
1 
 

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）  

最終フェーズ：エグゼクティブ・サマリー  

2016年6月  

 

目 次 

エグゼクティブ・サマリー 2 

市販関連         3-5 

規制関連        6-7 

技術関連          8-9 

 

  



2 
 

デュポン™タイベック® MPTP エグゼクティブ・サマリー 

2016 年 6 月 

エグゼクティブ・サマリー 

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 

およびタイベック®1059Bを最新のフラッシュスピンニング技術に移行する最終段階に入っています。 

本プログラムによって、タイベック®の持続的かつ柔軟性のある供給体制を維持することが可能にな

ります。MPTPは、世界各国の医療用包装製造会社（SPMs）、医療機器製造会社（MDMs）、規制当局、

試験機関、滅菌代行会社らの広範な協力を得て行われています。デュポン™タイベック® MPTPの成功

は、この過去に例をみない業界の協力がなければ実現し得ません。  

 

４年間にわたって、デュポン社は医療用包材業界のデータを取りまとめて、これらタイベック®製品

の機能的同一性を証明することに全力を注いできました。125,000 以上のデータポイントに基づき、

デュポンおよび米国 FDA は、従来の生産ラインで製造されたタイベック®1073B および 

タイベック®1059B と新たな生産ラインで製造されたタイベック®1073B およびタイベック®1059B の 

インターチェンジャビリティを確認しました。 
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市販関連 

2015年10月1日に米国FDAから機能的同一性の確認書を受領したことで、新たな生産ラインで 

製造されるタイベック® ―移行 タイベック®と呼ばれます― の完全なコマーシャルセールスが

開始されました。レガシー タイベック®は、従来の生産ラインで製造されたタイベック®を表す

新しい用語です。現在、デュポン社からSPMsに対してレガシー タイベック®および 

移行 タイベック®の双方のコマーシャルセールスが行われています。デュポン社は今後、製品

パンフレット、報告書およびその他の文書で、レガシー タイベック®および移行 タイベック®

という用語を使用していきます。タイベック®の品番名1073Bおよび1059Bに変更はありません。 

 

お客様のニーズおよび規制当局への届出という実際の動向を認識して、デュポン社は2016年 

6月までレガシー タイベック®のコマーシャルセールスを行うことにしました。各SPMは、独自

の在庫管理システムをもつことに留意することが重要です。MDMsは、レガシー タイベック® 

または移行 タイベック®の供給に関連するいかなる質問も、直接タイベック®のサプライヤーに

コンタクトをとってください。 

 

1. 移行 タイベック®は移行プロトコル品と同じですか? 

はい、同じです。試験用パッケージの製作に用いられ、コントロールセールスされた 

移行 タイベック®（移行プロトコル品とも呼ばれています）、並びに現在コマーシャルセール

スされている移行 タイベック®は全て、商業的生産条件下で製造されており、 

現行の移行 タイベック®の品質仕様を満たしています。 

 

2. 2016年6月以降にレガシー タイベック®を入手することは可能でしょうか? 

6月以降にレガシー タイベック®を必要とする特別な状況がある場合は、貴社のサプライヤーと

その状況について話し合い、貴社のニーズを満たす最善の方法を決定してください。各SPMは、

独自の在庫管理システムをもっています。デュポン社は、お客様の在庫状態についてコメント

することはできません。 

 

3. 移行 タイベック®を早期に導入するメリットはあるでしょうか? 

はい、あります。移行 タイベック®の使用はお客様に成長市場を供給するという付加的な 

メリットをもたらします。 

 

4. レガシー タイベック®と移行 タイベック®をインターチェンジャブルに使用する際は、

どのような条件を満たさなければならないでしょうか? 

MDMは以下の条件を満たすことにより、両製品のインターチェンジャビリティに基づき、 

すでに市販されている機器に対してレガシー タイベック®と移行 タイベック®をどちらもお使



4 
 

いいただけます。 

 MDMsが自社のマネジメントプロセスの変更およびリスク管理、規制当局への届け出におい

てインターチェンジャビリティをすでに検討したこと。 

 機器のパッケージの仕様が、レガシー タイベック®または移行 タイベック®の使用を制限

しないこと。 

 包装や滅菌工程の諸条件に一切変更がないこと。 

 移行に必要な規制当局への提出文書に、両製品の使用（該当する場合）が記載され承認さ

れていること。 

 

5. MPTPのパーケッジテストの結果は、どのような方法で伝達されますか? 

全ての文書はウェブサイトwww.areyouready.tyvek.comに掲載されています。Package Test 

Results Selector Toolを用いれば、特定のパッケージタイプと滅菌方法の組み合わせ結果を

ダウンロードできます。 

 

6. 自社の機器が移行プロトコル範囲外の場合、規制の観点から何をする必要があります

か? 

貴社の機器が米国FDAプロトコルで実施された検証の範囲外である場合は（例えば、二酸化塩

素などの全く異なる滅菌方法を使用している場合など）、ウェブサイト

www.areyouready.tyvek.comに掲載されている米国FDA、カナダ保健省あるいは当該認証機関に

変更届に関するガイドラインを参照してください。 

 

7. データとリンクが記載されているウェブサイトwww.areyouready.tyvek.comは、いつ

まで業界に対して開示されているでしょうか? 

ウェブサイトwww.areyouready.tyvek.com上の文書は、5年間の実経時エージングの完了まで開

示されます（2019年）。 

 

8. ウェブサイト“ARE YOU READY?”には膨大な文書が掲載されていますが、変更評価に

利用する場合、どこから読み始めればよいでしょうか? 

まず、MDMsは以下の文書をレビューすることを考えていただき、必要に応じでその他の多数の

文書にあたっていただくのがよいと思われます。 

 

• Industry Executive Summary Report（英語/日本語） 

• MPTP Materials List（英語/日本語） 

• Package Test Results Selector Tool（英語） 

• Cell Descriptors（英語） 

• Risk Assessment Building Blocks（英語） 
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• MPTP Styles 1073B and 1059B Compliance to EN ISO 11607（英語/日本語） 

• Medical Packaging Reference Library（英語） 

（規制当局からの通知および証明書についてはRegulatory Guidance (規制ガイダンスセクシ

ョン)をチェックしてください） 

 

MDMsは、Regulatory Guidance (規制ガイダンスセクション) も参照して、文書が存在してい

る場合は、自国または地域に関する文書をレビューしてください。 

 

9. このプロジェクトに関する質問はどこに問い合わせたらいいですか?  

各地域でデュポン社の担当者が皆様からの質問に回答いたします。問い合わせ先はウェブサイ

トをご覧ください。 
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規制関連 

10. 米国FDA はどのようなガイダンスを出しましたか?  

規格への再適合作業をスムーズに遂行できるように、デュポン社が米国FDAの医療機器・放射

線安全センター（CDRH）に相談したところ、CDRHから移行プロトコルのデザインについての意

見が得られました。プロトコル実施に伴い、CDRHは、レガシー タイベック®と 

移行 タイベック®が機能的に大きな差が生じないことを第三者独立機関が発行する広範囲な 

データを元に検証しました。 

 

2015年10月1日、CDRHは移行 タイベック®とレガシー タイベック®の機能的同一性に対する結論

を公表して、以下のガイダンスを示しました。： 

 

「FDAからの特別な要求または通知、あるいはリスク分析上の 問題がなければ、医療機器製造

業者は新たに510(k)またはPMA Supplement（市販前承認修正）を提出する必要はありません」 

 

この通知には、FDA の Quality System regulation (品質管理規則)に従ってタイベック®の移行を

実施する際に完了しなければならない必須ステップについても言及されています。本通知の 

コピーは、ウェブサイト www.areyouready.tyvek.com の Regulatory Guidance (規制ガイダン

スセクション)に掲載されています。 

 

11. ヨーロッパの認証機関からはどのようなガイダンスを受けましたか?  

ヨーロッパでは、５つの認証機関（BSI Assurance UK Ltd、LINE/G-MED、SGS United Kingdom 

Limited、TÜV Rheinland® 、TÜV SÜD Product Service GmbH）がヨーロッパの法令遵守のため

のガイダンス文書を発行しており、当社ウェブサイトに掲載されています。上記の認証機関へ

米国FDAに提出した移行プロトコル修正書を提出しましたが、問題は指摘されていません。  

 

さらに、AMTAC Certification Services Ltd、Intertek SEMKO AB, DQS Medizinprodukte GmbH、

NSAI Inc.、DEKRA Certification B.V.およびDEKRA Certification GmbHがポジションステー

トメントを発表しており、このうちのいくつかがMPTPウェブサイトに掲載されています。 

 

いくつかの認証機関は、自らのクライアントに対してガイダンスを提供しています。認証機関

にコンタクトをとり、規制当局への提出が要求事項を満たして無事に行われるようガイダンス

を読んでおくことを推奨します。 

 

12. 日本からはどのようなガイダンスを受けましたか? 

日本では、2013年9月25日、厚生労働省（MHLW）および医薬品医療機器総合機構（PMDA）、薬
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事法登録認証機関協議会（ARCB）、並びに日本医療機器産業連合会（JFMDA）による三者協議

会が開催されました。この協議会では移行 タイベック®の仕様特性およびその他の特性につい

て検討が行われました。2013年9月25日、軽微変更届の提出が必要というガイダンスがありま

した。しかしながら、その後運用の変更があり、対応は不要になりました。2015年6月1日の翻

訳版のガイドラインが当社のウェブサイトwww.areyouready.tyvek.comのRegulatory Guidance 

(規制ガイダンスセクション)で閲覧できます。別の理由から軽微変更届を提出する場合は、 

滅菌包装材料の記載を削除してください。 

 

13. 中国からはどのようなガイダンスを受けましたか? 

デュポン社は、中国の国家食品薬品監督管理局済南医療機器品質監督検査センター

（CFDA-Jinan）と共同で試験をしています。CFDA-Jinanでは、二部構成試験の第一部として、

現行品の材料特性評価を行っています。第二部では、移行 タイベック®と現行品（コントロー

ル）を使った検査を再度行っています。検査内容は、目付、ミューレン破裂強度、層間剥離強

度、耐水圧、ガーレー透気度、バクテリアバリア性、引張強度です。評価基準は、仕様特性お

よびその他の特性の機能的同一性を判定する目的で以前に設定されたものです。機能的同一性

の評価結果を記載した最終報告書は、2013年12月にCFDA-Jinanから発表されました。この最終

報告書は、「デュポン社の最新フラッシュスピニング技術により製造された 

デュポン™タイベック®と現行のタイベック®の両製品は、すべてのテスト結果がデュポン社の 

バリデーションの下で機能的同一性および非劣性の基準を満たしている」と述べています。 

この最終報告書の英訳は2014年3月にCFDA-Jinanから発表されました。その概要は当社の 

ウェブサイトにも掲載されています。  

 

14. カナダからはどのようなガイダンスを受けましたか? 

2015年9月30日、カナダ保健省から全ての現行のクラスⅢとⅣの医療機器ライセンスを保持し

ている会社の規制担当者に対して、個別に必要な対応が記載された通知が送付されました。 

通知の写しおよび添付文書2点は、当社ウェブサイト（www.areyouready.tyvek.com）の

Regulatory Guidance (規制ガイダンスセクション)に掲載されています。この通知に添付され

た2つのフォーム（2015年9月30日付、ライセンス通知書および証明書）は、医療機器製造会社

の担当役員が記入・署名し、2015年12月31日までに返送されなくてはなりません。評価は、 

医療機器製造会社の品質管理システムに従って文書化されなくてはなりません。返却された 

フォームに対する回答により、追加の対応が必要になる場合があります。 

 

15. MPTPに関する規制情報はどこで閲覧することができますか? 

ウェブサイトwww.aretouready.tyvek.comを参照してください。 
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技術関連 

16. 高圧蒸気滅菌の試験条件は127℃、30分間と記載されています。ばく露時間を延長し

た場合、移行 タイベック®にどのような影響が及ぶと考えられますか?  

ばく露時間を延長した試験を行っています。詳細については当社ウェブサイトのMPTP Cell 

Descriptors Selector tool、並びに試験が行われた全てのパッケージ構成と構造の概説を参

照してください。 

 

17. 移行プロトコルの一部として、より長いエージングテストを行う予定はありますか? 

ファントムプロトコルにおいて、7年と10年の加速エージングテスト、10年の実経時エージン

グテストを使用期限が条件を満たす製品に限って行い、いくつかのセルのデータを収集します。  

 

18. 米国薬局方と食品接触に関する規制には対応していますか? 

正式には移行プロトコルに含まれていませんが、従来のラインで製造されるタイベック® 1073B

と1059B同様に、新しいラインで製造されるタイベック® 1073Bと1059Bも、抽出物テストと組成

の要求事項を満たし、米国薬局方とFDAの食品接触に適合する予定です。適合するために必要

なデータは生体適合性、食品接触および薬局方テストにおいて作成されます。 結果は当社 

ウェブサイトでご覧いただけます。 

 

19. 移行 タイベック®の仕様特性およびその他の特性には全てのライン/ポリマーの組み

合わせが正しく反映されていますか?  

はい。全てのライン/ポリマーの組み合わせが反映されています。 

 

20. 当社はEOG滅菌3サイクルのバリデーションを承認しています。移行 タイベック®でEOG

滅菌3サイクルを行うことは可能ですか?  

MPTPでEOG滅菌3サイクルの試験を実施しているパッケージ構成の例がいくつかあります。 

これらの例は、ウェブサイトでMPTP Cell Descriptors Selector toolを使って検索すること

ができます。  

 

21. 移行 タイベック®とレガシー タイベック®の強度を比較した試験結果はありますか?  

移行 タイベック®の物理的および機械的特性に関するデータをウェブサイトに掲載しています。

また、レガシー タイベック®と移行 タイベック®の主要な物理的特性を比較したデータシート

も掲載しています。 

 

22. 移行 タイベック®で試験を実施しているのはどんなタイプの印刷方法ですか?  

医療用滅菌包材の業界で一般的に用いられている2種類の印刷方法である、フレキソ印刷と 
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熱転写印刷について評価を行いました。印刷試験の結果はウェブサイトに掲載されています。

MPTPに参加したSPMとMDMの皆様が、既存の印刷機と工程条件において移行 タイベック®の印刷

に成功し、問題などが報告されていないことは特筆すべき重要な点といえます。  

 

23. 移行プロトコルまたはファントムプロトコル（補充確認作業）に含まれていない構成

についてはMDMが独自にテストをする必要はありますか?  

MPTPは考え得る全ての材料構成や滅菌方法のテストを目的としたものではありません。業界で

幅広く用いられている材料や滅菌方法を検証し、最新のフラッシュスピニング技術を用いて製

造した製品の性能がレガシー タイベック®と同等であることを立証することが目的です。可能

な組み合わせや滅菌方法のすべてをテストする事は現実的ではありません。デュポン社が性能

の同等性にこのプロジェクトの基本を置いているのもそのためです。 

 

24. デュポン社は移行に関する正式な変更通知をいつ出しましたか?  

デュポン社では、2014年1月～3月に、変更通知契約を締結しているすべてのお客様宛に、 

タイベック®1073Bおよびタイベック®1059Bの正式な変更通知書を発送しました。  

 

 

ウェブサイトwww.areyouready.tyvek.comには、全てのMPTP情報が集約されています。これら

の情報を参照することで、レビューにおける時間短縮につながります。 

 

 

旭・デュポンのホームページでは、一部日本語に翻訳した資料を公開しておりますので、 

ご参照ください。 http://www.tyvek.co.jp/medical/p01.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

DuPont™、デュポン™、Tyvek®、タイベック®は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。 


