 ASTM D2724 ASTM D2724 速度と標準寸法を変

更 

ガーレー透気度 TAPPI T4601 ISO 5636-52 1. サンプルの寸法

の変更 

2. 流量単位を変更 

不透明度 TAPPI T 425 ISO 2471 別の裏付け基準（部

位、照明）に変更 

厚み（測定箇所当た

り） 

ASTM D17771 EN ISO 534 1. 圧力 7.15 psi、直

径 0.625インチの

押さえ 

引張強度、破断伸度 ASTM D 5035 EN ISO 1924-2 速度と標準寸法の変
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更 

エレメンドルフ引裂強

度 

ASTM D 1424 EN 21974 ― 

耐水圧 AATCC TM127 EN 20811 利用率：60 cm 

H2O/min 

破裂強度 ASTM D D774 ISO 2758 ― 

ベンドステン透気度 ISO 5636-3 ISO 5636-3 ― 

スペンサー突刺強度 ASTM D3420 ASTM D3420 直径 9/16 インチ

（14.28 mm）のプロー

ブに変更 

 

 

4.4.2 試験方法のバリデーションには、使用した方法の妥当性を実証しなければならない。この

とき、次の項目を含めなければならない： 

 

― 包装システムに適した試験の選定根拠 

― 合否判定基準の確立 

注記 合格又は不合格が、合否判定基準である 

― 試験方法の繰返し性の決定 

― 試験方法の再現性の決定 

― 完全性試験に関する試験方法の検出限界の確立 

 

 高品質で重要な機器およびラボにおける測定管理のための装置のキャリブレーションの手順は、

ISO 9001:2008品質システムに従った内部手順に沿って実施されています。 

 

 試験方法の設定は、ISO 11607-1 附属書 B で推奨される試験方法に基づきました。試験結

果の正確性と信頼性は、試験装置のキャリブレーションおよび試験環境の管理、サンプリング 

プロセス、および試験手順に大きく影響されます。デュポン社の標準手順書（SOP）では、データ

の一貫した正確性を確保するために施設内のラボの装置に対するキャリブレーションおよびコント

ロールシステムについて規定しています。通常の製造サンプルの試験データは、製品が既存の

規格を満たしていることを証明し、物性値および化学的特性に影響を与える処理条件を管理す

るために用いられます。すべての試験装置は、国内規格および国際規格に適合するように定期

的にキャリブレートされています。 

 

タイベック®の施設内ラボでは、ほとんどの計測器に対して標準サンプルを用いて繰り返し性と再

現性のモニタリングを行うことで測定システムを管理しています。これにより、計測器の故障によ
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る測定値のはずれ値も、信頼性をもって検出することができます。標準的な管理手順の要約を

以下に示します： 

 安定した紡糸・ボンディング工程で通常どおりに生産された代表的な標準サンプルロールを

選択する。 

 このロールからいくつかのサンプルを抜き取り、試験を行って管理限界を設定する。 

 この標準サンプルを、各測定機器で定期的に試験を行い、結果をモニタリングする。 

 異常値が検出された場合は、修正処置を行う。 

 

 

4.4.3 試験方法に特に規定がない限り、試験試料は、温度 23±1℃及び相対湿度（50±2）％

の雰囲気中で 24時間以上前処理しなければならない。 

 

 製品リリースのために用いられたサンプルはすべて、コントロールされた施設環境で試験されま

す。タイベック®は疎水性であることから、サンプルの前処理は必要ありません。 

 

4.5 文書化 

 

4.5.1 この規格の要求事項に適合している実証を、文書化しなければならない。 

 

4.5.2 すべての文書は、あらかじめ定めた期間保管しなければならない。保管期間は、医療機

器又は無菌バリアシステムの要求事項、使用期限、トレーサビリティなどの要素を考慮しなけれ

ばならない。 

 

 タイベック®が ISO 11607-1:2006 に適合していることを示すすべての文書は、規定の期間保

存しています。この期間は、文書の種類によって異なり、われわれの品質手順によって規定され

ています。 

 

5. 材料及び成形前無菌バリアシステム 

 

 タイベック®は、1972 年以来、多様な世界の気候のなかで、最終段階で滅菌される医療機器

の包装に用いられてきました。タイベック®は、高密度ポリエチレン繊維からできているため、湿度、

温度、気圧による気候の変化に影響されることがありません。融点が 135℃であることから、蒸

気滅菌は、127℃以下の温度サイクルに使用を限られます。紫外線へのばく露は、1ヵ月以内に

限られます。通常の出荷、取り扱い、および保管条件が必要とされます。印刷に適したインキの

提供およびラベリングシステムが開発されており、多くの主要メーカーによって市販されていま

す。 
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 原料の管理は、SOP に従って行われ、原料の設定、受け入れ、投入に関する責任が規定され

ています。ポリマーは、毎回、スペックが満たされていることを示した合格証明とともに受け入れ

ています。 

 

 

5.1 一般要求事項 

 

5.1.3 次の事項を保証するために、材料及び/又は成形前無菌バリアシステムの製造及び取り

扱われる条件を確立し、管理し、記録し、必要があれば次の条件を確実にしなければならない。 

 

a) 条件が、材料及び/又は無菌バリアシステムの設計された用途に適合している。 

 

b) 材料及び/又は無菌バリアシステムの性能特性が維持されている。 

 

タイベック®は極めて安定した素材で、通常30日以上直接紫外線にさらされない限り変化しませ

ん。 

 

5.1.4 次の事項は、少なくとも考慮していなければならない。 

 

a) 温度範囲 

タイベック®の強靭性と柔軟性は、－73℃まで保持されます。熱にさらされると、約 129℃で収

縮が始まり、135℃で溶融します。実際の加工条件下では、温度が取り扱いに影響を与えるため、

ばく露範囲のコントロールとバリデーションが必要です。温度は 79℃を超えないことが推奨されて

います。 

 

b) 圧力範囲 

タイベック®が無菌バリアシステムに組み込まれた際には、様々な圧力範囲にも対応できる事

が重要な特長となっています。タイベック®の透気性は、無菌バリアシステムが内外部からの圧

力を受けても、圧力差に平衡を与えます。無菌バリアシステムにどの程度の透気性が必要かに

ついては、包装システムが、滅菌プロセス、出荷、取り扱い、保管までのサイクルにおいて、医療

機器メーカーによって決定されます。 

 

 

c) 湿度範囲 

 タイベック®は疎水性であることから湿度による影響を受けません。タイベック®は、湿度に関係な
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く強度が保たれます。 

 

d) 必要に応じて、上記事項の最大変化率 

 包材として、温度、圧力、および湿度の変化率が適用されることはありません。これらの要素は、

タイベック®が無菌バリアシステムに組み込まれた際に考慮されます。 

 

e) 直射日光及び紫外線に対する露出 

 タイベック®の物性は、太陽光（紫外線）へのばく露量によって低下します。 

 

f) 清浄度 

 タイベック®は連続長繊維でできているため、通常の使用条件下でリントの発生はほとんどありま

せん。 

 

g) バイオバーデン 

 タイベック®の製造過程で、シートが空中の浮遊粒子や微生物にさらされる時間はごく短く、その

ため、タイベック®の表面のバイオバーデンはきわめて低くなっています。このようなバイオバーデ

ンの低さから、必要な滅菌時間を長引かせることがありません。医療用滅菌包材用途のタイベッ

ク®の各品番の典型的なバイオバーデンは、1 ft2あたり 100 cfu（colony forming units）以下です。

  

 

h) 静電伝導率； 

タイベック®の製造工程のなかで、帯電防止剤で処理しない限り、タイベック®から静電気が発

生する可能性があります。医療用滅菌包材用途のタイベック®には帯電防止剤が含まれていま

せん。帯電防止処理が施されていないタイベック®は、ロールやシートの取り扱いの過程で静電気

が蓄積する可能性があるため、引火性気体と空気が混合する可能性のある場所では、取り扱い

を避けて下さい。 

 

5.1.5 最終製品が、この規格の要求事項に適合することを確実にするために、すべての材料、

特にリサイクル材料は、原産地、履歴及びトレーサビリティを明らかにし、かつ、管理しなければな

らない。 

 

 原料の履歴情報や入・出荷される材料のトレーサビリティは、われわれの品質管理手順により

管理されています。医療用滅菌包材用途のタイベック®にはリサイクル材料は使用されていませ

ん。 
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5.1.6 次の特性を評価しなければならない： 

 

a) 微生物バリア 

 

タイベック®の微生物バリア性能は、医療用滅菌紙よりも優れています。詳しくは、「医療用滅

菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイド」のセクション 3を参照してください。 

 

b) 生体適合性及び毒物学的属性 

 

医療用滅菌包材用途のタイベック®の生体適合性および毒物学的属性は、条件を満たしてい

ます。詳しくは、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイド」のセク

ション 4 を参照してください。 

 

c) 物理的及び化学的特性 

 

医療用滅菌包材用途のタイベック®の物性は、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テ

クニカルリファレンスガイド」のセクション 2に記載されている仕様および特性の表を参照してくださ

い。これらの仕様および特性は、医療機器製造業者が個別の機器に必要な保護レベルを決定

する際のガイドとして役立ちます。 

 

 タイベック®は高密度ポリエチレンでできているため、化学的に安定しています。     

 

 

d) 成形及びシールプロセスに関する適合性 

 

 タイベック®は、1972年以来、医療機器の包材として使用されてきました。無菌バリアシステム

のユーザーは、タイベック®を無菌バリアシステムに使用する際、シール強度を指定することが習

慣となっています。パッケージあるいは無菌バリアシステムのために選定したシール強度は、  

ユーザーが、流通、取り扱い、および保管のシステムを通じて無菌バリアシステムの完全性を確

保ために十分な強度であることが想定されています。成形前無菌バリアシステムのシール強度

は、無菌バリアシステムの製造業者によって決定されるべきものです。シール強度に対するエー

ジングの影響については、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガ

イド」（URL：http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）を参

照してください。 

 

 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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e) 意図された滅菌プロセスに関する適合性 

 医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番は、酸化エチレン、電子線、ガンマ線、高圧蒸気

（管理された条件下）、および低温過酸化水素滅菌など承認されているすべての滅菌方法に適

合しています。医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番に対する滅菌の影響については、

「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイド」のセクション 4（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）に記載されてい

ます。 

 

f) 滅菌前及び滅菌後の保管についての品質保持期間 

 医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番は、医療機器の保管条件と同等の条件下で保管

されなければなりません。タイベック®は、30日以上、直射日光にさらさないでください。 

 

タイベック®は、パッケージの完全性と無菌性を 5年間以上、保持することができます。滅菌後の

保管の影響については、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイ

ド」のセクション 5（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）に記載されてい

ます。 

 

5.1.7 包装材料（例えば、紙、プラスチックフィルム、不織布、再使用布など）は、次の要求事項

に適合しなければならない。 

 

a) 材料は、製造業者が定めた使用条件で、性能及び安全性を損なわず、また、材料が接触

する医療機器に悪い影響を与えない範囲で非侵出性かつ無臭でなければならない。 

 

 タイベック®は、高密度ポリエチレン（HDPE）製の無臭の素材です。サンプルテストの結果から、

重金属などの元素は、ほぼ含有しておりませんでした。医療用滅菌包材用途タイベック®の各品

番は、21CFR177.1520、欧州委員会規則（EU）No 10/2011、および欧州薬局方セクション

3.1.5などの各種規制の抽出物または組成に関する要求事項を満たしています。 

 

b) 材料は、機能を損なうような穴(孔)、き（亀）裂、破れ、しわ又は局部的な厚薄がないもので

なければならない。 

 

 タイベック®の製造施設では、目視で確認できる異常を検出し、修正するための標準作業手順

書(SOPs)が使用されています。異常の種類を明記した標準作業手順書および医療用滅菌包

材用途タイベック®の各品番の出荷基準の要約を以下に示します。異常が検出されたときの修

正措置についても示します。 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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 製品の検査、合否判定、隔離、処分 

 標準作業手順書には、顧客に対してできうる限り最高の製品を提供するために必要な役割と

責任について規定されています。これらには以下が含まれます：タイベック®の検査、合否判定、

隔離、および処分に関するガイドライン、移動指図書および固定指図書の仕様、異常、その原

因、検出方法を一覧した検査用の表、および異常が検出されたときの製品の隔離と処分につい

ての指示書。 

 

 異常の定義および考えられる原因 

 標準作業手順書は、既知の異常の定義と詳細な説明、発生頻度、および検出プロセスを指

示するために設計されています。異常は以下の 2つのカテゴリーに分けられます： 

 

 軽微な異常 

性能には影響を与えないが排除されるべき異常。このような異常は、記録して、異常の修

正と防止のための措置を講じる必要があります。このタイプの異常では、顧客への出荷はで

きます。 

 

 重大な異常： 

性能に影響を与えることから絶対に出荷していけない異常。このような異常は、記録して、

異常の修正と防止のための措置を講じる必要があります。このタイプの異常では、顧客への

出荷はできません。 

 

 異常の追跡と除去 

重大な異常が検出された場合は、標準作業手順書に従ってその異常を追跡し、除去しな

ければなりません。これにより、不適格な製品を顧客に出荷することを防ぐことができます。 

 

c) 材料は、坪量（目付）があらかじめ定めた値に適合又は合致したものでなければならない。 

 

 仕様特性の一覧表については、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレ

ンスガイド」のセクション 2（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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d) 材料は、清浄度、粒子状物質及び毛羽立ちの許容レベルを示さなければならない。 

 

 内部プロセスでは、清浄度およびリントについて規定しています。通常の使用条件下では、タイ

ベック®から顕著な量のリントが発生することはありません。「医療用滅菌包材用途デュポン™タイ

ベック®テクニカルリファレンスガイド」のセクション 3（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）を参照してくださ

い。 

 

e) 材料は、引張強さ、厚さのばらつき、引裂強さ、透気度、破裂強さなどの、あらかじめ定めた

値又は最低限の物理的特性に適合しなければならない。 

 

 医療用滅菌包材用途タイベック®の各品番の仕様特性は、ガーレー透気度、 層間剥離強度、

および坪量（目付）です。仕様特性については、「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テク

ニカルリファレンスガイド」のセクション 2（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）を参照してくださ

い。代替素材を検討する上で重要なその他の特性についても、「医療用滅菌包材用途デュポン

™タイベック®テクニカルリファレンスガイド」のセクション 2で参照いただけます。 

 

f) 材料は、医療機器、包装システム又は滅菌プロセスの要求事項に適合するために、定めら

れた化学的特性（pH値、塩化物及び硫酸塩含有量など）に適合しなければならない。 

 

タイベック®は、高密度ポリエチレン（HDPE）製の無臭の素材です。サンプルテストの結果から、

重金属などの元素は、ほぼ含有しておりませんでした。医療用滅菌包材用途タイベック®の各品

番は、21CFR177.1520、欧州委員会規則（EU）No 10/2011、および欧州薬局方セクション

3.1.5などの各種規制の抽出物または組成に関する要求事項を満たしています。 

 

 

g) 材料は、使用条件下の滅菌前、途中又は後のいずれにおいても、有毒物質を健康に害を

及ぼすほどの量で含有又は放出してはならない。 

 

 医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番の毒物学的属性については、「医療用滅菌包材

用途デュポン ™ タイベック ®テクニカル リ ファレンスガイ ド 」のセクシ ョン 4 （ URL ：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）に記載されてい

ます。 

 

 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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5.1.8  接着剤を塗布した材料は、5.1.1～5.1.7 に加えて、次の要求事項に適合しなければな

らない。 

 

 接着剤コーティングを施したタイベック®は、滅菌包装製造業者により販売されています。   

それらの製品は、必要とされるシール強度と完全性を確保するために、異なる加工条件が要求

されています。医療機器製造業者は、自社が使用する製品に行われた加工に対してバリデーシ

ョンを行う必要があります。 

 

5.1.10  再使用コンテナは、5.1.1～5.1.7に加えて、次の要求事項に適合しなければならない。 

 

 タイベック®は、再使用コンテナの製造のために設計されたものではありません。 

 

5.2 微生物バリア特性 

 

5.2.1 材料の非透気性を、附属書 Cに従って測定しなければならない。 

 

タイベック®は、非透気性材料ではありません。 

 

5.2.2 材料が非透気性であることを実証するには、微生物バリア要求事項に適合しなければな

らない。 

 

タイベック®は、非透気性材料ではありません。 

 

5.2.3 多孔質材料は、無菌バリアシステムの完全性及び製品の安全性を付与するために、微

生物に対する適切な微生物バリアをもたなければならない。 

 

 タイベック®の微生物バリア特性は、医療用滅菌紙よりも優れています。詳細は、「医療用滅菌

包 材 用 途 デ ュ ポ ン ™ タ イ ベ ッ ク ® テ ク ニ カ ル リ フ ァ レ ン ス ガ イ ド 」 （ URL ：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）に記載されてい

ます。 

 

5.3 滅菌プロセスとの適合性 

 

5.3.1 材料及び成形前無菌バリアシステムは、あらかじめ定めた滅菌プロセス及びサイクルパラ

メータでの使用に適していることを実証しなければならない。 

 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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5.3.3 あらかじめ定めたすべての滅菌プロセスへのばく（曝）露後、材料性能があらかじめ定めた

範囲内にあることを評価しなければならない。 

 

 医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番は、酸化エチレン、電子線、ガンマ線、高圧蒸気

（管理された条件下）、および低温過酸化水素滅菌など承認されているすべての滅菌方法に適

合しています。医療用滅菌包材用途のタイベック®の各品番に対する滅菌の影響については、

「医療用滅菌包材用途デュポン™タイベック®テクニカルリファレンスガイド」のセクション 4（URL：

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html）に記載されてい

ます。 

 

5.4 ラベル表示システムとの適合性 

 

ラベル表示システムは、次による。 

 

a) 使用時点まで無傷で、また容易に判読できる状態である； 

 

 インク製造業者は、医療用滅菌包材用途のタイベック®用のインクを開発しています。安定か

つ高品質な印刷を達成するためには、適切なインクを使用する必要があります。 

 

b) あらかじめ定めた滅菌プロセス以降、材料、無菌バリアシステム及び医療機器に適合し、か

つ滅菌プロセスに悪影響を与えてはならない。 

 

c) 医療機器に移るようなインクで印刷又は表示せず、包装材料及び/又はシステムと反応して

その有用性を損なってはならない。また、ラベルが読みにくくなるほど色が変化してはならな

い。 

 

 タイベック®の製品ラベルにある情報は、顧客および加工業者のニーズを満たすことを目的とし

ています。ラベルは、すべての製造工程において、製品の追跡が出来るように設計されており、

検査および包装の際にタイベック®のロールに付けられます。基本識別子としてパッケージ番号

（バーコード）が使われています。 

 

 このラベルは、加工工程の際に外されるため、タイベック®のラベルに使用されているインクの

反応および材料については上記は適用されません。 

 

 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/tech_info/index.html
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5.5 保管及び輸送 

 

5.5.1 材料及び成形前無菌バリアシステムは、輸送及び保管中に性能特性を維持するために

必要な保護をするように包装しなければならない。 

 

 デュポン社におけるタイベック®の包装は、グローバルサプライチェーンで必要とされる製品の保

護を目的としています。これには、鉄道、トラック、海洋コンテナ、および航空による輸送が含まれ

ます。製品ロールはポリエチレンストレッチフィルムを用いて包装されます。 

 

 この包装により、タイベック®は流通および取り扱い時の汚染や破損から保護されます。３０日

間以上、紫外線に直接ばく露させない点を除いて、輸送および保管に関する制約事項はありま

せん。 

 

5.5.2 材料及び成形前無菌バリアシステムは、性能特性が 5.1 の限度値内になることを保証す

る条件下で輸送し、保管しなければならない。 

 

これは、次によって達成できる。 

 

a) これらの特性が、あらかじめ定めた保管条件下で保持されていることを実証する。 

 

b) 保管条件が、あらかじめ定めた範囲内に維持されていることを確実にする。 

 

３０日間以上、紫外線に直接ばく露させない点を除いて、タイベック®の輸送および保管に関

する制約事項はありません。 
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医療用滅菌包材DuPont™TYVEK®の詳しい情報、およびパッケージの適合性や規制遵守に関す

る弊社のサポートについてお知りになりたい方は、今日にでも 1.800.44.TYVEK までお電話いた

だくか、弊社ウェブサイト、www.MedicalPackaging.DuPont.com をご覧ください。 

上記ウェブサイトでは、貴方の国の関連リソースへのリンクや、その他の言語による情報を得るこ

とができます。 

 

 

本資料に含まれる情報（「本情報」）は、デュポンが信頼できると考える技術データに基づいてい

ます。本資料は、新たな知識や経験が得られた場合には改訂されます。デュポンは本情報に関

して結果を保証することはなく、義務または責任を負うことも一切ありません。本資料は、自身の

判断と責任において具体的な最終用途の条件に基づく評価を行うことのできる専門技術を持つ

人が利用することを想定しています。そのため、利用条件は当社の関知するところではありませ

ん。当社は制約のない保証を含め、いかなる保証も明示もしくは暗示せず、特定の用途に関す

る商品性もしくは適合性を保証せず、本情報のいかなる利用に関しても責任を負いません。本

資料は、素材やその利用方法の責任を負うデュポンまたはその他の機関の特許もしくは技術情

報に基づく活動を許可すること、あるいはそれらの侵害を勧めることを意図していません。 

 

 

Copyright© 2011 DuPont. All rights reserved.デュポンのオーバルマーク、DuPont™、The 

miracles of science™、Tyvek®、Tyvek® Asuron™、および Tyvek® 2FS™は、米国デュポン社の商

標あるいは登録商標です。 


