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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

が包装および包装プロセスの設計とバリデーションならびに包材の選択と品質保証を行う

際の準拠規格として、ISOが発行している『EN ISO 11607-1:2006/Amd.1:2014 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『EN ISO 11607-2:2006/Amd.1:2014 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。EN ISO 11607-1の

後続の資料としては修正票を参照してください（2014年の改訂と修正に関する詳細につい

ては、添付Aを参照してください）。 

 

医療用滅菌包材タイベック®のメーカーとして、デュポン社の医療用滅菌包材グループは、

EN ISO 11607-1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。 

 

本文書は、デュポン社の医療用滅菌包材グループがEN ISO 11607-1に対するタイベック®

の適合性について説明するために発行した3番目の文書にあたります。最初の文書は、2010

年に再確認されたEN ISO 11607-1:2006に基づいて2011年12月に発行されました。2番目の文

書は、EN ISO 11607-1:2006/Amd.1:2014に基づいて2015年1月に発行されました。両文書では

タイベック®の品番1073B、1059B、および2FSTMの適合性について記載され、ユーザー向け

に、適合性を裏付けるデータが「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」（“DuPont Technical Reference Guide for Medical and Pharmaceutical Packaging”）

に記載されています。 

 

タイベック®のEN ISO 11607-1に対する適合文書の2015年8月版である本文書は、メディカ

ルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）タイベック®品番1073Bと1059Bの移行プロト

コル品のみに対応しています。本文書は、ウェブサイトwww.areyouready.tyvek.comに記載さ

れているデータについて記述します。「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」（“DuPont Technical Reference Guide for Medical and Pharmaceutical 

Packaging”）の新版は、移行プロジェクトで蓄積された豊富なデータを基に発行される予定

です。 
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さらに、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）によっても裏付けられています。本序文では、これらの資料について記

述し、EN ISO 11607-1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、「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」（”DuPont Technical 

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

 

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 

 湿潤時特性  

 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 

 

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。 

 

われわれは、「コートタイベック®」および「ノンコートタイベック®」という用語をよ

く使います。コートタイベック®は、医療用包装製造業者（SPM）によって接着剤がコーテ

ィングされたタイベック®で、これをパッケージのボトム材にシールするとシールの剥離が

容易になります。 

ノンコートタイベック®は、シールの剥離を容易にするためにフィルムに接着層を設けてあ

るときに使われるか、開封が必要ないパッケージなどで使用されます（溶接シール）。 
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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®の表面に接着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、酸化エチレンガス滅菌、電子線およびガンマ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℃、206.7kPa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低温酸化滅

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、EN ISO 11607-1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。

包装材料としてのタイベック®に関連があるのはISO 11607-1:2006のセクション4、5および7

です。移行プロジェクトで得られたタイベック®製パッケージに関する広範なデータは、医

療機器製造会社にとってセクション6の裏付けとなります。 

 

本文書では、EN 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。 

 

注：本文書では、膨大な量のデータが参照されていますが、リンク先をクリックすること

でこれらのデータを閲覧しダウンロードすることができます。したがって、パソコンをイ

ンターネットにアクセスできる状態で本文書をご覧ください。 
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移行プロジェクトの概要 
 

デュポン™タイベック® メディカルパッケージング移行プロジェクト(MPTP)は、 

タイベック®1073B と1059B を最新のフラッシュスピニング技術を備えたラインへ移行す

るためのプロジェクトです。このプロジェクトは世界中の医療用包装製造会社（SPM）、

医療機器製造会社（MDM）、認証機関、試験機関、滅菌代行会社の協力を得て行われてお

ります。この移行プロジェクトは、医療機器製造に関わる皆様のご協力がなければ達成で

きないプロジェクトです。 

 

このプロジェクトには、第三者試験機関であるネルソンラボにて新ラインで製造される

タイベック® （以下、移行プロトコル品）が現行ラインで製造されるタイベック® （以下、

現行品）と機能的に同一であることを表すデータを得るための体系的な検証計画が含まれ

ています。この検証は、お客様での確認作業を軽減させ、将来にわたり継続的な供給と供

給源を確保するために開始されたものです。ここに出てくる機能的同一性は、移行プロト

コル品の特性が機能性、要求性能を満たしていることを意味します。 

 

機能的同一性の評価結果からは、移行プロトコル品は、現行品のタイベック®とデータの

数値は全く同一ではないにしても、顧客におけるプロセスや用途において同等であること

が確認できます。 

 

新しい製造ラインで生産された移行プロトコル品は、米国FDAから機能的同一性を承認

する通知を受け取った後（2015年9月末予定）、コマーシャルセールスが開始される予定で

す。 

 

注記：2015年10月1日付けで米国FDAから機能的同一性を認める文書を受領しました。コ

マーシャルセールスも開始されております。 

 

移行プロトコル品は、2拠点―米国バージニア州リッチモンド工場および欧州ルクセンブ

ルク工場―で、それぞれ2箇所の原料サプライヤーから原料調達を行い製造される予定です。 

 

デュポン™タイベック®1073Bと1059Bはライン/原料の組み合わせで6通りありますが、全

てが交換可能（インターチェンジャブル）であることは、3つの移行プロジェクト試験項目

により検証されます。そのうち2つの試験項目は以下のとおりです。 
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1. 米国FDA移行プロトコル―この検証計画は、有効なパッケージデザインと成形、シール

および組み立て工程で製造された60の異なる医療機器/パッケージの組み合わせ（「セル」）

で構成されています。このプロトコルは、現行品と移行プロトコル品を比較することに

より、機能的同一性を証明するデータを得るための試験計画および統計分析の妥当な原

則に基づいています。この試験計画は、米国FDAの医療機器・放射線安全センター

（「CDRH」）によって審査され承認されました。移行プロトコルの実施過程で、

FDA-CDRHは、機能的同一性を確定するために、第三者試験機関の試験結果から得られ

たデュポンの分析結果を検証します。FDA-CDRHは、機能的同一性に関する 

デュポン社の分析と結論に合意すれば、今回の移行はマージまたはロット変更に相当し

ますので、「医療機器製造会社（「MDM」）は、既存の医療機器において510(K)、ま

たはPMAを修正する文書の提出は必要ない」というガイダンスを発行します。 

 

注記：2015年10月1日付けで米国FDAから機能的同一性を認める文書を受領しました。 

 

2. ファントムプロトコル―米国FDA移行プロトコルにおける評価範囲には含まれてはい

ませんが、リスク評価のために業界からの要請を受け、18種類の医療機器/パッケージの

組み合わせ（「セル」）を追加作成し、評価を行なっています。 

 

3つ目の試験の構成内容は生体適合性、フードコンタクトおよび薬局方試験です。 

 

パッケージの構成材料の範囲および滅菌工程パラメータの詳細は、ウェブサイト

www.areyouready.tyvek.com のMPTP Cell Descriptor Selector Toolにてご覧いただけます。 

 

試験の各時点（滅菌前、滅菌後、加速エージング（1年、3年、5年）、実経時エージング

（1年））に関するインダストリーサマリーレポートは、結果が出次第、ウェブサイト

（www.areyouready.tybek.com）に公開されることになっています。インダストリーサマリー

レポートには、試験の背景およびデータの要約が含まれます。 

 

注記：上記レポートはすでにウェブで公開されています。 

 

シール強度、バクテリアバリア性、パッケージの完全性および目視検査の各試験方法で

は、7つのカテゴリー別にデータを提示し、当該箇所でそれぞれのリスク分析を容易にして

います。 

 

 

 

7 
 

http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/news_events/mptp_cell_descriptor_selector_tool.html
http://www.areyouready.tybek.com/


7つのカテゴリーは以下のとおりです： 

・タイベック®1073B(コーティングあり) パウチ・バッグ 

・タイベック®1073B(コーティングあり) フォーム・フィル・シール(自動機) 

・タイベック®1073B(コーティングあり) ふた材・ハードトレー 

・タイベック®1073B(コーティングなし) パウチ・バッグ 

・タイベック®1059B(コーティングあり) フォーム・フィル・シール(自動機) 

・タイベック®1059B(コーティングなし) パウチ・バッグ 

・タイベック®1059B(コーティングなし) フォーム・フィル・シール(自動機) 

 

試験結果は、MPTP Package Test Results Selector Tool にてもご覧いただけます。 

 

EN ISO 11607-1:2006/Amd.1:2014 要求事項 
 

4. 一般要求事項 

以下のセクションの番号はEN 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（EN ISO 11607-1）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。認証の規定にしたがい、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。 

移行プロトコル品の製造の規定に関する事項は、現行品の品質システムと同様に実施さ

れます。規定にしたがい、品番とポリマーの移行の管理およびクロスコンタミネーション

の防止のために、すべてのタイベック®の製造ラインに対して品質保証と標準作業手順書

（SOP）が備わっています。 

 

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。 

 

医療包装用タイベック®の品番のサンプリングおよび物性試験は、ISO 9001:2008品質シス
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テムにしたが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。 

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、ロール全体の平均をとります。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。 

 

試験方法の詳細は添付Bを、サンプリング計画の詳細は添付Cを参照してください。 

リッチモンド工場とルクセンブルク工場での通常の業務における整合性により、製品が

同一の方法で管理され、インターチェンジャビリティーが経時的に維持されることを確実

にしています。 

移行プロトコルで用いられるサンプリング計画はインダストリーサマリーレポートに記

載され、www.areyouready.tyvek.comでご覧いただけます。 

 

 

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

を添付Bに示します。 

移行プロジェクトの試験の多くは、ISO 17025 の規定に基づいて外部の独立した試験機関

で実施されています： 

 

Nelson Laboratories 

NAMSA 

ISEGA 
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詳細については MPTP Testing Summary をご覧ください。 

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 

 備考 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品質システムにしたが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、EN 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。デュポン社の標準業務手順書（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。 

 

移行プロジェクトの米国 FDA プロトコルとファントムプロトコルでは、以下の 4 つの主要

な試験方法を用いています： 
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a. 目視検査  

目視検査は、パッケージ製造の際の医療機器製造会社の目視検査手順にしたがい、試験

機関において ASTM F1886 に準拠して行われました。ASTM F1886 は、業界で十分に確

立されている基準で、これに代わる ISO および EN の基準はありません。 

 

b. シール強度 

 

シール強度試験は、ラウンドロビン試験に基づいて精度とバイアスが公開されている唯

一のシール強度試験方法である ASTM F88 に準拠して実施されました。欧州でも使われて

いる EN868-5 に記載されているシール強度試験方法では、試験方法の適切なバリデーショ

ンの基礎となる精度とバイアスの報告を公開していません。滅菌バリア協会（SBA）は、い

くつかの EN 試験方法に精度とバイアスの報告を含める取り組みを行っています。シール強

度に関して、SBA は ASTM F88 を推奨しています。 

 

c. パッケージの完全性試験 

 

完全性試験には多くの試験方法があります。本プロトコルは、「ASTM F1929－医療用多孔

質包装のシール漏れを検出するための染料浸透による標準試験方法」に基づいています。 

 

・ASTM F1929 は、50μm チャネルまでの感度を有し、すべてのパッケージ完全性試験のな

かで最も優れています。 

・本方法は業界で広く使われています。 

・精度とバイアスが公開されています。 

 

 

d. バクテリアバリア性 

 

これまで、タイベック®のバクテリアバリア性については「ASTM F1608－多孔質包装材

料の微生物順位法の標準試験方法（露出室法）」を使用して評価してきました。ASTM F1608

では、結果が数値で示されるため滅菌バリア材料の比較に理想的でした。しかし、バクテ

リアバリア性の試験方法としては、同規格は比較的結果の変動が大きく、実施には多大な

時間を必要とします。これらの理由から、デュポン社は、ASTM F2638（多孔質包装材料の

バクテリアバリア性能を測定するエアロゾルろ過を使用した標準試験方法）を使用するこ

とを提案しました。ASTM F2638 は物理的な試験方法で、実施するのが比較的難しくなく、

はるかに短い時間内でデータが得られます。 
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試験方法は、精度とバイアスの試験が完了する前に改訂されました。ASTM F2638 は米国

FDA から認められている標準試験方法で、2014 年の EN ISO 11607 amendment の附属書 B

に記載されています。今までの蓄積された ASTM F1608 と ASTM F2638 の整合性をとるた

めと比較を可能にするために、今回の移行プロジェクトにおいても ASTM F1608 を用いて

タイベック®のバクテリアバリア性のデータが収集されています。 

 

その他の用いられた試験方法は、業界の推奨に基づいて選択されています。 

 

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。 

移行プロトコル品においては、今後もすべての原料ポリマーは未使用の高密度ポリエチ

レン（HDPE）が使用されるため、タイベック®の疎水性の物性は変わりません。移行プロ

ジェクトの試験の多くが、ISO 17025で認証されている外部の第三者試験機関で行われてい

ます。何らかの理由で前処理が必要な場合は、特定のコンディショニングの要件が適用さ

れます。 

 

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 EN ISO 11607-1 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。 

移行プロトコル品と現行品の文書化などに関しては何も変更ありません。移行プロジェク

トのデータおよび最終レポートは永久に保存するよう決められています。 

 

デュポン社は、米国 FDA およびヘルスカナダにおいて DuPont™Tyvek® Device Master File

を維持しています。また、米国 FDA では DuPont™Tyvek® Drug Master File も維持していま

す。これらのマスターファイルの 1 つを参照する許可を得たい場合は、Tyvek® for Medical & 
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Pharmaceutical Packaging Reference Library にある申請用紙に記入し提出してください。 

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。 

 

原料の管理は、SOPにしたがって行われ、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132℃

で収縮が始まり、約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。加工中（スリッテ

ィング、コーティング、印刷など）は、温度は79℃を超えないことが推奨されています。 

 

Freeze Thaw Dimensional Stability Study  (寸法安定性試験) 

Effects of Steam Sterilization (蒸気滅菌後の収縮率とガーレー透気度) 
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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。 

移行プロトコル品の圧力範囲に関しても、米国FDAプロトコルおよびファントムプロトコ

ルの枠組みのなかで、78のタイベック®のパッケージ構成について、様々な条件で製造され

たパッケージおよび滅菌条件の下で評価し、機能的同一性の基準を満たすことが確認され

ました。 
 
 
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

度に関係なく強度が保たれます。移行プロトコル品では、今後もすべての原料ポリマーは

未使用の高密度ポリエチレン（HDPE）が使用されるため、タイベック®の疎水性の物性は

変わりません。 
 
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。 

米国FDAプロトコルおよびファントムプロトコルの枠組みのなかで、78のタイベック®のパ

ッケージ構成について、滅菌前および滅菌後、さらには加速エージングおよび実経時エー

ジングに対する様々な条件で製造されたパッケージおよび滅菌条件の下で評価され、機能

的同一性の基準を満たすことが確認されました。 

 

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、直射日光（紫外線）へのばく露量（30日以上）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。 

Particle Generation Properties(リントフリー特性(発塵性)) 
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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。 

移行プロトコル品のバイオバーデンはISO 11737-1にしたがって決定され、 

タイベック®の現行品（滅菌前）と同様の性能が示されました。試験証明書はTyvek® for 

Medical & Pharmaceutical Packaging Reference Libraryから入手することができます。 

 

h) 静電伝導率； 

 帯電防止剤を処理していないタイベック®は、加工工程で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。製造業者は

材料を加工する際に発生する静電気を評価し、必要であれば静電気管理の対策を行う必要

があります。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、EN ISO 11607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。 

移行プロトコル品の取り扱いに対するわれわれのアプローチは変わっていません。移行プ

ロトコル品はこれからもリサイクル材料を使わずに生産され続けます。 

 

5.1.6 次の特性を評価しなければならない： 

 

a) バクテリアバリア性 

移行プロトコル品のバクテリアバリア性は、以下のリンクから入手できます： 

Microbial Barrier Properties of 1073B and 1059B  (1073Bおよび1059Bのバクテリアバリア性) 
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b) 生体適合性及び毒物学的属性 

移行プロトコル品の生体適合性および毒性学的属性は、条件を満たしており、以下に記

載されています。 

Biocompatibility, Food Contact and Pharmacopeia Testing   

(生体適合性、フードコンタクトおよび薬局方試験) 

 

c) 物理的及び化学的特性 

移行プロトコル品の物性は、以下のリンクに記載されています：  

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (English)  

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性（イングリッシュ単位）） 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (Metric) 

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性（メトリック単位）） 

Infrared Spectrum “Fingerprinting” via ATR-FTIR (ATR-FTIRによる赤外線分光分析) 

Differential Scanning Calorimetry (示差走査熱量測定) 

仕様およびその他の特性のバーチャート（棒グラフ）： 

Specification Properties of 1073B (1073Bの仕様特性) 

Specification Properties of 1059B (1059Bの仕様特性) 

Miscellaneous Properties of 1073B (1073Bのその他の特性) 

Miscellaneous Properties of 1059B (1059Bのその他の特性) 

 

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。 

タイベック®の様々な化学薬品に対する耐薬品性データは

http://www2.dupont.com/Tyvek/en_US/assets/downloads/tyvekhandbook.pdfから入手できます。 

 

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する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が、そのシール強度

が既定の仕様を満たしているかどうかを判断します。そのシール強度が既定の仕様を満た

しているかどうかは、プロセスパラメータ（例えばシーリングウインドウ）によって決定

されるべきものです。開発の段階で、移行プロトコル品のSealing fingerprints（シーリングの

フィンガープリント）がタイベック®の現行品と比較して評価されました。これらの評価は、

100ゲージナイロン/HDPEフィルムを組み合わせたノンコートの1073Bのパウチおよびピー
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_Metric_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_8_Fingerprinting_me02.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_7_DSC_me02.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_SpecProp_1073B_me04.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_SpecProp_1059B_me04.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_MiscProp_1073B_me04.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_MiscProp_1059B_me04.pdf
http://www2.dupont.com/Tyvek/en_US/assets/downloads/tyvek_handbook.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_20333_MPTP_Sealing_Fingerprints_me01.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_20333_MPTP_Sealing_Fingerprints_me01.pdf


ル層と100ゲージ多層ナイロンを組み合わせたノンコートの1059Bのフォーム・フィル・シ

ール ブリスターに対して行われています。移行プロトコル品と現行品のタイベック®との

機能的同一性は、成形およびシール工程で製造された78の異なる医療機器/パッケージの組

み合わせ（「セル」）を用いて検証されています。シール強度およびシール強度に対する

エージングの影響の比較はIndustry summary Reports（インダストリーサマリーレポート）に

記載されています。 

 

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。 

 

Material Sterilization Details (材料の滅菌の詳細) 

Effects of Steam Sterilization (蒸気滅菌後の収縮率とガーレー透気度) 

Hydrostatic Head and Surface energy (耐水圧および表面ぬれ性) 

 

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。 

 

Industry Summary Reports (インダストリーサマリーレポート) 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F1608) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F1608) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 
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http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/pharmaceutical-packaging/brands/tyvek-sterile-packaging/articles/transition-project-data-documents.html
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Sterilization_Details_Online_me01.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Percent_Shrinkage_me07.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_20242_MPTP_Hydrostatic_Head_Surface_Energy_me02.pdf
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/pharmaceutical-packaging/brands/tyvek-sterile-packaging/articles/transition-project-data-documents.html
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F1608.pdf


 

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。 

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）

No10/2011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。 

 

タイベック®1059Bと1073Bは、USP <661>の試験要求事項および欧州薬局方セクション3.1.3

とセクション3.1.5の組成に関する要求事項を満たしています。 

Biocompatibility, Food Contact and Pharmacopeia Testing 

(生体適合性、フードコンタクトおよび薬局方試験) 

 

試験証明書および規制当局からのレターはTyvek for Medical & Pharmaceutical Packaging 

Reference Libraryから入手できます。 

 

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。 

 

 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
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://protectiontechnologies.dupont.com/medical-packaging-reference-library
http://protectiontechnologies.dupont.com/medical-packaging-reference-library


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、標準作業手順書にしたが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。 

 

リッチモンド工場とルクセンブルク工場での通常の業務における整合性により、製品が同

一の方法で管理され、インターチェンジャビリティーが経時的に維持されることを確実に

しています。 

 

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。 

以下の仕様特性の表を参照してください： 

 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (English)  

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性のデータシート（イングリッシュ単位）） 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (Metric)  

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性のデータシート（メトリック単位）） 

 

坪量の目標値と範囲は移行プロトコル品でも変わりません。 

 

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。 

 

Particle Generation Properties （リントフリー特性（発塵性）） 

Static/Dynamic Coefficient of Friction（動的/静的 摩擦抵抗係数（COF）） 

Parker Surface Smoothness （パーカー表面平滑性テスト） 

 

19 
 

http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_English_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_English_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_Metric_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_Metric_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Particle_Generation_Line_Charts_Website_me04.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_20242_MPTP_Coefficient_of_Friction_Tables_me02.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_20242_MPTP_Parker_Surface_Smoothness_Table_me02.pdf


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。 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (English)  

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性のデータシート（イングリッシュ単位）） 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (Metric)  

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性のデータシート（メトリック単位）） 

 

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®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）No10/2011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。 

タイベック®1059Bと1073Bは、USP <661>の試験要求事項および欧州薬局方セクション3.1.3

とセクション3.1.5の組成に関する要求事項を満たしています。 

 

Biocompatibility, Food Contact and Pharmacopeia Testing  

（生体適合性、フードコンタクトおよび薬局方試験） 

 

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。 

移行プロトコル品の毒性学的属性は、以下のリンクに記載されています： 

 
Biocompatibility, Food Contact and Pharmacopeia Testing  

（生体適合性、フードコンタクトおよび薬局方試験） 

 

5.1.8 接着剤を塗布した材料は、5.1.1～5.1.6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。 

米国FDA移行プロトコルおよびファントムプロトコルには医療用包装製造業会社3社（詳細

はCell Descriptorsを参照してください）によってコーティングされているタイベック®の品

番が含まれ、機能的同一性の試験が行われています。追加情報を含む詳細レポートは、コ

ーティングを施している加工業者から入手できます。 
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_English_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_English_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_Metric_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Material_Properties_Metric_me01_MedRes.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Biocompatibility_Food%20Contact_Pharmacopeia_Testing.pdf
http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/news_events/mptp_cell_descriptor_selector_tool.html


 

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 バクテリアバリア性 
5.2.1 材料の非透気性を、附属書Cにしたが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、バクテリアバリア性の要求事項に適合し

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バクテリアバリア性をもたなければならない。 

 

移行プロトコル品のバクテリアバリア性のデータは、以下のリンクから入手できます： 

 

Microbial Barrier Properties of 1073B and 1059B （1073Bと1059Bのバクテリアバリア性） 

 

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。 

移行プロトコル品と現行品のタイベック®の機能的同一性は、医療機器製造会社によって

定められたそれぞれの要求基準を満たす検証された滅菌プロセスで、78の異なる医療機器/

パッケージの組み合わせ（「セル」）を用いて証明されています。パッケージは、パウチ、

バッグ、フォーム・フィル・シール（ブリスター）および硬質トレイなどの用途が含まれ

ます。滅菌方法は、酸化エチレン、電子線、ガンマ線、蒸気、乾熱、および低温過酸化水

素滅菌などが含まれます。 

 

MPTPの試験プロトコルに含まれている滅菌プロセスの詳細については、MPTP Cell 

Descriptor Selector Toolをご覧ください。 

 

結果はIndustry Summary Reportsから入手できます。 
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5.3.2 滅菌適合性は、関連の国際規格または欧州規格の要求事項にしたがって設計され、製

造され、操作される滅菌装置を用いて証明しなければならない。 

 

MPTP米国FDA移行プロトコルおよびファントムプロトコルの下で含まれているすべての

滅菌プロセスは、関連の規格および規制にしたがった滅菌装置を用いて検証されたプロセ

スです。 

 

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）、乾熱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。 

 

Material Sterilization Details (材料の滅菌の詳細) 

Cell Descriptors (セル・デスクリプター) 

Industry summary Reports（インダストリーサマリーレポート） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F1608) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F1608) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 

Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

 Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Sterilization_Details_Online_me01.pdf
http://www2.dupont.com/Medical_Packaging/en_US/news_events/mptp_cell_descriptor_selector_tool.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/pharmaceutical-packaging/brands/tyvek-sterile-packaging/articles/transition-project-data-documents.html
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F2638.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Real-Time%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20%28ASTM%20F2638%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201059B%20ASTM%20F1608.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201059B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201059B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201059B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf


（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

Effects of Steam Sterilization (蒸気滅菌後の収縮率とガーレー透気度) 

Hydrostatic Head and Surface energy (耐水圧および表面ぬれ性) 

 

5.3.4 特定の滅菌プロセスは同一または異なる滅菌プロセスに対する複数のばく露を含む

可能性がある。 

 

移行プロトコル品のパッケージは、個々の医療機器およびパッケージの構成のバリデー

ションのために医療機器製造会社によって定められた複数の滅菌サイクルにばく露されま

した（1、2、または3回）。MPTP試験プロトコルに含まれている滅菌プロセスおよびサイ

クルの回数の詳細については、MPTP Cell Descriptor Selector Toolをご覧ください。 

 

5.3.5 使用目的に対して適切かどうかの判断は、通常の材料の供給の際に起こるばらつき

も考慮しなくてはならない。 

 

MPTP米国FDA移行プロトコルおよびファントムプロトコルのパッケージは、 

タイベック®の現行品3ロット、および移行プロトコル品すべてのライン/ポリマーの組み合

わせの3ロットから構成されています。ボトム材は、広範な種類の代表的なコーティングお

よび世界中で調達される材料を用いています。 

 

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
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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。 

MPTPの78のセルから印刷およびラベリング上の問題が発生したという報告はありません。 

 
Printing Trials (印刷技術情報) 

 

 

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。３

０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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6. 包装システムの設計及び開発に関する要求事項  
 

デュポン社は素材メーカーですので、本文書の以前のバージョンでは EN ISO 11607-1 セ

クション 6 で要求されている情報については説明していませんでした。しかしながら、MPTP

を実施することによって、今では、われわれは 

タイベック®1073B および 1059B で構成される 78 の異なる医療機器パッケージに関する広

範なデータを所有しています。 

www.areyouready.tyvek.com 

 

適切なデザインおよび検証されたプロセスによって製造された、市販済みの医療機器パッ

ケージについて試験が行われました。パッケージはタイベック®の現行品および移行プロト

コル品を用いて製造されました。試験の結果、シール強度、バクテリアバリア性、パッケ

ージの完全性、および目視検査の評価によって、現行品と移行プロトコル品が機能的に同

一であることが示されました。重要な結果としては、下限、標準、上限のシール条件で製

造されたパッケージの滅菌前と滅菌後のシール強度の測定から機能的同一性が示されたこ

とです。さらに、機能的同一性は滅菌されたパッケージを 1 年、3 年、5 年の加速エージン

グおよび 1 年の実経時エージングの状態においた後にも確認されました。 

 

Industry summary Reports（インダストリーサマリーレポート） 

 

MPTP は、多くの人々にバリデーションおよび再バリデーションに関する ISO 11607-2 の 5.7

項の要求事項の検討を促すことになりました。再バリデーションの情報については、Journal 

of Validation Technology 誌の論文、Wagner と Scholla 著“Sterile Barrier Systems: Managing 

Changes and Revalidation/IVT”を参照してください。 

 

6.2.5 包装設計及び包装開発プロセスの結果を記録し、検証し、製品の出荷前に承認しなけ

ればならない。 

 

タイベック®の機能的同一性の概念は、文書化され、検証されている包装設計を有する医療

用包装用途のみに適用することができます。 
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6.3 性能試験 
 

移行プロトコル品の機械的特性については、以下のデータをご覧ください： 

 

Specification Properties of 1073B (1073Bの仕様特性) 

Specification Properties of 1059B (1059Bの仕様特性) 

Miscellaneous Properties of 1073B (1073Bのその他の特性) 

Miscellaneous Properties of 1059B (1059Bのその他の特性) 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (English) 

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性（イングリッシュ単位）） 

Transition Protocol Materials Specification and Miscellaneous Properties Data Sheet (Metric) 

（移行プロトコル品の仕様特性およびその他の特性（メトリック単位）） 

CEDA－Jinan Sheet Functional Equivalence Confirmation  

(CEDA－Jinan 機能的同一性証明書) 

Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  

（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

 

 

6.4 安定性試験 
 

シートおよびパッケージの安定性に関する広範なデータが得られています。 

 

Material Sterilization Details (材料の滅菌の詳細) 

Effects of Steam Sterilization (蒸気滅菌後の収縮率とガーレー透気度) 

Freeze Thaw Dimensional Stability Study  (寸法安定性試験) 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F2638) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Percent_Shrinkage_me07.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/DMP14_19864_MPTP_Dimensional_Stability_Study_me03.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Effects%20of%20Sterilization%20and%20Accelerated%20Aging%20on%20Microbial%20Barrier%20for%201073B%20ASTM%20F2638.pdf
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（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Real-time Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F2638) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および実経時エージングの影響（ASTM F2638）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1073B (ASTM F1608) 

（1073Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 

Effects of Sterilization and Accelerated Aging on Microbial Barrier for 1059B (ASTM F1608) 

（1059Bのバクテリアバリア性に対する滅菌および加速エージングの影響（ASTM F1608）） 

Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Accelerated Aging)  

（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（加速エージング）） 

Tyvek® 1073B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  

（タイベック®1073Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

Tyvek® 1059B Current vs. Transition Material Comparisons (Real-Time Aging)  

（タイベック®1059Bの現行品と移行プロトコル品の比較（実経時エージング）） 

Industry summary Reports（インダストリーサマリーレポート） 

 

7. 記載情報 
 

7.1 材料、成形前無菌バリアシステム又は無菌バリアシステムとともに、次の情報を提供し

なければならない。 

 

―製造業者又はその正式な登録業者の名称又は商号並びに所在地； 

―タイプ、サイズ又は等級； 

―バッチ番号又は製造履歴の追跡のためのその他の手段； 

―意図する滅菌プロセス； 

―該当する場合は、使用期限； 

―該当する場合は、取扱い又は使用に関する既知の制限事項（例：環境条件）； 

―再使用材料および/又は成形前無菌バリアシステムの場合、メンテナンスの頻度及び種類； 

―材料及び/又は成形前無菌バリアシステムが単回使用か再使用可能なものか； 

―取扱い説明書を添付する場合、発行日又は最新版の改定日を記載しなければならない。 

 

7.2 国家または地域規制が、ヘルスケア市場に出荷される材料、成形前無菌バリアシステム、

又は無菌バリアシステムに関する情報を求めている場合は、その追加情報を提供しなけれ

ばならない。 
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201073B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons.pdf
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http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201059B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/packaging-materials-and-solutions/medical-and-pharmaceutical-packaging-materials/documents/Tyvek%201059B%20Current%20vs.%20Transition%20Material%20Comparisons%20%28Real-Time%20Aging%29.pdf
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/pharmaceutical-packaging/brands/tyvek-sterile-packaging/articles/transition-project-data-documents.html


7.1 項の最初の 3 項目は、製造されたタイベック®のすべてのロールに含まれています。 

その他の情報は本文書内または DuPont Technical Reference guide for Medical and 

Pharmaceutical Packaging（デュポン™タイベックテクニカルリファレンスガイド）にあり

ます。 

 

現行品のタイベック®および移行プロトコル品の識別に関すること以外、ラベルに変更はあ

りません。 
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添付 A―EN ISO 11607-1 に対する 2014 年の改訂及び修正 
 

EN ISO 11607-1 および-2 は 2006 年に発行され、2010 年の再確認時の投票で提出されたコメ

ントに応えるために 2014 年に修正された。これらの修正票は 2014 年 7 月に ISO から発行

され、ISO、CEN、National Standards Bodies、および Standard Development Organizations から

入手できることになっている。 

 

EN ISO 11607-1 に対する主な修正点は以下のとおりである： 

 

序文、第 2 段落、第 3 文： 

“この ISO 11607 第 1 部は、EN 868-1 との整合性が図られており”を“この ISO 116007 第 1 部

は、EN 868-1 に置き換わるものであり”に置き換える。 

 

1 適用範囲への追加： 

“ISO 11607 の第 1 部は、汚染された医療機器を再処理場又は廃棄処分場に運搬する時に入

れておく際に使用する包装材料及び/又はシステムには適用されない。” 

 

3 定義への変更： 

3.4 クロージャーの完全性―“滅菌プロセス、取扱い、流通、輸送、保管を考慮した試験条

件下で実証される、微生物の侵入を防止することを確実にするクロージャーの特性” 

 

3.8 微生物バリア－“滅菌プロセス、取扱い、流通、輸送、保管を考慮した試験条件下で実

証される、微生物の侵入を防止することを確実にする無菌バリアシステムの特性” 

 

3.19 シールの完全性－“滅菌プロセス、取扱い、流通、輸送、保管を考慮した試験条件下で

実証される、微生物の侵入を防止することを確実にするシールの特性” 

 

7.0 記載情報－追加 

7.1 “―製造業者又はその正式な登録業者の名称又は商号並びに所在地； 

 

“―材料及び/又は成形前無菌バリアシステムが単回使用か再使用可能なものか；” 

 

“―取扱い説明書を添付する場合、発行日又は最新版の改定日を記載しなければならない。” 

 

EN ISO 11607-1 に対する唯一最大の変更は附属書 B の全面的改訂である。これは試験方法

の追加および削除が含まれている。最も重要なことには、これらが以下の見出しの下に方
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法と標準ガイドが一覧化され、新たな表 B1 に配置された。 

 

・属性/特性 

・引用規格 

・引用規格のタイトル 

・試験方法に、精度及び/又はバイアス、繰返し性及び再現性の記載がある 

・試験方法に、精度及び/又はバイアスのみ記載されている 

・ガイダンス、標準実施要領 

  

試験方法は、『ASTM F2638 多孔質包装材料の微生物バリア性能を測定するエアロゾルろ過

を使用した標準試験方法』が加えられた。本試験方法は、現在進行中のデュポン™ 

タイベック®移行プロトコルで使用されている。 

 

他にも EN ISO 11607-1 に対する編集上の変更がいくつかあり、これらは文章の明瞭化のた

めに修正票に加えられている。これらの修正はいずれも、われわれの適合文書に影響を及

ぼしていない。      
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添付 B―試験方法 

 

メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）には、バージニア州リッチモンド工

場およびルクセンブルク工場で生産されたタイベック®1073B および 1059B が含まれる。本

プロジェクトの一環として、双方の品質管理ラボにおける整合性が含まれている。現行品

のタイベック®および移行プロトコル品に用いられる試験方法は、「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」（2013 年 10 月改訂版）DuPont Technical 

Reference Guide for Medical and Pharmaceutical Packaging (Revision October 2013)に記載されて

いる。新たなテクニカルリファレンスガイドは、MPTP で蓄積された豊富なデータを踏まえ

て 2016 年中に発行されることになっている。この新たなテクニカルリファレンスガイドが

発行されるまで、われわれは必要な情報を本文書の中に取り込むこととし、添付 B には試

験方法の詳細、添付 C にはサンプル抽出計画の詳細が記載されている。本文書の添付 B お

よび添付 C はともに 2015 年の第 4 四半期に有効になる。われわれはその時期に本文書を改

訂する予定である。 

 

 

目付（坪量） 

シートの単位面積当たり重量の測定単位。一般にg/m2で表される。例えば、デュポン™ 

タイベック® 1073Bの目付は、74.6g/m2である。参照標準試験:ASTM D3776（サンプル寸法

を変更）。 

 

層間剥離強度 

素材内部の結合レベルの測定単位。層間剥離は素材の最弱点で生じるが、 

タイベック® の最弱点は中間付近にある。測定をするために2.54cm幅のサンプルに裂け目を

入れ、ここから層を引き剥がし、引き剥がし続けるために必要な力の平均を引張試験機を

使って測定する。結果はN/2.54cmで表される。医療用タイベック®は、タイベック® の中で

も極めて結合力の高い品番である。この特性は、医療用パッケージの製造管理にとって極

めて重要である。参照標準試験:ASTM D2724（速度とサンプル幅を変更）。 

 

破断伸度 

素材が破壊される限界までの伸び率の測定単位。サンプルの長さに対する％で表す。した

がって、ある素材の254mmのサンプルが伸度20％であるとしたら、破壊直前の伸びは50.8mm

となる。伸度は25.4mmのサンプルで測定し、クリップの間隔を127mmに設定した引張り試

験機にサンプルをはさみ、破断するまで引っ張る。参照標準試験: EN ISO 1924-2（速度、サ

ンプル幅、およびゲージ長を変更）。 
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耐水圧 

サンプルを通して表面から3滴の水をしたたらせるのに必要な圧力の測定単位。圧力を水柱

の高さで表す。単位はmmH2Oで表される。この特性は、素材の親水力の影響を受ける。医

療用タイベック® の表面エネルギーは32ダイン/cmから25ダイン/cmである。参照標準試験: 

AATCC TM 127（利用率：60 cm H2O/min）。 

 

バクテリアバリア性 

多孔性の素材が持っているバクテリア芽胞の侵入を防ぐ能力を示す測定単位。ASTM F1608

はその標準試験の一つで、気流により強制的に素材へエアロゾルを浸透させ、芽胞を除去

する素材の「ろ過」効率を測定する。 

 

完全に不透性のコントロールサンプル（バクテリアの透過率ゼロ）を100万個または106コロ

ニー形成単位（cfu）のバクテリアにばく露する。このとき、106の対数値log10は6である。

コントロールサンプルと同じ方法で試験サンプルにバクテリア芽胞を透過させ、10 cfu（log10 

10=1）が透過したとすると、対数減少値（LRV）は5（6–1=5）である。したがって、LRV

が大きいほどパッケージはバクテリアや微生物に対する抵抗性が高いことを示す。 

タイベック® 1073BのLRVは>5であり、市販の医療用多孔性包装材料として最もバクテリア

バリア性に優れた素材となっている。 

 

ASTM F1608には難点が2つある。1つ目はこの試験方法では相当高い流量を必要とすること

である。通常の流通過程で、実際にこのような空気の流量を医療用パッケージが受ける可

能性はない。2つ目は、試験素材にいくつ芽胞が侵入したかを数えるために、芽胞の培養に

時間がかかることである。 

 

ASTM F2638ではこれら両方の問題が解決されている。この試験は即時試験であり、芽胞を

培養する必要がない。素材に侵入した不活性粒子を数えることでバリア性能を測定する。

さらに重要なことは、輸送時の実際の空気の流量に近い流量が選択されているため、１つ

目の難点も解消される。この方法では流量を変化させるため浸透曲線が生じる。この浸透

曲線には、試験対象となるほとんどの素材に最大値が存在する。したがって、ある素材の

浸透の限界を示す% pMaxを得ることができる。限界流量は、素材の質量や繊維の直径およ

び密度によって異なる。 

 

透湿度（MVTR） 

サンプルを通り抜ける蒸気量の測定単位。試験は、蒸留水を入れたカップ上に置かれたサ

ンプルを湿度を管理したチャンバー内に置いて実施され、一定時間後の重量変化を測定す

る。単位はg/m2/24 hrで表される。透湿度の測定器を製作する会社はいくつかある。透湿度
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試験の結果は、用いた試験方法と素材の種類により大きく異なることに注意する必要があ

る。試験方法により異なる重要な要素としては、圧力勾配、液体とシートサンプルとの間

の空間の体積、温度、サンプル上の気流の速度、試験手順がある。したがってこの結果は、

異なるメーカー同士だけでなく、異なる試験機械同士でも比較することはできない。参照

標準試験: TAPPI T523（試験条件: 温度23˚C[73˚F]、相対湿度 85%）。 

 

破裂強度 

素材全体に均一に与えられた力に対する抵抗力を示す測定単位。サンプルを穴のあいたス

タンドにはさみ、最も弱い場所からサンプルが破裂するまでの抵抗力を測定する。破裂す

るまでに加わった圧力（kPa）を記録する。 

デュポン™タイベック®はどんな方向に沿って計測してもほぼ同じ値が得られるため、軽量

素材としては極めて高い破裂強度を示す。破裂強度は素材の目付、繊維の結合レベルに比

例し、破断伸度にもやや比例する。破裂強度は、これら3つの特性の値が高くなると増す。

この特性は、圧力が変化してパッケージがふくらむ、重いものが蓋をした容器の上に乗る

など比較的に広い範囲に圧力が加わるといった場合におけるパッケージの性能を示してい

る。参照標準試験：ISO 2758。 

 

不透明度 

素材の不透明さを示す測定単位。背景が白および黒のサンプルを通過する反射光の比率で

表される。いずれの背景からの反射光も同じであれば不透明度は100％となる。サンプルの

ない白い背景は光を100％反射する。黒の背景は反射率がゼロとなる。 

不透明度はタイベック® の目付と繊維の結合（熱圧着）レベルにより異なる。参照標準試

験: ISO 2471（異なる背景基準、面積、照明に変更）。 

 

透気度 

決められた圧力差の下で素材を通過する空気の流量を示す測定単位。2つの方法があり、ア

メリカではガーレー透気度、ヨーロッパと他の大多数の国ではベンドステン透気度が使わ

れている。ガーレー透気度では、1.22 kPaの圧力差（約127mmの高さの水圧）で6.45cm2のサ

ンプルに100ccの空気を通すためにかかる時間を計測する。ベンドステン法では、1.5kPaの

圧力差（152.4mmの高さの水圧）で10cm2のサンプルを通る空気の実際の流量をmL/minで計

測する。 

 

デュポン社では、単位時間内に単位圧力差の下で単位面積を通る平均空気流量を計測する

（単位はμm/Pa・sで表される）。この値からガーレー透気度とベンドステン透気度の値をそ

れぞれ計算によって求める。 
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ガス滅菌において、十分な量の滅菌ガスが短時間でパッケージに行き渡り、続いて残留滅

菌ガスのフラッシングとエアレーションが効率的に行われるためには、透気度が重要な意

味を持っている。また透気度が高ければ、パッケージは滅菌、輸送、保管環境により圧力

が変化したとしても、すぐに均衡状態に戻る。ガンマ線照射後に内容物が臭気を発生させ

たとしても、多孔性の素材は臭気を逃すことができるので、パッケージを開いたときには

臭気は残らない。参照標準試験:ガーレー透気度: TAPPI T460）、ベンドステン透気度: ISO 

5636-3。 

 

スペンサー突刺強度 

医療施設でプラスチックフィルムやパッケージ素材が実際に受ける状況にほぼ近い条件で

衝撃抵抗性を測定する方法。この特性は、パッケージの上に何かが落ちてきたり、内容物

が蓋に当たったりした場合の性能を示している。デュポンではASTM D 3420の手順Bを用い

て測定を行ったが、振り子につける半球型プローブを直径14.3mm、重さ6,400gに変更した。

タイベック®は標準的なプローブでは貫通できないため、プローブの変更は必要である。測

定結果はJ/m2で記載し、プローブが変更されていることを明確にする。全く同一の方法で試

験しない限り、測定値を他の材料の結果と比較することはできないかもしれない。参照標

準試験:ASTM D3420（プローブを14.3mmに変更）。 

 

引裂強度 

素材の一部に力が加えられた場合、引裂きに耐える力を測定する。エレメンドルフ引裂強

度は、最初につけた切れ目から引裂きが始まるために必要な力を測定する。単位はニュー

トン。蓋の端に切れ目が入るとクリーンなピーリング性に影響を及ぼす可能性があるため、

この特性は重要な意味を持つ。タイベック® の引裂強度は医療用滅菌紙を大幅に上回って

いる。参照標準試験: ASTMD1424。 

 

 

引張強度 

シート面に対する負荷に素材が耐える力を測定する。単位はN/2.54cmで表される。引張強度

は伸度と同様に素材が破壊されるまでに吸収されるエネルギー量で決まる。引張強度は製

品から25.4mmのサンプルを切り取り、それをクランプの間隔127mmで引張試験機に固定し、

サンプルが破壊されるまで両端に力を加える。参照標準試験: EN ISO 1924-2（速度、サンプ

ル幅、およびゲージ長さを変更）。 
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厚み 

素材の上下間の距離の測定値。測定単位は通常マイクロメートルまたはミリメートル。厚

みの測定には、固くて平らな面に素材を置き、その底面に並行に置いた押さえを使って上

の面までの距離を測定する。押さえは通常円形で、押さえにかける圧力は測定する素材に

よって異なる。タイベック®に対しては、圧力は50kPa、底面は2cm2で試験を行う。押さえ

で覆われた範囲内の最も高い位置で測る。押さえの面積が広ければ、シートの最も高い場

所を選べる可能性も高くなる。そのため、押さえの面積が減少するにつれて、シートの厚

みの平均値は低くなる。厚みの標準偏差は約25μmである。参照標準試験: EN ISO 534（表面

積2cm2、圧力50kPa）。 

 

 

材料特性の測定に用いた試験方法  

 

特性 バージニア州リッチモンド

およびルクセンブルクで準

拠している標準試験方法 

標準試験方法との相違点 

目付（坪量） ASTM D3776 サンプルの寸法を変更 

層間剥離強度 ASTM D2724 速度とサンプル幅を変更 

ガーレー通気度 TAPPI T460 ― 

不透明度 ISO 2471 異なる背景基準、面積、照明

に変更 

厚み（測定箇所当たり） EN ISO 534 表面積 2cm2、圧力 50 kPa 

引張強度、破断伸度 EN ISO 1924-2 速度、サンプル幅、およびゲ

ージ長を変更 

エレメンドルフ引裂強度 ASTM D1424 ― 

耐水圧 AATCC TM 127 利用率：60 cm H2O/min 

破裂強度 ISO 2758 ― 

ベンドステン透気度 ISO 5636-3 ― 

スペンサー突刺強度 ASTM D3420 直径 14.3mm のプローブに変

更 

透湿度（MVTR） TAPPI T523 試験条件：73℉（23℃）、相対

湿度 85% 

  

35 
 



添付 C―サンプル抽出計画の概要 
 

メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）には、バージニア州リッチモンド工

場およびルクセンブルク工場で生産されたタイベック®1073B および 1059B が含まれている。

本プロジェクトの一環として、双方の品質管理ラボにおける整合性が含まれている。現行

品のタイベック®および移行プロトコル品に用いられる試験方法は、DuPont Technical 

Reference Guide for Medical and Pharmaceutical Packaging (Revision October 2013)に記載されて

いる。新たなテクニカルリファレンスガイドは、MPTP で蓄積された豊富なデータを踏まえ

て 2016 年中に発行されることになっている。この新たなテクニカルリファレンスガイドが

発行されるまで、われわれは必要な情報を本文書の中に取り込むこととし、添付 B には試

験方法の詳細、添付 C にはサンプル抽出計画の詳細が記載されている。本文書の添付 B お

よび添付 C はともに 2015 年の第 4 四半期に有効になる。われわれはその時期に本文書を改

訂する予定である。 

 

仕様特性 

デュポン™タイベック®の製造工程では、ISO 9001の手順、GMPと品質管理手法に厳格にし

たがうことが要求されます。デュポンは医療用タイベック®の製造に、統計的工程管理を用

いて3つの仕様特性―目付（坪量）、層間剥離強度（内部結合強度）、ガーレー透気度―を

管理しています。これらの特性は公称値で管理され、その範囲内で生産されています。 

 

仕様特性は公称値、最小値と最大値として報告され、最小値と最大値は製品出荷時の範囲

を表します。仕様特性は定期的に（また必要に応じて）、工程能力、市場の要求および製

品の性能履歴に基づいて見直されます。仕様特性はシート全体からランダムに採取したサ

ンプルを用いて算出したロール当たりの平均値です。以下は、仕様特性の通常のサンプル

抽出計画の説明です。生産開始、 

タイベック®の生産品番の移行、あるいはなんらかの異常な状況が発生した場合は、追加的

なサンプル抽出が必要となることがあります。 

 

仕様特性試験のためのサンプル抽出 

目付、層間剥離強度、およびガーレー透気度の測定は、ラボで行われます。目付のモニタ

リングは製造ラインでも継続的に行っています。 

 

ラボ用のサンプルは、8時間の製造シフト毎に通常１回か2回、フル巾（約3m）から抽出し

ます。目付、層間剥離強度、ガーレー透気度のラボでの測定は、フル巾でほぼ等間隔に12

箇所で行い、その合計から「ロールの平均値」を求め仕様特性と比較します。注意すべき

点として、ラボでの目付の測定は、製造工程が安定しているときは、8時間のシフト毎に必
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ず1、2回行うわけではなく、より少ない頻度で測定する場合もあります。しかし、少なく

とも1日に1回は実施します。ラボでは適時に装置の校正や測定管理試験などを行い、適正

な実験手順管理によりデータを収集しています。ラボのデータは最長10年間保存されます。 

 

その他の特性 

デュポンはタイベック® の特長である、バランスのとれた優れた特性を証明するために、

物理特性、力学特性、バリア性など、仕様特性以外の特性も公表しています。これらの特

性は、タイベック®を他の包装材料と比較するときに有益な情報となるでしょう。 

 

その他の特性のためのサンプル抽出計画 

その他の特性値はロール当たりの平均値に基づく標準値で、サンプルは仕様特性に準じた

箇所と頻度で、シート全体から抽出されています。その他の特性は製造工程で管理されて

いないため、通常生産のバラツキにより若干変化することがあります。 

 

その他の特性は、フル巾のロール（約3m）から採取したサンプルを使ってラボで測定され

ます。ラボでの測定値は、フル巾からほぼ等間隔に6～12箇所の「ロールの平均値」です。

厚みは例外で、2.54cmおきにおよそ112箇所のデータポイントを測定した上で、それらの値

を他のロールのデータと合わせて平均値を算出します。 

 

バクテリアバリア性と透湿度（MVTR）の測定はロール毎には行いませんが、ほぼ1年に1

回測定しています。 

 

ラボのデータは決められた手順とガイドラインにしたがって算出されますが、その中には

測定装置の校正など、適正実験基準も含まれます。ラボのデータは最長10年間保存されま

す。 

 

デュポンは、お客様のご要望にお応えし、また製造の管理と効率を改善するために、必要

に応じて工程の見直しを行い、試験結果を修正する権利を保有します。 

 

デュポン™タイベック®メディカルパッケージング移行プロジェクト（MPTP）の 

詳しい情報についてお知りになりたい方は、弊社ウェブサイト、www.transition.tyvek.comお

よび www.areyouready.comをご覧ください。 

 

旭デュポンのホームページはこちらをご覧ください。 

http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 
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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©2015DuPont. All rights reserved.デュポンオーバルマーク、DuPont™、デュポン™、

Tyvek®、タイベック® 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。 
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