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第１章

はじめに

デュポン™ タイベック® 医療用滅菌包材の
優れた保護性能
1972年にこの業界で発売されて以来、
デュポン™タイベック®
は医療用滅菌包材の優れたスタンダードとして認識されて
きました。タイベック® がこれほどまでに認められてきたの
は、他の滅菌包材用の多孔性材料に比べて医療機器の
保護に優れた威力を発揮するためです。タイベック® は、
そ
の独特の構造により他の素材には見られない特長を持っ
ています。

コンプライアンス業務の迅速化
このガイドには、
デュポンの法令専門家ネットワークによっ
て確立された広範囲なコンプライアンスデータが含まれて
います。それらのデータは、タイベック®を用いた最適なソ
リューションの開発と有効化に役立ちます。また、製品に
関する監督官庁への提出書類の準備および許認可を加
速する一方、国際的な基準とパッケージスタンダードを満
たすことも可能になります。

パッケージの製造を科学的にサポート
材料やパッケージデザイン、製造工程に関する豊富な知
識をもつ世界各地のデュポンのエンジニアが、製品への
スムーズな導入だけでなく、パフォーマンスと総コストの最
適化をお手伝いします。

タイベック® の繊維の表面に捕えられたバクテリア
（500倍）

デュポン™ タイベック® の
科学的に確立された
保護性能
タイベック® はその独特の構造により、他の素材には見ら
れない特長を持っています。その特長とは・
・
・

優れたバクテリアバリア性
バクテリア芽胞や試験粒子の透過性を調べるバクテリア
バリア試験では、最も厳しい条件下でも、
タイベック® は常
に、他の多孔性材料に比べ良好なデータが得られていま
す。
さらにエージングスタディ
（長期耐久性試験）
では、
パッ
ケージの完全性が維持されている限り、タイベック® は無
菌状態を少なくとも5年以上維持できることが証明されて
います。下の顕微鏡写真は、タイベック® の繊維の表面
に捕えられたバクテリアを撮影したものです。

破損リスクの大幅な低減
タイベック® の頑丈な極細連続長繊維が、製品の飛び出
しや手荒な扱いに耐えパッケージの完全性を保ちます。
凹凸や尖った箇所のある医療機器によるパッケージの破
損を防ぎます。タイベック® は医療用滅菌紙に比べ、
より
優れた引裂強度と突刺強度をそなえています。

タイベック® の断面
（500倍）

図1.走査型電子顕微鏡（SEM）で見たデュポン™ タイベック®
あらゆる方向に複雑に絡み合う特有の構造が、
タイベック® にバクテリアを透過させない優れたバリア性をもたらします。
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はじめに

また、デュポン™ タイベック® は通気性が高いため、輸送
中起こり得る気温変化による結露を防ぎます。この通気
性により、タイベック®を用いた医療用パッケージは、輸送
中だけでなく保管環境で起こる圧力の変化にも素早く対
応し、圧力の平衡状態を維持します。

機器汚染リスクの低減
タイベック® はその独特の構造により、
リントの発生が極
めて少なく、開封した時も取扱い中も空気中にリントを発
生させることは殆どありません。このクリーンピール性によ
り、清浄区域への粒子の飛散を最小限に抑えます。

各種滅菌方法に適合
一般に利用されている滅菌方法のほぼ全てに対応してい
るのはタイベック® だけです。
酸化エチレンガス
（EO）滅菌、
ガンマ線滅菌、電子線滅
菌、高圧蒸気滅菌（温度管理および組合せ素材の選定
が必要）、
あるいは過酸化水素低温プラズマ滅菌など、
ど
のような滅菌法を用いても、タイベック® は、バクテリアバ
リア性や強度などの保護特性、色、柔軟性を保ちます。

環境保護目標への適合性
環境保護の観点からも、タイベック® は優れた選択肢で
す。この軽量で耐久性のある素材は、資源の節約と環境
の保護の責務を果たす効果的な方法です。タイベック®
はISO 14001に則った厳しい環境管理方針の下で生産
されています。また、各地の法規制に従い、高密度ポリエ
チレン
（HDPE）廃棄物を受け入れるリサイクル施設で再
利用が可能です。
リサイクル用に送付できる製品は、危険
物に接触していないことが条件です。

技術開発と規制対応の最前線で
業界と技術のリーダーとして
デュポンは、業界のリーダーとして、工業規格やコンプライ
アンス、技術や品質の問題など、様々な情報と専門知識
を他社と共有することに精力的に取り組んでいます。様々
な会議の開催や参加を通して、私たちの業界が基準や
規制、革新的技術で常に最高レベルを維持できるよう支
援しています。
さらに、当社のチームのメンバーは、定期的
に次の組織の活動に参加しています。
・ 米国材料試験協会
（ASTM）
・ 国際標準化機構
（ISO）
・ヨーロッパ標準化委員会
（CEN）
・ 米国医療器具振興協会
（AAMI）
・ 中国国家標準化管理委員会
（SAC）
・日本規格協会
（JSA）
・ 滅菌バリア協会
（前ESPA 欧州滅菌包装協会）
（SBA）
・ PDA製薬学会
（PDA）
・ 医療プラスチック・リサイクル推進協議会
（HPRC）

お問い合わせは
当社の専門家がご質問にお答えし、提出書類の準備や
トラブルシューティング、分析サービスはもちろん、包装製
造、
コンプライアンスなどをサポートいたします。各国デュポ
ン社までお問い合わせください。
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第2章

デュポン™ タイベック® はなぜユニークなのか？

デュポン™ タイベック® の独特な構造である頑丈な極細
連続長繊維は、優れたバクテリアバリア性と強度特性を
同時に実現しています。
高密度ポリエチレン
（HDPE）製のタイベック® は、紙、
フィ
ルム、繊維の優れた特長をすべて兼ね備えた素材です。

他の素材には見られないこの独特な特性バランスにより、
タイベック® は軽量で強靭、空気や蒸気は通しても水や
化学薬品は通しにくく、突刺し、引裂き、磨耗に強い素材
です。またリントの発生も殆どなく、滑らかで、白色度が高
い素材でもあります。

2

■医療用滅菌包材用途のタイベック® の各品番の仕様特性は下記のリンクからご確認ください。
Specification Properties of Tyvek® 1073B and 1059B - English and Metric
Specification Properties of Tyvek® 2FS - English and Metric
■ 医療用滅菌包材用途のタイベック® の各品番のその他の特性は下記のリンクからご確認ください。
Miscellaneous Properties of Tyvek® 1073B and 1059B - English and Metric
Miscellaneous Properties of Tyvek® 2FS - English and Metric
これらの特性は、デュポンが販売するコーティングを施していない状態のタイベック® のものであることにご注意ください。
医療用包装製造会社
（SPM）
が施すコーティングなどの加工により、
これらの値は変化する場合があります。
各特性試験の詳細は、附属書１をご覧ください。

仕様特性とその他の特性の違い
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に基づく標準値で
す。仕様特性は公称値で管理され、出荷時の仕様は上
限と下限の範囲内となります。その他の特性値は標準値
であり、保証の範囲ではありません。医療用包材に関する
仕様特性は、
目付（坪量）、
ガーレー透気度および層間剥
離強度です。
その他の特性はすべて、
これら3つの仕様特性の結果と
お考えください。仕様特性とその他の特性のサンプル採
取計画は附属書A2に記載されています。

ミラクルオブサイエンス
デュポン™ タイベック® の発見はデュポンの研究者である
Jim Whiteが、1955年にデュポンの実験室で、配管の
亀裂から出てくる白いふわふわのポリエチレンに気付いた
のが始まりです。この材料を調べてみると、非常に面白い
特性を持っていることが分かりました。
さっそく新素材開発
プログラムを立ち上げたデュポンは、
１年後に、頑丈なポリ
エチレン長繊維の特許を申請しました。
この不織布の特許技術は、新たにデュポンから発売される
ことになる新しいシート構造の基礎となりましたが、
その完

成までにはさらに数年を要しました。1959年、パイロット工
場が建設され、
ブックカバー、
タグ、
ラベル、
ガーメントなど、
さまざまな用途への応用試験が行われました。1965年
に新開発の不織布がタイベック® の商標で登録されまし
たが、タイベック® の商業生産が開始されたのは1967年
4月のことです。

フラッシュスパン製造工程
タイベック® は100％高密度ポリエチレンの極細連続長
繊維（平均直径4ミクロン）
がランダムに絡まり合いシート
を形成しています。
（ちなみに人間の髪の毛の断面は約
75ミクロンです。）
まず繊維を高圧で紡糸し
（フラッシュス
パン）
それを動いているベルト上にクモの巣状に積層し結
合させます。紡糸条件と結合条件を変えることにより、
デュ
ポンでは、業界の各ニーズに適合した特性をもつシートを
製造しています。
バリア性能を低下させる可能性があるため、医療用滅
菌包材用のタイベック® には、
コロナ放電処理や帯電
防 止 処 理は施されていません。医 療 用 滅 菌 包 材 用に
開発されたタイベック® は、
1073B、
1059B、2FS ™
（4058B）
だけです。これらの品番は、医療用滅菌包材
用途の特有の条件に合わせた厳しい品質基準に沿って
製造されています。
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第3章

デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

特性の比較

優れたバクテリアバリア性

デュポン™ タイベック® は理想的なバランスのバクテリア

バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性を持ち、酸化エ
チレンガス
（EO）、
ガンマ線、電子線、高圧蒸気（温度その
他の管理条件下）
および過酸化水素低温プラズマ滅菌
など、一般に利用されている滅菌方法のほぼ全てに対応
します。

医療機器の包装材料を選ぶ際に最も重要なことは、製品
の滅菌後から開封するまで無菌状態を保てるかどうかとい
う点にあります。汚染度の高い最も厳しい条件の下です
ら、タイベック® はバクテリアの芽胞をはじめとする微生物
を殆ど透過させません。

このように優れたタイベック® の特性の秘密は、
タイベック®
が紙ではなく、高密度ポリエチレン
（HDPE）
繊維を高圧で
紡糸し結合させたシートであることです。ランダムに絡まり
合った高密度ポリエチレンの極細連続長繊維を熱と圧力
で結合させることにより、多数のユニークな物理特性を併
せ持つ、強靭で耐久性に優れたシートが形成されます。そ
の優れた特性は他の滅菌包材とは一線を画します。

微粒子およびバクテリアバリア性試験においてタイベック®
は、医療用滅菌紙を含む他の多孔性包装材料よりも優れ
ていることがはっきりと証明されています
（図2～４）。総合
的なエージングスタディでは、パッケージの完全性が保た
れている限り、タイベック® は無菌状態を5年以上保つこ
とが裏付けられています。
（詳しくは、第5章の「タイベック® エージングスタディ」
を
ご参照ください。）

タイベック® は、今では、高い性能基準を満たす滅菌包材
の代名詞になりました。タイベック® は、バクテリアバリア
性、耐水性、発塵性などの試験において、常に医療用滅
菌紙より優れた結果を得ています
（図2～9）
。
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デュポン™
タイベック® 1059B
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デュポン™
タイベック® 2FS™（4058B）

図2.多孔性包装材料の粒子透過率（ASTM F2638）
ASTM F2638
（多孔性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新規の標準試験）
は、多孔性素材の粒子バリア
性を測定する。
この結果は、微生物の芽胞の透過性と高い相関関係がある。
すべての材料は、特定の流量で粒子透過率が最大となる
（Pmax）
。
透過率が低ければそれだけバリア性が高いといえる。
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デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

特性の比較

0.5

0.4


透過率 ％

デュポン™
タイベック® 1073B

0.3

デュポン™
タイベック® 1059B

0.2



デュポン™
タイベック® 2FS™（4058B）

0.1

0

0

5

10

15
面速度 cm/min

20

25

3

30

図3.医療用デュポン™ タイベック® の粒子透過率（ASTM F2638）の比較
流量関数としての粒子透過率は、
すべての医療用タイベック®（タイベック® 1073B、
タイベック® 1059Bおよびタイベック® 2FS™ ）
にお
いて、Pmaxが0.5％未満であることを示している。
図2とはＹ軸の目盛が異なることに注意が必要である。
その他の多孔性滅菌バリア材料のPmaxの値は8％～約18％に分布する。

LRV
6
5

5.2

4

4.7

3

3.2

1.7‒2.9

2
1
0

1.3
タイベック® 1073B
（コーティングなし）

タイベック® 1059B
（コーティングなし）

タイベック® 2FS™（4058B）
（コーティングなし）

医療用滅菌紙
（コーティングあり・コーティングなし）

合成繊維強化滅菌紙

図4.滅菌バリア材料のバクテリアバリア性試験（ASTM F1608）
ASTM F1608は、多孔質包装材料の微生物順位法の標準試験
（露出法）
で、
バクテリア芽胞の透過を防ぐ多孔質材料の性能を測定する。
完全に不透過のコントロールサンプル
（微生物の侵入性がゼロ）
と比較して、素材当たり106
（100万）
コロニー形成単位
（cfu）
に暴露したとき
の透過性を示す。
106cfuのlog10の値は6。
もし同様の方法で多孔性材料のサンプルをバクテリアにさらし、
そのサンプルが10cfu
（log10＝1）
の透過が見られ
たなら対数減少値
（LRV）
は5となる
（6－1＝5）
。
したがってLRVが高いほどバクテリアや微生物に対する抵抗性は高い。
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第3章

デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

優れた引裂強度と突刺強度

特性の比較

もありません。タイベック® は医療用滅菌紙に比べ、引裂

頑丈な極細連続長繊維であるデュポン™ タイベック®を

使用したパッケージなら、製品の飛び出しや手荒な扱いに
よるパッケージ外部からの破損を防ぎ、簡単に穴が開く事

強度や突刺強度に優れています。
このことは、
タイベック®
が破れにくく、小さな傷がついても裂け目が広がりにくいと
いう事を意味しています。

lbƒ (N)
1.0 (4.4)
0.8 (3.6)
0.7

0.6 (2.7)

0.6

0.6

(3.3)

(2.7)

(2.8)

0.4 (1.8)

0.09‒0.21
(0.4‒0.9)

0.2 (0.9)
0

(0)

3

0.34
(1.5)

タイベック® 1073B
（コーティングなし）

タイベック® 1059B
（コーティングなし）

タイベック® 2FS™（4058B）
医療用滅菌紙
（コーティングなし）
（コーティングあり・コーティングなし）

合成繊維強化滅菌紙

図5.デュポン™ タイベック® と医療用滅菌紙のエルメンドルフ（MD）引裂強度特性（ASTM D1424/EN 21974）
この試験は、小さな切れ目から試験材料を引裂くために必要な力を測定する。
MDとは機械軸方向を意味する。
値が高いほど力を加えられても引き裂かれにくい。

in.-lbƒ/in.² (J/m²)
50
(8756)
40

(7000)

30

(5250)

20

(3500)

10

(1750)

0

(0)

50

(8756)

39

(6830)

28

(4903)

3.21‒7.79
(562‒1364)

タイベック® 1073B
（コーティングなし）

タイベック® 1059B
（コーティングなし）

タイベック® 2FS™（4058B）
医療用滅菌紙
（コーティングなし）
（コーティングあり・コーティングなし）

5.96

(1044)

合成繊維強化滅菌紙

図6.デュポン™ タイベック® と医療用滅菌紙のスペンサー突刺試験結果（ASTM D3420, 手順B）
このデータは、
プラスチックフィルムや包装材料の衝撃抵抗性を、
医療業界でこれらの材料が受ける歪み率にきわめて近い条件下で測定する。
このグラフは、直径14.3ミリ
（9/16インチ）
の半球状のプローブと6,400gの振り子をもつスペンサー突刺強度測定機を使って、試験材料を突
き破るために必要な力を測定した値である。別の測定器を用いた値とは異なるため比較はできない。
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第3章

デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

破損に対する高い抵抗性
デュポン™ タイベック® は極めて柔軟性の高いパッケー

ジ材料なので、医療用滅菌紙のように簡単に壊れたり破
れたりしません
（図7）。この弾力性とタイベック® が本来

特性の比較

持っている強度が、
フォーム・フィル・シールを行う包装ライ
ン
（自動包装機）運転時における材料が原因となるトラブ
ルを起こしにくくします。

%
25
20

20

15

19

18

3

10
5
0

2‒3
タイベック® 1073B
（コーティングなし）

タイベック® 1059B
（コーティングなし）

タイベック® 2FS™（4058B）
（コーティングなし）

医療用滅菌紙
（コーティングあり・コーティングなし）

図7.デュポン™ タイベック® と医療用滅菌紙の破断伸度（MD）特性（ASTM D5035および EN ISO 1924-2）、
サンプル長13cm（5インチ）、引張り速度（ROE）5cm/分（2インチ/分）で測定
破断伸度は、破断時の伸び率を示す。
MDとは機械軸方向を意味する。
値が高くなるほど、破壊されるまでの伸びが大きいことを意味する。
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デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

優れた耐水性と透湿度

特性の比較

工程では、医療用滅菌紙などのセルロース素材は使用で
きません。これらの材料は酸化剤とそのスーパーオキシド
ラジカルに素早く反応してしまうからです。そのため滅菌
濃度が不十分で滅菌サイクルが不完全に終わります。
タイベック® は高密度ポリエチレン素材（HDPE）
なので

医療用滅菌紙とは異なり、デュポン™ タイベック® は優れ

た耐水性をもっています。実際、
タイベック® に水が触れて
も表面を濡らすことも表面に広がることもなく、単に水滴と
なって表面に留まります。これはタイベック® が疎水性が
高いためで、医療用滅菌紙に比べ大きな利点です。

効果的な滅菌濃度が得られます。タイベック® はこの種の
滅菌剤とはほとんど反応しませんが、表面エネルギーは増
加します。これにより複数の滅菌サイクルが有効とされる
応用例では、耐水性の低下をもたらします。タイベック® の
滅菌バリア性能は影響を受けませんが、パッケージの完
全性を評価するための液体試験（染料浸透性や浸水性
など）
では、
この種の滅菌処理を行っていない素材とは異
なる結果になる可能性があります。

例えば医療用滅菌紙が水分を吸収すると、強度や突刺
強度が低下し、特に配送中のパッケージの性能に大きく
影響します。このような医療用滅菌紙との大きな違いは、
タイベック® は濡れた状態でも乾いた状態でも強度を保て
ることです。
高い耐水性に加えて、高い透湿度
（MVTR）
もタイベック®
の利点です。この特性は、水を蒸気として用いることによ
り滅菌効果を高める酸化エチレンガス
（EO）滅菌法に
とって特に重要です。医療用滅菌紙は湿気を吸収するた
め、素材を通してパッケージ内まで蒸気が侵入しにくく、高
い透湿度を達成できません。

時には医療用パッケージが配送センター等で悪状況に
おかれ、雨などで濡れる場合があります。このような場合、
水への暴露時間や浸水の程度は通常分かりません。医
療機器製造会社は「開封前または破損前は無菌」
とパッ
ケージに明記しているため、水による汚染は影響をもたら
すと考えられます。

過酸化水素低温プラズマ滅菌のような低温酸化滅菌

H₂O in. H₂O (cm)
60
(153)
50

(127)

40

(102)

30

(76)

20

(51)

10

(25)

0

(0)

58

59

57

(150)

(147)

(145)

タイベック® 1073B
（コーティングなし）

タイベック® 1059B
（コーティングなし）

17‒54

(44‒139)

タイベック® 2FS™（4058B）
（コーティングなし）

医療用滅菌紙
（コーティングあり・コーティングなし）

図8.デュポン™ タイベック® と医療用滅菌紙の耐水性（AATCC TM 127およびEN 20811、60cmH2O/分）
耐水性とは、
サンプルが水3滴を通すのに必要な圧力の測定値。
値が高くなるほど、
サンプルの耐水性も高い。
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デュポン™ タイベック® vs. 医療用滅菌紙

クリーンピール

特性の比較

クロンまでどの大きさでも発生粒子数が紙より少なく、紙
が0.3ミクロンの粒子を9,000～20,000個発生したの
に対しタイベック® はわずか600個以下でした。破った後

パッケージの開封時に無数の粒子を発生させることがあ
る医療用滅菌紙とは異なり、独特な連続長繊維である
デュポン™ タイベック® は、開封時にもクリーンで粒子が
発生しにくいという特長があり、開封時や取扱い時の機
器の汚 染リスクを最 小 限に抑えます。このテストでは、
タイベック®と医療用滅菌紙を半分に破る前と破った後
に発生する粒子の量と大きさを測定しました
（図9）
。

はすべての材料で粒子数が増加しましたが、紙では0.3ミ
クロンの粒子19,000～35,000個が発生したのに対し、
タイベック® では1,000個未満でした。この試験結果か
ら、タイベック® は発塵性が低く、医療機器や清浄区域を
汚染する恐れのある浮遊粒子の発生が顕著に少ないこと
を示す結果が得られました。

破る前のタイベック® サンプルは、0.3ミクロンから10.0ミ

破る前

3

破った後

35,000
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0
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0.5 µ

粒子サイズ
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デュポン™
タイベック® 1073B

デュポン™
タイベック® 1059B

1.0 µ

2.0 µ

5.0 µ

10.0 µ

粒子サイズ
（ミクロン）



医療用滅菌紙 A



医療用滅菌紙 B

医療用滅菌紙 C

図9.デュポン™ タイベック® と医療用滅菌紙の発塵性（デュポン社内試験方法）
発塵性を試験するために、
サンプル
（医療用滅菌紙、
タイベック® 1073Bおよびタイベック® 1059B）
をタンブルドラムに入れ回転させた。
ドラムはHEPAフィルター付の実験室内に設置され、実験室内の空気は、2枚のプレフィルターおよび1枚のHEPAフィルターで濾過された。
空気は1.3cm
（0.5インチ）
の減圧水フィルターを経て送風機
（ブロアー）
で供給された。
サンプルの測定はクリーンルームモニターをプリンターに接続して行った。
全ての機器は温度管理されたクリーンルーム内に設置され、室内へはHEPAフィルターで濾過された空気が約1分で全て入れ替わるような条
件で供給された。
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第4章

各種滅菌方法への適合性

医療用滅菌紙やフィルムとは異なり、
デュポン™ タイベック®
は医療機器に使用される滅菌方法のほぼ全てに対応し
ています。例えば、酸化エチレンガス
（EO）滅菌、
ガンマ
線滅菌、電子線滅菌、高圧蒸気滅菌（温度管理および
組合せ素材の選定が必要）、過酸化水素低温プラズマ
滅菌（例えば、
ステラッド® 滅菌システム）
に対応していま
す。これは、タイベック® が滅菌ガスや高エネルギーの滅菌

表1

プロセスにさらされても極めて安定している高密度ポリエチレン
（HDPE）
で出来ているためです。
それだけでなく、
タイベック®
は滅菌ガスや蒸気が短時間で透過、放出されるような独
特な構造をしています。
これらの滅菌方法を施しても、バク
テリアバリア性や強度といったタイベック® の優れた特性
はもちろん、色や柔軟性も変化しません。

各種滅菌方法とパッケージ材との適合性
デュポン™ タイベック®

医療用ラテックス含浸コート紙

医療用フィルム

酸化エチレンガス
（EOG）

◯

◯

×

ガンマ線

◯

◯

◯1

電子線

◯

◯

◯

高圧蒸気

◯2

◯3

×

過酸化水素低温プラズマ

◯

×

×

4

1 内部に臭気がこもる可能性がある。
2 121℃～127℃
（250℉～260℉）
、206.7kPaで30分のコントロ－ル条件下の値。
3 吸水して破れやすくなる場合がある。
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第4章

各種滅菌方法への適合性

酸化エチレンガス（EO）
酸化エチレンガス
（EO）
はタイベック® にほとんど吸着しま
せん。
そのため、合成繊維強化紙を含むセルロース素材の
医療用滅菌紙よりも速やかにガスを放出し、タイベック®

には残留しません
（図10）
。EO滅菌後も、タイベック® の
優れた強度とバクテリアバリア性に変化は見られません
（ 表 2 ）。5年間にわたる「タイベック® エージングスタ
ディ」の結果に関しては、第5章を参照してください。

10.0
9.0
8.0
7.0

EO, ppm

6.0
5.0

4

4.0
3.0
2.0
1.0
0

医療用滅菌紙 D 合成繊維強化滅菌紙 医療用滅菌紙 E
（コーティングあり）
（コーティングあり）

■ 6時間後

デュポン™
デュポン™
デュポン™
デュポン™
デュポン™
タイベック®
タイベック®
タイベック®
タイベック®
タイベック®
1059B
1059B
1073B
1073B
2FS™（4058B）
（コーテイングなし） （コーテイングあり） （コーテイングなし） （コーテイングあり） （コーティングなし）

■ 12時間後

■ 24時間後

■ 48時間後

図10.多孔性包装材料の酸化エチレンガス（EO）滅菌と通気後6,12,24,48時間後の酸化エチレンガス（EO）残留濃度。
残留濃度分析は ISO 10993-7に従う。

表2

酸化エチレンガス（EO）滅菌前後の強度とバクテリアバリア性
1
引張強度（MD）
N/2.54cm

2
バクテリアバリア性（LRV）

デュポン™ タイベック® 1073B

滅菌前
滅菌後

196
205

5.2
5.3

デュポン™ タイベック® 1059B

滅菌前
滅菌後

165
156

4.7
4.7

デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）

滅菌前
滅菌後

138
147

3.6
3.3

1 ASTM D5035およびDIN EN ISO 1924-2に従った。
2 対数減少値はASTM F1608に従って試験を行った。
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第4章

各種滅菌方法への適合性

医療用滅菌に適した滅菌パウチとロール
デュポン™ タイベック® は、過酸化水素低温プラズマ滅

菌（例えばジョンソン・エンド・ジョンソン グループのエチ
コン社ASP部門より発売されているステラッド® 滅菌シ
ステム）に適合し、
ステラッド® 滅菌用のセルフシールパ
ウチ、
ヒートシールパウチ、
ヒートシールロールなどの各種
滅菌製品にもタイベック® 4057Bが使われています。
また、ASPではステラッド®・ケミカルインディケーターを
パウチやロールに印刷し、パッケージの滅菌処理の確
認を単 純 化しています。ステラッド ® 滅 菌システムは、
タイベック®を使った一般的な形状のパッケージによる医
療機器の滅菌にも使われます。パッケージの完全性試験
を複数の滅菌サイクル後に行う場合は、材料の耐水性が
変化している可能性があるので試験方法の選択に注意
が必要です。サイクル時間や滅菌効果の詳細を含むステ
ラッド® 滅菌システムに関しては
http://www.aspjj.com/us を閲覧してください。

放射線滅菌
医 療 機 器 の 滅 菌 に 使 用される放 射 線 量であれば 、
タイベック® は優れたバクテリアバリア性を保ち、引張強
度や破断強度、色にもほとんど変化が見られません。他の
多孔性材料とは異なり、タイベック® は放射線滅菌後も
十分な強度を保持し、開封時の低発塵性にも変化はあり
ません。

表3

タイベック® は多孔性であるため、放射線滅菌による臭気
が残留しにくくなっています。多孔性でない素材では、臭
気がパッケージ内部に残る場合があります。
多孔性素材であるタイベック® のもうひとつの利点は、
ガ
ンマ線滅菌中に起こる圧力の変化から医療用パッケージ
を守り、圧力の平衡状態を保てることです。
タイベック® はガンマ線や電子線による再滅菌に十分に
耐えますが、医療機器そのものが耐えられない場合がある
のでご注意ください。パッケージの完全性が保持された状
態で再滅菌が必要な場合には、
ガス滅菌であれば行うこ
とができます。タイベック® は再滅菌後も柔軟性を保ち、
優れたバクテリアバリア性を保ちます。

ガンマ線
最高100kGyのガンマ線を照射した後も、タイベック® は
優れたバクテリアバリア性を維持し、強度への影響も限
定的です
（表3）。これらの特性は、照射後に加速エージ
ングテストと長期エージングテストを行った後も保たれます
（第5章、
「タイベック® エージングスタディ」表10～
12を参照してください）
。

様々な線量のガンマ線照射前、照射後における医療用デュポン™ タイベック® の強度とバクテリアバリア性の比較試験結果
1
引張強度（MD）
N/2.54cm

滅菌前
滅菌後

−
25kGy
30kGy
50kGy
60kGy
100kGy

187
174
−
159
−
103

5.2
5.2
5.3
5.2
5.4
5.1

滅菌前
滅菌後

−
25kGy
30kGy
50kGy
60kGy
100kGy

163
128
−
118
−
85

4.7
4.7
5.1
4.1
4.5
4.2

滅菌前
滅菌後

−
30kGy
60kGy

137
112
94

3.6
3.6
3.4

デュポン™ タイベック® 1073B

デュポン™ タイベック® 1059B

デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）

2
バクテリアバリア性（LRV）

※25kGyと30kGyは1回の照射量。
その他は2回照射した累積値。
（すなわち50kGyは25kGyを2回照射するなど）
1 ASTM D5035およびDIN EN ISO 1924-2に従った。
2 対数減少値はASTM F1608に従って試験を行った。
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電子線
最 高 1 0 0 k G y の 電 子 線を照 射した後も、デュポン™
タイベック® はその優れたバクテリアバリア性と強度を保
ちます
（表4）。電子線滅菌に関する長期エージングテスト
はまだ実施されていません。
しかし、HDPEは放射線安定

表4

性があるため、
ガンマ線照射後のデータおよびエージング
テスト後のデータで示された影響以外はいかなる影響も
認められていません。
（ 第5章「タイベック® エージングス
タディ」表10～12 を参照してください）
。

様々な線量の電子線照射前、照射後における医療用デュポン™ タイベック® の強度とバクテリアバリア性の比較試験結果
1
引張強度（MD）
N/2.54cm

2
バクテリアバリア性（LRV）

デュポン™ タイベック® 1073B

滅菌前
滅菌後

−
50kGy
100kGy

187
159
96

5.2
5.2
5.2

デュポン™ タイベック® 1059B

滅菌前
滅菌後

−
50kGy
100kGy

163
135
94

4.7
4.9
4.3

※50kGyは1回の照射量。100kGyは50kGyを2回照射した累積値。
1 ASTM D5035およびDIN EN ISO 1924-2に従った。
2 対数減少値はASTM F1608に従って試験を行った。

4

過酸化水素低温プラズマ滅菌

高圧蒸気滅菌

試 験 データと大 規 模な長 期 利 用 データに基 づくと、
タイベック® 4057Bが過酸化水素低温プラズマ滅菌（例
えばジョンソン・エンド・ジョンソン グループのエチコン社
ASP部門より発売されているステラッド® 滅菌システム）
に
適合していることは明らかです。この滅菌方法は低温の
過酸化水素プラズマを用いるため、耐熱性のない機器の
滅菌を可能にします。

タイベック® は、温度管理および相手素材を選定した条
件下（121℃～127℃
［250℉～260℉］206.7kPaで
30分）
での高圧蒸気滅菌であれば、医療用パッケージの
基準を満たすことが証明されています。タイベック®を使用
した高圧蒸気滅菌用のパッケージは医療機器製造会社
や医薬品製造会社で使用されています。

医療用滅菌紙を使用したパウチ等は、過酸化水素がセル
ロースに吸着されて十分な滅菌効果が得られないため、
ステラッド® 滅菌システムには使用できません。パッケージの
完全性試験を複数の滅菌サイクル後に行う場合は、材料
の耐水性が変化している可能性があるので試験方法の選
択に注意が必要です。
ステラッド® 滅菌システムに関しては
http://www.aspjj.com/us を閲覧してください。

強靭でリントを発生しないパッケージが要求される場合
にも、タイベック® は医療用滅菌紙よりも優れています。
タイベック® は、管理条件下（121℃～127℃
［250℉～
260℉］206.7kPaで30分）
で高圧蒸気を受けても、寸
法変化や劣化がほとんど見られず、変色もありません。
ガーレー透
タイベック® の引張強度、バクテリアバリア性、
気性は、127℃
（260℉）
で30分高圧蒸気滅菌後も保た
れます
（表5）
。
硬質および半硬質のトレイは潜在的な収縮やしわを制
限するので、蓋の表面はより滑らかになりしっかり閉まりま
す。タイベック® の高圧蒸気滅菌後の収縮率は1.6％以
下です
（表5、図11）
。
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表5

各種滅菌方法への適合性

高圧蒸気滅菌前、滅菌後における医療用デュポン™ タイベック® の物理特性
1
引張強度（MD）
バクテリアバリア性2 高圧蒸気滅菌による
N/2.54cm
（LRV）
収縮率（%）

デュポン™ タイベック® 1073B

デュポン™ タイベック® 1059B

デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）

ガーレ―透気度3
（sec/100cc）

滅菌前
滅菌後

−
121℃
124℃
127℃

186
192
215
214

5.2
4.8
4.8
5.2

−
0.5
0.3
1.4

24
24
26
25

滅菌前
滅菌後

−
121℃
124℃
127℃

157
160
172
179

4.7
4.7
5.1
4.1

−
1.0
0.5
1.5

19
21
34
23

滅菌前
滅菌後

−
121℃
124℃
127℃

124
119
127
129

3.6
3.1
3.1
3.3

−
0.8
0.3
0.9

18
20
20
17

※滅菌時間30分
1 ASTM D5035およびDIN EN ISO 1924-2に従った。
2 対数減少値はASTM F1608に従って試験を行った。
3 TAPPIT460およびISO 5636-5による。

4

3.0
デュポン™
タイベック® 1073B

2.5
収縮率 ％

2.0

デュポン™
タイベック® 1059B

1.5
1.0

デュポン™
タイベック® 2FS™（4058B）

0.5
0.0

℉ 250
(℃) (121)

255
(124)

260
(127)

温度

図11.高温蒸気滅菌後の収縮試験結果、
デュポン™ タイベック® 1073B、タイベック® 1059Bおよびタイベック® 2FS™（4058B）
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生物学的適合性
デュポン™ タイベック® 医療用滅菌包材の生物学的評価

をISO 10993および米国薬局方（USP）
に従った試験
方法で実施しました。試験結果から、タイベック® のすべ
ての品番に生体適合性があることが示されました。
また同
じ試験を酸化エチレンガス
（EO）、
ガンマ線、および電子

表6

線による滅菌後のタイベック® サンプルに対しても行い、
タイベック® は滅菌後にもすべての許容適合性基準（表
6）
を満たすことが証明されました。試験結果は、滅菌後
も含め、タイベック® の優れた生物学的適合性を示して
います。

デュポン™ タイベック® 1073B、1059B、および2FS™（4058B）のサンプル曝露試験結果

実施した試験
オレフィン重合体からの抽出物の測定1
溶血性試験―ウサギ血液― I SO 2,3
L929 MEM溶出試験―USP 4
2,5
ISO―ウサギ発熱試験
（材料を由来）

Kligman Maximization Test―ISO（CSOおよびNaCl抽出）2,6
注射試験― ISO 2,5

非曝露

酸化エチレンガス ガンマ線照射 電子線照射
過酸化水素
（EO）
（25, 50kGy） （25, 50kGy） 低温プラズマ
最大許容%以下
非溶血
非細胞毒性

非アレルギー性
非生体反応

一次皮膚刺激試験― I SO 6

非刺激性

7,8
短期筋肉内埋植試験― I SO
（14および28日間）

非刺激性

USP Class VI Test 9

4

非発熱

0%感作

試験は、以下の文献に基づき実施した：
1 21 CFR 177. 1520, Olefin Polymers, Federal Register, Title 21, Chapter 1, 1997．
2 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 12：Sample Preparation and Reference Materials, EN/ISO 10993-12, 1997
3 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 4：Selection of Tests for Interactions with Blood, ISO 10993-4, 1992.
4 United States Pharmacopoeia 25, National Formulary 20, 2002, <87> Biological Reactivity Tests, In Vitro.
5 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 11: Tests for Systemic Toxicity. EN/ISO 10993-1995
6 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 10: Tests for Irritation and Sensitization, EN/ISO 10993-10, 1996
7 Biological Evaluation of Medical Devices-Part 6: Tests for Local Effects After Implantation, ISO 10993-6, 1995
8 ASTM Section13, Volume 13.01 Medical Devices, Designation: F 981-93, 1994
9 Unites States Pharmacopoeia 25, National Formulary 20, 2002, <88> Biological Reactivity Test, In Vivo.

第4章

各種滅菌方法への適合性

19

第5章

エージングスタディ

独特の構造を持つデュポン™ タイベック® は、
その特性
上、他の多孔性包装材料よりもバクテリアの侵入に対す
る抵抗性が優れています。タイベック® は、極細の連続し
た高密度ポリエチレン
（HDPE）
の繊維が絡み合うシート
構造になっています。
繊維はランダムに絡み合い、熱と圧力で結合されています。
この構造により、医療用滅菌包材に必要とされる強度、水
等の液体の侵入に対する抵抗性、低いリント発生率、突刺
強度、透気度といった重要な特性も備えています。
タイベック® は医療機器の無菌状態を長期にわたり保ち
ます。タイベック®を使用したパッケージに保管中の医療
機器の無菌状態を保つ効果があることは、
エージングスタ
ディや、有効期限が5年の市販医療機器の全てが無菌
状態で流通している事実から証明されています。
タイベック® のバクテリアバリア性を調べるために用いた

試験は、ASTM F2638、ASTM F1608、
およびデュポ
ンのバクテリアテストチャンバーでの試験などです。包材
のみの試験とパッケージの保管試験から次のような結果
が得られました。
●タイベック® は、最も厳しい条件下でもバクテリアを侵
入させにくい
●タイベック® は、何度バクテリアにさらされても、優れた
バクテリアバリア性を維持する
●タイベック® は、微生物に汚染された環境に5年間放置
しても、無菌状態を維持する
最初のタイベック® でのエージングテストは 1972年に
始まり、一般的な保管条件で、少なくとも1年間バクテリ
ア芽胞の侵入に対する抵抗性を保つことが証明されま
した。この研究をさらに発展させ、デュポン社は1978年
より長期の
にタイベック® 1073Bと1059Bについて、
エージングスタディを開始しました。この研究はデュポン
社のハスケル毒物学研究所で行われました。研究の目的
は、
これらの品番のタイベック® が浮遊性バクテリア芽胞
の侵入にどのくらい抵抗できるかを知ることでした。この試
験は、一般的な環境より厳しい条件となるよう設計されま
した。サンプルは数ヶ月から数年間にわたり高い生物汚染
レベルに繰り返しさらす実験（周囲と同じ温度と圧力で）
を受けました。

5年間にわたるエージングテストのまとめ
1.試験開始時の無菌性試験用のパッケージと
内容物の準備
実際にシングルユース医療機器がパウチに密封されてい
る状態を再現するため、口の開いたペトリ皿を特別なパウ
チ
（10.8cm×17.1cm［4.25インチｘ6.75インチ］）
に密
封し、
パウチと内容物を酸化エチレンガス
（EO）
で滅菌しま
す。各パウチは、PET/PEフィルムと密封用のタイベック®
の蓋を使用しています。
長期の保管をする前に、当該ペトリ皿が滅菌されているこ
とを確認するため、サンプルをランダムに抜き出し、米国
薬局方（USP）
に従い、嫌気性、好気性の両種のバクテ
リアの有無を調べます。嫌気性チャンバーを使用して嫌
気性バクテリアの汚染テストを行いました。次に包装を開
封してペトリ皿を取り出し、
チオグノコール酸塩液体培地
又は大豆カゼイン分解培養液の何れかを含む滅菌した袋
に移しました。この操作で、長期にわたるエージングテスト
の開始前に包装された「医療機器」の滅菌状態の確認
を行いました。
2．
保管中のパッケージに
バクテリア芽胞を多量に投与
滅菌したペトリ皿を入れたパウチを外部汚染源から遮断
したキャビネットの棚に置き、管理された温度および相
対湿度下で保管しました。試験期間の5年間を通じて
4ヶ月ごとに各パウチに多量で均一量のバチルス菌芽胞
（Bacillus circulans）
をスプレーしました。なお、パッケー
ジ毎の芽胞のカウント数は4,000から5,000でした。
3．
パッケージの無菌状態を定期的にチェック
無菌状態をチェックするため、10個のパッケージを6ヶ月
ごとに任意に保管棚から取り出し、PET/PEフィルムの
外面を消毒しました。次いで、PET/PEフィルムとペトリ皿
に加熱したペンシルチップのハンダゴテで小さな穴を開け
てから、
15 mlの滅菌した寒天培地をペトリ皿に注入し、
そ
の後開口部を殺菌性のあるテープで覆いました。芽胞が
タイベック®を透過していた場合は、培養後に繁殖するは
ずです。このテストでは、
どのサンプルにも繁殖が確認され
ませんでした。

この研究の結果、
タイベック® は極めて信頼できるバクテリ
アバリア性を持っていることが証明されました。タイベック®
はパッケージの完全性が保たれている限り、5年以上無
菌状態を保つことができます。
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4．
バクテリア繁殖可能性の観察のために
デュポン™ タイベック® を検査
最後にタイベック® の外側にバクテリア芽胞を実際に吹
き付け、タイベック® の小片を取り出し、寒天培地に置きま
した。バクテリアの繁殖を認めてから、小片を顕微鏡で観
察し、バチルス菌（Bacillus circulans）
のコロニーをカウ
ントしました。この操作で、タイベック® の表面で実際に生
育した芽胞の数をチェックしました。長期にわたる試験期
間中、一貫して芽胞の密度に変化がないことが確認され
ました。すなわち、芽胞はタイベック® の表面に留まり、内
部へは浸透しない事が証明されました。

エージング後の物理特性

め、
パッケージの完全性が保たれます。表7から12のデー
タは、
コーティングを行っていないタイベック® サンプルの
試験結果を示しています。医療用包装製造会社（SPM）
が施すコーティングなどの処理により特性値が変化するこ
とに注意してください。
酸化エチレン
（EO）滅菌を施したタイベック® 1073Bと
1059Bに対して、5年間の実経時エージングテストを行い
ました。表7は、
エージング前とエージング後の物理特性を
示しています。タイベック® 1073Bは、要求の厳しいあら
ゆる用途に対して最高レベルのプロテクションを提供する
製品であり、
またタイベック® 1059Bは、中程度のリスク
のある用途で十分なプロテクションを提供します。

タイベック® は長期にわたりその物理特性を維持できるた

表7

酸化エチレンガス（EO）滅菌を行ったデュポン™ タイベック® の5年にわたる長期耐久性試験前、試験後の物理特性
デュポン™ タイベック® 1073B

特性

デュポン™ タイベック® 1059B

試験方法

単位

試験開始時

5年後

試験開始時

5年後

層間剥離強度

ASTM D2724

N/2.54cm

2

2

2

2

ガーレー透気度

TAPPI T460
ISO 5636-5

sec/100cc

37

37

30

28

バクテリアバリア性

Internal DuPont

対数減少値
（LRV）

5.21

変化なし

4.71

変化なし

耐水圧

AATCC TM 127
EN 208112

mmH2O

1500+

1500+

1500+

1500+

引張強度
（MD）

ASTM D50353
EN ISO 1924-23

N/2.54cm

196

201

163

160

4

N/2.54cm

7

7

6

6

シール強度

5

1 標準値。ASTM F1608基準が存在しなかったので、バリア性能の試験は現基準と同様のデュポンの社内手法により行った。
5年後も特性に変化は見られなかった。
2 利用率：600mmH2O/min
3 速度と標準寸法を修正
4 密封条件：温度143℃、時間1秒、圧力
（フィルム上からの密封）
621kPa
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加速エージングテストの手順

加速エージング後のサンプルをさらに5年間、室温と通常
湿度で保存しました。これらの条件はASTM F1980-07
の公表以前に選択されました。試験結果は表8に示され
ています。

デュポン™ タイベック® 1073Bとタイベック® 1059B

のサンプルを以下のような過酷な条件で６サイクル処理
し、
エージングをさせました。これは6年間のエージングに
相当します。
・温度54℃
（130℉）
、湿度17％で2週間
・温度-20℃
（-4℉）
で2日間
・温度54℃
（130℉）
、湿度70％から80％で2週間

表8

デュポン™ タイベック® 1073B、1059Bの加速エージングテストの結果

特性
引張強度
（MD）

デュポン™ タイベック® 1073B

デュポン™ タイベック® 1059B

試験方法

単位

試験前

6サイクル

5年後

試験前

6サイクル

5年後

ASTM D50351
EN ISO 1924-21

N/2.54cm

187

187

178

165

174

174

1 速度と標準寸法を変更

タイベック® 2FS™（4058B）
は、
フォーム・フィル・シール

この研究では、
タイベック® 2FS™（4058B）
のサンプル
を温度55℃
（138℉）、湿度75％で36.5週間保管しまし
た。表9はこの試験の結果を示しています。

（自動包装）
および要求の比較的厳しくない用途で優れ
たプロテクションを提供する製品で、
タイベック® 1073B
とタイベック® 1059Bの加速エージングテストが行われ
た後に導入された製品です。

表9

デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）の加速エージングテストの結果
デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）

特性

試験方法

単位

試験前

36.5週後

引張強度
（MD）

ASTM D50351
EN ISO 1924-21

N/2.54cm

137

137

破断伸度
（MD）

ASTM D50351
EN ISO 1924-21

%

17

17

ASTM F1608

対数減少値
（LRV）

3.1

変化なし

バクテリアバリア性
1 速度と標準寸法を変更
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実経時エージングテストの手順

滅菌処理前のタイベック® 本来の物理特性は、非常に安

デュポン™ タイベック® 1073Bと1059Bのサンプルを

ガンマ線および電子線による滅菌後7年間室温でエージ
ングさせました。エージング前、
エージング後に引張強度と
バクテリアバリア性のテストを行いました。

表10

定しています。放射線安定性のないポリマーの場合は分
子鎖切断反応を起こしやすく、物理的特性が大きく損な
われます。

デュポン™ タイベック® 1073B、1059Bの実経時エージングテストの結果（メトリック単位）
1
引張強度（N/2.54cm）

ガンマ線 50kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
ガンマ線 100kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
7年後
電子線 50kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
電子線 100kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後

2
バクテリアバリア性（LRV）

MD

CD

187
147
142

213
175
148

5.24
ー
5.2

163
122
118

178
138
127

4.74
ー
4.1

187
103

213
130

5.24
5.1

163
85

178
99

4.74
4.2

187
164
159

213
157
145

5.24
ー
5.2

163
143
135

178
145
124

4.74
ー
4.9

187
120
96

213
120
113

5.24
ー
5.2

163
106
94

178
121
93

4.74
ー
4.3

5

※50kGYは1回の照射量。100kGYは50kGYを2回、照射した累積値。
1 ASTM D5035とDIN EN ISO 1924-2。
2 ASTM F1608に従って試験を行った際の対数減少値。
この試験の開始時にはまだASTM F1608基準が存在しなかったため、本来の数値に対するバリア性については、現在の基準と同様のデュポン社内の手
法により試験を行った。
3 滅菌前
4 標準値。
この試験を開始した1990年にASTM F1608はまだ利用できなかった。
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デュポン™ タイベック® 1073B、1059Bの実経時エージングテストの結果（イングリッシュ単位）
1
引張強度（lb
ƒ/in.）

ガンマ線 50kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
ガンマ線 100kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
7年後
電子線 50kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
電子線 100kGy※
タイベック® 1073B
未処理の数値3
試験開始時
7年後
タイベック® 1059B
未処理の数値3
試験開始時
7年後

2
バクテリアバリア性（LRV）

MD

CD

42
33
32

48
39
33

5.24
ー
5.2

37
28
27

40
31
29

4.74
ー
4.1

42
23

48
29

5.24
5.1

37
19

40
22

4.74
4.2

42
37
36

48
35
33

5.24
ー
5.2

37
32
30

40
33
28

4.74
ー
4.9

42
27
22

48
27
25

5.24
ー
5.2

37
24
21

40
27
21

4.74
ー
4.3

5

※50kGYは1回の照射量。100kGYは50kGYを2回、照射した累積値。
1 ASTM D5035とDIN EN ISO 1924-2。
2 ASTM F1608に従って試験を行った際の対数減少値。
この試験の開始時にはまだASTM F1608基準が存在しなかったため、本来の数値に対するバリア性については現在の基準と同様のデュポン社内の手
法により試験を行った。
3 滅菌前
4 標準値。
この試験を開始した1990年にASTM F1608はまだ利用できなかった。
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ガンマ線滅菌後の加速および
実経時エージングテスト

たパウチにガンマ線滅菌処理（30kGy）
を施し、
その後、
温度55℃
（131℉）、通常の湿度で10週間保管し、
さら
に室温で5年間保管した後、
シール強度をASTM F88に
従って測定しました。

ガンマ線滅菌とエージングがシール強度に及ぼす影響は
ごくわずかです
（表12）
。デュポン™ タイベック® 1073B
と64ミクロン
（2.5ミル）
のPET/PEのフィルムで構成され

表12

ガンマ線滅菌後のデュポン™ タイベック® 1073Bの加速エージングと実経時エージングによるシール強度
シール強度
（N/2.54cm）

未処理の値

4.07

30kGyのガンマ線による滅菌後

4.22

加速エージングテスト

実経時エージングテスト

2週間
4週間
6週間
8週間
10週間

4.14
3.85
4.24
3.95
3.77

3年後

3.46

5
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デュポン™ タイベック® の印刷ガイドライン

医療用のデュポン™ タイベック® は、
いずれの品番も、標

フレキソ印刷用の印刷版

準的な市販の印刷機とその適合インキを使って印刷が可
能です。医療用パッケージの特殊な条件により、
これらの
品番は帯電防止コ－ティングは施されておらず、
コロナ処
理も行われていません。そのため、高品位な印刷結果を得
るためには特別な手順が必要です。医療用タイベック®
に印刷するときには、作業を進める前に必ずテストを行うこ
とをお勧めします。

適切な印刷版の選択は、印刷作業の性質によって変わり
ます。最高の印刷品質を実現するために、一般的な最適
作業手順に従って、印刷チャンバーを最適条件に調節し
てください。印刷を左右するのは印刷版、
クッション、
イン
キ、
そしてアニロックスです。いつでもインキを供給する前
に、印刷版を100％のアルコールできれいに拭くことによ
り、
インキ転移が向上します。

タイベック® への印刷に関する詳しい情報は、
www.graphics.dupont.com
の「デュポン™ タイベック® ユーザーマニュアル」
をご覧く
ださい。
（英語版のみ）

単色印刷、文字印刷、
その他の精細画像印刷には、中程
度の硬度のプレートを用いるのが最適です。これを中から
高密度のクッションで補強する必要があります。アニロッ
クスは、
ラインスクリーンと印刷版にインキがつき過ぎない
量に基づいて選択します。粘度、pH、
その他インキの転移
特性はインキの用法や抵抗特性によって変わるので、
イン
キメーカーのガイドラインを参照してください。
・デジタル溶剤
デュポン™サイレル® DPNまたはサイレル® DS2を使用する
・デジタルFAST
サイレル® DFQまたはサイレル® DFUVを使用する
・アナログ
サイレル® NOWSまたはサイレル® NEOSを使用する

フレキソ印刷のガイドライン
医療用タイベック® の印刷にはフレキソ印刷を推奨しま
す。最良の印刷品質を得るためには、
シートの滑らかな面
（表）に印刷してください。ざらざらした粗い面（ワイヤー
面）
と滑らかな面の違いはわずかですが、手で触れると大
概分かります。デュポンから直接供給されたロールは、滑ら
かな面が外側（表）
になっています。医療用包装製造会
社（SPM）
から供給されたロールは巻き方が異なる場合
がありますので、必ずご利用のロールの巻き方について、
SPMまたは納入業者に問い合わせてください。
タイベック® 2FS™（4058B）
では、触れただけで表と裏
を判別するのはより一層難しくなります。滑らかな表面と
粗い裏面を判別する簡単な６段階の手順が考案されてい
ます。詳細は、
セクション７の「加工/トラブルシューティン
グのガイドライン」
を参照してください。以下は、
その他の
重要な推奨事項です。

フレキソ印刷用のプレス機の状態
プレス機を常に最適状態に保つことは、
シートのよれ、多
色刷りの調節不良、接着剤の軟化およびインキむらなどを
防ぐことに役立ちます。
・張力
シート幅に対して1.3 N/cm
（0.75ポンド/インチ）
以下に
調節する
・温度
ウェブ
（タイベック® ）
の温度を79℃
（175℉）
以下に保つ
・チルロール（冷却ドラム）
巻き取り前にチルロールを用いる

細かなドット
（網点）
やラインスクリーンを含む画像には、硬
めのプレートが最適で、柔らかめまたは中程度の密度の
クッションで補強します。アニロックスはプレートにインキ
がつき過ぎないスクリーンの量に基づいて選択します。粘
度、pHおよびその他のインキの転移特性はインキの用法
や抵抗特性によって変わるので、
インキメーカーのガイドラ
インを参照してください。
・デジタル溶剤
デュポン™サイレル® DPNまたはサイレル® DPRを使用する
・デジタルFAST
サイレル® DFQまたはサイレル® DFUVを使用する
・アナログ
サイレル® NOWSまたはサイレル® HIQSを使用する

フレキソ印刷用インキ
印刷方法に適したインキを選択するだけではなく、医療用
機器と直接接触する可能性のある場合では、
インキの生
体適合性を確認することも重要です。
・アルコールを溶剤とするポリアミド樹脂インキ
通 常 、接 着 性と耐 摩 耗 性に優れています。マイクロ
クリスタリン
（微結晶性）
ワックスを加えることで色移り
（offsetting）
を低減できます。
・水性インキ
環境基準に適合し、
高品位の印刷結果を実現できます。
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オフセット印刷（リソグラフ印刷）のガイドライン
医療用デュポン™ タイベック® の印刷にはフレキソ印刷

が推奨されますが、
オフセット印刷も許容品質の印刷が
可能です。最良の印刷結果を得るためには、
シートの滑ら
かな面を使ってください。両面とも印刷は可能ですが、滑ら
かな面に印刷する方がシート送りがよりスムーズです。
ざら
ざらした粗い面（ワイヤー面）
と滑らかな面の違いはわずか
ですが、手で触れると大概分かります。デュポンから直接
供給されたロールは、滑らかな面が外側（表）
になっていま
す。医療用包装製造会社（SPM）
から供給されたロール
は巻き方が異なる場合がありますので、必ずご利用のロー
ルの巻き方について、SPMまたは納入業者に問い合わ
せてください。
タイベック® 2FS ™（4058B）
を使用する場合は、触れ
ただけで両面の違いを判別するのはより難しくなります。
滑らかな表面と粗い裏面を決めるための簡単な６段階の
手順が考案されています。詳細は、
セクション７の「加工/ト
ラブルシューティングのガイドライン」
を参照してください。
以下は、
その他の重要な推奨事項です。

オフセットブランケット
使用する最適なブランケットの選択は、タイベック® にコー
ティング処理が施されているか否かで変わります。
・タイベック® コーティングあり
中硬度の標準的なオフセットブランケットを使用する
・タイベック® コーティングなし
圧縮可能なオフセットブランケットを使用する

オフセットに推奨されるスクージー
同等の厚みの紙に使われているスクージーと比べ、
ブラン
ケットとバックシリンダーの間にさらに0.08mm～0.10mm
（3～4ミル）
スクージーを補うことが必要です。この追加
は、タイベック® の圧縮性と合わせて、タイベック® の厚み
むらを埋め合わせます。

オフセット用インキ
印刷工程に適切なインキを選ぶだけでなく、医療機器と
直接触れる可能性のある場合では、
インキの適合性を確
認することが重要です。医療用タイベック® の印刷に関す
る推奨事項に従ってください。

・溶剤含有量の低いインキ
多くのオフセット用インキに含まれる炭化水素溶剤によ
り、タイベック® が膨潤し歪む傾向があるため、溶剤含

有率が3％以下のインキを使ってください。
またこのよう
なインキは環境への影響が少なく、従来のオフセット印
刷用インキに比べ揮発性有機化合物（VOCs）
が少な
いため、環境負荷も軽減されます。
・エキストラ・ストロング・カラー
（extra-strong colors）
インキフィルムの厚さを最 小 限に保つためにe x t r a strong colorsを使ってください
（0.008 mm [ 0.3ミル]
以上）。これはシートの歪みやドットゲイン
（網点の太り）
を最小限度に抑えるのに役立つでしょう。
・ティント
タイベック® の繊維模様を目立たなくするために、
増量剤
（エクステンダー）
よりむしろ不透明な白を使ってください。
・湿し水
湿し水は最低レベルに保ってください。湿し水装置に
は、従来の水またはアルコールと水のシステムを用いる
ことができます。アルコールを使う装置も十分機能しま
す。
もし印刷画像がぼやけて不鮮明になっても、
インキ
の量は増やさないでください。代わりに装置内の湿し水
を減らしてください。
・乾燥
オフセットインキは、タイベック® では紙よりも乾くのに時
間がかかります。
したがって、0.5 m（20インチ）以上積
み上げないでください。
シートを巻きとり、湿し水をpH4か
ら５の間に保つことで乾燥を速める効果があります。

医療用タイベック® の印刷に関する特殊条件に精通した
インキメーカーのリストを各地域のデュポン代理店から入
手できます。
（米国のみ）

コーティングを施した
タイベック® に関する注意点

オフセットインキを選択するとき、タイベック® にコーティン
グが施されている場合は、
インキ納入業者にコーティング
の使用を通知することが重要です。接着面へのインキの
浸出を防ぐために、特殊なインキ配合が必要な場合があり
ます。時には接着面に印刷を行うこともありますが、
この場
合も、
インキとコーティングの最適な適合性を保証するため
にインキ納入業者と話し合う必要があります。
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バリアブル印刷

インクジェット印刷

パッケージに可変情報を印字する必要性から、電子制
御による印 刷 機を利 用することも増えてきました。これ
らは「ロット、生 産 期日、連 番 、製 品コード、バーコード」
などの 可 変 情 報を出力し直 接 印 刷できます。医 療 用
デュポン™ タイベック® は、
これらの印刷様式の一部に対
応しています。

医療用タイベック® は、連続的にインク滴を噴射するオン
デマンド式のインクジェットプリンターでも良好な仕上がり
の印刷が可能です。
しかし、
タイベック® は高密度ポリエチ
レン
（HDPE）製で湿気を吸収しないので、溶媒を用いた
インキを使わなければなりません。大部分の水性インキは
乾きが遅く、タイベック® ではにじんで印字がぼけてしまい
ます。UV（紫外線硬化型）
インキや相変化インキを使えば
納得のいく仕上がりの画像が得られ、
インキもほぼ瞬時に
乾燥します。通常、200～300dpiのプリントヘッドを用い
ます。

熱転写印刷
可変情報を印刷する際に最もよく使われる印刷方式は熱
転写です。この印刷方式では熱した印字ピンで、
リボンに
塗布されたワックスや樹脂性のインキまたはワックス/レジ
ン混合インキを活性化して印刷します。熱で融けたインキ
が素材に転写されて画像が現れます。
医療用タイベック®（コロナ処理が施されていない）
で最も
良好な印字が得られるのはワックス系リボンですが、印刷
の耐久性は許容できる最低限のレベルです。より高い耐
久性が必要な場合は、
ワックス/レジンを配合したセミレジ
ン系のリボンを使用しなければなりません。ワックス/レジン
を90/10の比率で配合したリボンを使えば高品位な印刷
結果が得られます。
しかしリボンメーカーの多くが常時在庫
しているのは50/50のリボンなので、特殊な配合比のリ
ボンは注文生産する必要があるでしょう。

レーザー（帯電）印刷
従来のレーザープリンタによる印刷はタイベック® には推
奨できません。通常のレーザープリンタでは、
トナーを高温
で定着させるため、タイベック® が熱で変形したり、紙詰ま
りが起きたときにタイベック® が融解するおそれがありま
す。
タイベック® はフラッシュ融解法（flash-fusion）
のレー
ザープリンタに対応していますが、
トナーの転写効率が低
く、印字は熱転写印刷やインクジェット印刷ほど鮮明では
ありません。

6

英数字情報を印刷するには、300～600 dpiのプリンター
を使えばきれいな印字が得られます。
しかしタイベック® は
その性質上厚みに微妙な変化があるので、タイベック®
に熱転写で印刷した場合には、概ねANSI（米国標準化
機構）
のC〜Dグレードの品質となります。
さらに高密度ま
たは高品質のバーコードが必要な場合には、タイベック®
に直接印刷せず、
ラベルを使用してください。
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ヒートシールのガイドライン
ヒートシールによるパッケージ加工を行った場合、材料の
結合強度やシール強度は、
いくつかの要因で変化します。
シール加工の時間、温度、圧力、
シーラントの特徴などに
よっても、
またシール強度を測定するための試験方法に
よっても変わります。シールには、
エンドユーザによる厳し
い輸送条件や手荒な取扱いにも耐えられる充分な強度
が必要です。
しかし同時に、
エンドユーザが衛生的に滅菌
パッケージを開け、中の製品を簡単に取り出すことができ
なければなりません。パッケージ内の製品の効果と患者の
安全性に直接影響を与えるので、
ヒートシールの工程を最
適化し、十分なシール強度をもつパッケージを一貫して製
造することは決定的に重要です。

ヒートシールの時間
ヒートシールの時間は、加工処理過程の加熱部品
（クラン
プ、
プレート、バーなど）
が素材と直接接触している時間を
表わします。片面だけ加熱する場合と両面から加熱する
場合があります。2つの材料が一体的に結合してシールを
形成します。ウェブが実際に加圧される
「実際の時間」
を
決定するためには、
ご使用のヒートシール機の時間の測り
方を理解することが重要です。
ヒートシール機の制御方法
にはさまざまな違いがあり、最終的な接着位置に至るまで
の移動時間がサイクル時間に含まれる場合も含まれない
場合もあります。素材がヒートシールの開始温度に達する
までの加熱速度の違いは、
たとえ１秒に満たないわずかな
差であっても、
シール強度に明らかな影響を与えることがあ
ります。

ヒートシールの温度
前述したように、
ヒートシール加工は２つの素材を結合させ
ます。この結合を可能にするためには、通常、片方の素材
の表面にシーラントの層があります。ヒートシール機の加
熱部品はシーラントが融けるか、活性化するのに十分な
温度まで熱せられます。
ヒートシールの主要な要素である、時間と温度と圧力は
相互に影響を及ぼします。このうち１つの変更や調節を
行うと、大概、他の要素の変化や調節も必要となります。
望ましいシール強度と見た目のシール転写（visual seal
transfer）
を達成するためには、時間と温度と圧力の間の
バランスをとらねばなりません。

温度を上げて時間を短くするか、
または温度を下げて時間
を長くするか、
シーラントの活性温度に応じた調節を行うこ
とで、デュポン™ タイベック®を透明化することなく安定し
たシール加工が可能となると思われます。

実験計画法（Design of Experiments）のような分析
ツールを使って加工処理を最適化することを推奨します。
このツールを応用すれば、常に安定した品質の最適なヒー
トシール加工が可能となるだけでなく、
エネルギー出力や
処理能力、
さらに作業効率の最適化も図れます。

ヒートシールの圧力
ヒートシールの3番目のカギとなる要素は、2つの素材を合
わせて結合させるときの圧力です。実際に素材が受ける
圧力は、
しばしばヒートシール機に入力した圧力や制御装
置で設定した圧力とは異なることも多いため、素材が受け
る実荷重圧力を知ることが重要です。実荷重圧力を測定
するためには、紙センサーからより精巧な電子センサーま
で多数の方法があります。大多数のヒートシール素材に
とって、加工処理上要求される３つの要素の中では最も
影響の少ない要素です。

その他の要素
ヒートシール加工の３つの要素である時間、温度、圧力に
より、
シール強度は大きく変化します。
しかし、時間や温度
および圧力に関連のあるその他の要素もヒートシールに
影響を及ぼします。そのような一般的な要因としては・
・
・
・ヒートシールバーの温度むら ― 部分的な
「高温スポッ
ト」
と
「低温スポット」
・ヒートシールバーの歪みやアラインメント不良による接
触面や圧力むらによる不均一な熱伝導
・材料の厚みや種類
輸送中の厳しい状況に耐え得る十分な強度を備え、
リント
が発生せず、
イージーピール可能なシールを安定した品質
で製造するためには、時間、温度、圧力を最適化すること
により、特定材料の組み合わせに適したヒートシール加工
を開発することが重要です。
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折り曲げの問題の回避
デュポン™ タイベック® のシートは、両面に熱処理を施し

結合させた単層素材です。この処理により、
シートの外側
構造は内部構造ほど柔軟ではなく、単層構造であるにも
かかわらず多層構造に近い特性を示します
（図12）
。

図12.デュポン™ タイベック® 製パッケージ
開封時のイメージ画像
タイベック® は単層素材ですが、緑/黄/緑の３層からなる多層素
材のような挙動を示します。

シート構造は、折り曲げられたときに内側が圧縮され、外
側には張力が働きます。折り曲げ方が大きくなれば、一層
大きな力が働きます。これらの負荷が過度になると、
２つの
層を固くつなぎとめている極細繊維構造は力に屈し、内面
が内側に歪みます
（図13）
。

図13.デュポン™ タイベック® 製パッケージを
極端な角度で開けた時のイメージ画像
極度に折り曲げると外面に張力が働き、内面が圧縮されて、
シート
内部が歪む。

その結果、タイベック® のシートの中心に沿って剥離が生
じます。このような剥離は、弾力性のあるパウチシールの
端が、保管用の箱の中で曲がったり折れたりしたときによ
く見られます。パウチフィルムが外側に曲げられると、曲げ
ている力のすべてがタイベック®シートの内表面の圧縮力
に変わり、一般に「シート剥離（sheet separation）」
と呼
ばれるシート内部の剥離をもたらす可能性があります
（図
14）
。
しかし、
この現象が起きても、
パッケージの完全性は
損なわれないことが証明されています。

図14.折り曲げられたデュポン™ タイベック® の
シート剥離を示す顕微鏡写真。
この現象によりパッケージの完全性が
損なわれることはない。

具体的には、タイベック® のシートと層間剥離を含むシー
ル部分の両方をバクテリアのエアロゾルにさらすためのサ
ンプルを作りました。このサンプルをバクテリアバリア性の
検査装置に入れ、ASTM F1608 とASTM F2638に
従い実験を行いました。その結果、ASTM F1608におけ
る対数減少値
（LRV）
も、ASTM F2638における透過率
の低下も観察されませんでした。
シート剥離はパッケージ試験の品質検査過程でよく見ら
れます。バブルリーク試験中に
（ASTM F2096:2002）、
シート剥離のあるパウチはシール内チャネル
（導通）
がある
ように見える気泡の流れを生じます。このような場合には、
シールに実際にチャネルがあるのか、
それともシート剥離に
より偽陽性の結果が生じたのかを決定するために、
ラボで
のさらに詳しい試験が必要です。
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シール漏れを検出するダイペネトレーションテスト（ASTM
F1929:2003）
を使って、チャネル（ 導 通 ）
（ 図 15）
と
シート剥 離の違いを明らかにできます。
「ウィッキング」
が生じないようにするためには、ASTMの手順に従って
実 験を行わねばなりません。染 料があまりにも長 時 間
デュポン™ タイベック® 製のパウチに残っていると、染

料は素材を通して毛細管現象で内部へ浸透し始めます
（図16）
。

シート剥離とチャネルを確認するもう１つの方法は、染料テ
ストの後のパウチを保管し、残りの染料が乾くまで待ち、
そ
の後パウチをはがして開け、
シール部分に染料が染みて
いればシールにチャネルがあることが分かります。染料が
なければシート剥離であることを示しています。

図16.ASTM F1929:2003の試験中、
染料を長時間放置すると
毛細管現象により染料が吸い上げられる

シート剥離とそのための偽陽性の試験結果を避ける最善
の方法は、パウチを折り曲げないようにすることです。
しか
し、パッケージの折り曲げが必要な場合には、
しっかり折り
目をつけるのではなくそっと曲げてください。
詳しい情報は、MD＆DI
（Medical Device & Diagnostic
Industry）
誌の2006年1月号に発表された論文「多孔性
素材のバリア完全性試験：失敗と異常（Porous Sterile
Barrier Integrity Testing:Failure Anomalies）」
をお
読みください。この論文はMD＆DI誌のオンラインアーカイ
ブwww.mddionline.comから入手できます。
図15.ダイペネトレーションテストで
シールのチャネルを検査する（ASTM F1929:2003）
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デュポン™ タイベック® 2FS™（4058B）の
滑らかな面と粗い面を見分ける方法
タイベック® 2FS™
（4058B）
にシール加工を施すとき
は、常に粗い面を使うことが重要です。滑らかな面にシール
加工を施すと繊維の裂け/層間剥離が起こりやすくなりま

1
タイベック® の縁を約15cm折り、平らに折り目をつける。
注意:滑らかな面が外側になるようにロールが正しく巻かれていれ
ば、折り畳まれた部分は粗い面になる。

2
2.5cmの幅のARclad ® AR-516テープを約20cmほど切って、
テープを
「綴じ目」の上に貼る。
このとき、
テープの半分の約1cmは
滑らかな面に、
残り半分は粗い面に貼ることになる。

3
「綴じ目」
にそって1、2回指でこすり、中程度の圧力をかける。

す。出荷時のタイベック® 2FS™
（4058B）
のロールは、
通常、滑らかな面が外側（表）
になっています。
しかし、以
下の手順を使ってロールの外側（表）
を確認することもで
きます。

4
フェルトペンかマーカーでテープの片側に線を引くが、確認を容易
にするため、
タイベック® の面まで長く線を引く。

5

7

テープを剥がす。

6
どちら側に繊維が剥がれた証拠があるかに注意して、
テープの接
着面を見る。繊維が付着している方が滑らかな面。
注意：なお疑わしければ、既存の折り返しを約5cm再度折り返して
新しい「折り目」
を作り、手順2から6を繰り返す。
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繊維の裂け（紙剥け）
デュポン™ タイベック® の繊維は層間剥離により裂けま
す。層間剝離はタイベック®をフィルムから剥がそうとして
きつく折り曲げたときに起こります。
（層間剥離の詳しい説
明はp.30の「折り曲げの問題」
を参照してください）
。繊維
の裂けをなくすためにまずできることは、接着強度を低下さ
せることです。これにより望ましい結果が得られなければ、
次に可能な解決法として以下のいずれかを検討してくだ
さい。
・シールを開けるときにタイベック® があまり大きく曲がら
ないように、
より柔軟性の高いフィルムを使用する。
・曲げ半径がより大きく層間剝離が起こりにくい、
目付の
高い品番のタイベック®を使用する。

タイベック® の切断とスリット

カッティング用のブレードや切断ホイール、打ち抜きなどの
工具は、刃を鋭く、割れや欠けのない状態に保つことによ
り、粗く不規則なカットを避けられます。縁が不規則に裁断
されると、
ヒートシール中にタイベック® の層間からはみ出
した極細長繊維にフィルムまたはフォイルが接着すること
があります。このように、タイベック® の結合表面ではなく、
1本1本の極細長繊維がフィルムと接着することにより、
シールを剥がすときに繊維が裂けて層間剥離を起こすこ
とがあります。

パウチの成形
タイベック® は縁一杯までシール加工を施すべきではあり
ません。タイベック® のシートの端にはみ出したヒートシー
ル剤が、極細長繊維に付着する可能性があるからです。
タイベック® の結合表面ではなく、
このように、1本1本の

ウェブの幅全体を使って複数のパウチを形成するときに
は、隣接するパウチ間に少なくとも１ミリの接着しない部分
が残るように製袋機を設計してください。ウェブの個々の
パウチを切断するときも、パウチ間のシール加工の施され
ていない部分で切断してください。
シール加工を施してから
ウェブのパウチの外縁を切り落とす場合も、
シールで密封
されていない部分で切断する必要があります。

トレーと蓋（蓋材）のシール
熱成形された硬質または柔軟なトレーにシールされている
蓋を開けるときに、繊維が裂けたり、繊維が裂ける可能性
を高めたりする要因がいくつかあります。これらの要因を
排除することにより、繊維の裂けが起こる可能性を大きく
低下させ、
クリーンピールを実現できます。
図17はトレー上へのさまざまな蓋の配置と開けたときに
予想される結果を示しています。蓋の不適切な配置およ
び／または不適切な蓋の大きさが、繊維が剥がれる最大
の原因です。
蓋はトレーの縁まで完全にシールすべきではありません。そ
うするとシール剤がタイベック® 端面に漏れ出て、極細長
繊維に付着する可能性があるかるからです。結合してい
るタイベック® の表面ではなく、1本1本の極細長繊維に
シール剤がつくと、蓋を開けるときに繊維が裂けたり、層間
剥離を起こしたりすることがあります。
さらに、蓋の縁に微小な切れ目や裂け目があると、蓋を開
けるときにそこから裂ける可能性があります。

極細長繊維への接着により、
シールをはがすときに繊維
が剥がれ層間剥離を起こすことがあります。

青 =トレー

白= 蓋

繊維の裂けは起こりにくい

繊維の裂けが起こる可能性がある

深刻な繊維の裂けが起こる

図17.トレー上の蓋の配置によって予想される繊維の裂け
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自動包装機は、隣接するトレー間に、少なくとも１ミリの未
シール部分があるように設計しなければなりません。この
部分は「スカート」
（ 図18）
とも言われます。個々に熱成形

成形トレー

シール部分

内容物

するトレーの場合は、
トレーの外縁より少なくとも１ミリ以上
蓋を大きくする必要があります。

トレー間にシール加工を施さない部分を設けることにより、層間剥離のリスクを回避する

図18.シール部分の周囲に「スカート」を設け、間隔を開けて多数の容器を熱成形する
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デュポンが行った実験では、蓋の配置が、蓋を開けるとき
に繊維が剥がれるか否かの重要な指標であることが明ら
かになりました
（図19と20）。
トレーから蓋を剥がして開
けるときには、
ヒートシールのコーティング面とトレー面の
結合を物理的に引き剥がす必要があります。接着が適切

に剥がれると、
トレー側にヒートシールのコーティング
（白い
シール痕）
が残り、蓋はトレーからきれいに剥がれます。
ト
レーよりも大きな蓋を用いることにより、
きれいに剥がすこ
とができます。

図19.シール実験の結果（自社）― 蓋の配置が適切な場合、繊維は裂けない
適切な蓋の配置では、
トレーの全周で蓋が最低１ミリ張り出している。
シールを開けるとき、32個のサンプルすべてでシール部分が一様に剥が
れ、層間剥離は見られなかった。

7

図20.シール実験の結果（自社）― 蓋の配置が不適切な場合、繊維が裂ける
蓋の張り出しがなく、蓋の縦横の寸法がシール部分を含めたトレーの寸法と等しい場合には、32個のサンプルのうち26個で大きさの異なる繊
維の裂けが見られた。
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特性の測定方法

デュポンは業 界で承 認された試 験 方 法を採 用してい
ます（ 表13）。包 装 用の多 孔 性 材 料の特 性を測 定す
る方 法 の 多くは紙を対 象として開 発されているため、
デュポン™ タイベック® の測定にあたり、
これらの標準試

表13

験方法を一部変更しています。
また、ASTMやISOなどの
国際規格機関の試験方法に基づいた社内試験も実施し
ています。これにより、標準試験方法の変更に対する試
験結果への影響を評価することができます。

材料特性の測定に用いた試験方法
試験方法

デュポン
テスト番号

追加情報
（各試験方法の変更した点）

ASTM D3776
EN ISO 536

0010

サンプルの寸法を変更
サンプルの寸法を変更

ガーレー透気度

TAPPI T460
ISO 5636-5

0034

サンプルの寸法を変更
流量単位を変更

層間剥離強度

ASTM D2724

0005

速度と標準寸法を変更

TAPPI T425
ISO 2471

0020

ASTM D1777
EN 20534
EN ISO 534

0027

ASTM D5035
EN ISO 1924-2

0041

ASTM D1424
EN 21974

0007

AATCC TM 127
EN 20811

0056

破裂強度

ASTM D774
ISO 2758

0014

ベンドステン透気度

ISO 5636-3

−

ASTM D5035
EN ISO 1924-2

0041

速度と標準寸法を変更
速度と標準寸法を変更

ASTM D3420

1268

直径14.3mmのプローブに変更

特性
目付
（坪量）

不透明度
厚み
引張強度
エレメンドルフ引裂強度
耐水圧

破断伸度
スペンサー突刺強度

別の裏付け基準
（部位、照明）
に変更
49.3kPa、直径 16mmの押さえ
表面積2cm2、圧力100kPa
速度と標準寸法を変更
速度と標準寸法を変更

利用率：600mmH2O/min

A1

特性の測定方法
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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
およびEN ISO 536
（どちらもサンプル寸法を変更）

摩擦係数
表面の滑りやすさの測定単位。同じ物質同士あるいは
一般に木もしくは金属など、他の物質の表面と比較する
ことで表される。タイベック® は摩擦係数が低い。つまり、
タイベック® のシートはタイベック® および他の物質の表
面上を滑りやすいということ。これは、多量の裁断シート
を処理しているときに重要な意味がある。突然、動きが
止まったり逆方向に動いた時に紙の場合はすべりにくい
ので連全体が破損することがある。また、タイベック® を
製袋充填機で処理する場合にも欠かせない特性となっ
ている。デュポンでは通常、タイベック® の摩擦係数を、
0.45kgの荷重を乗せたサンプルが滑り始める角度を測定
するスライド角度測定器で測定している。タイベック® の
場合、
この角度は約18度から20度であるが、紙は30度。

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® の最弱点はちょうど中
間にある。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（速度と標
準寸法を変更）

隔を127mm×152.4mm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:
ASTM D5035および EN ISO 1924-2（どちらも速度
と標準寸法を変更）

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m m H 2 O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3 2ダイン/ c mから2 5ダイン/ c mである。参 照 標 準
試験: AATCC TM 127およびEN 20811（rate of
use:600mm H2O/分）

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）
のバクテリアに暴露する。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、10cfu（ 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、L R V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5.2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。

破断伸度

A1

素材が破壊される限界までの伸び幅の測定単位。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。伸度には重要な点が二つ
ある。一つは素材が吸収できるエネルギー量に比例する
総伸度（すなわち弾性）
であり、
もう一つは、応力ひずみ
曲線の最初の傾斜、
すなわち最初に力が加えられたとき
の素材の伸び率である。この特性は、素材の初期弾性
係数と呼ばれる。いずれも医療用パッケージにとって重
要な特性であるが、
それは前者が素材の保護性能に、
後者がパッケージに圧力が加えられたときのゆがみやす
さに関 係しているためである。さらに輪 転 機では、初 期
弾性係数が位置決めの正確さに関係している。伸度は
25.4mm×203.2mmのサンプルで測定し、
クリップの間
医療用パッケージ用語集
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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。透湿度の測
定器を製作する会社はいくつかある。透湿度試験の結
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]、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
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：ASTM D774および ISO 2758.

不透明度
光が素材をどの程度通るかを示す測定単位。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。医療用タイベック® は結合レベルが極めて
高いため、不透明度もその分高い。タイベック® 2FS ™
（4058B）
に使われている酸化チタンは、見た目とバー
コードの読み取りやすさを向上させる効果がある。参照標
準試験: TAPPI T425およびISO 2471（異なる背景、
面積、照明を変更）

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、127mmの高
さの水の圧力で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の圧力差で10 cm2のサンプルを通る空気の実
際の流量をmL/minで計測する。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
（サンプル寸法を変更）
お
よびISO 5636-5（接着液（sealing fluid）
の性質を変
更）
、ベンドステン透気度: ISO 5636-3

医療用パッケージ用語集
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スペンサー突刺強度

厚み

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 D3420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。これはデュポン™ タイベック® のよ
うに頑丈な素材に穴をあけるために必要な変更である。
異なる試験装置を用いた結果とは比較できない。参照標
準試験:ASTM D3420
（プローブを14.3mmに変更）

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49.3 kPa、直径は
15.9mmで試験を行った。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25.4ミクロンである。参照
標準試験: ASTM D1777（49.3kPa、直径15.9mm
の押さえに変 更 ）、E N 2 0 5 3 4（ 表 面 積 2 c m 2 , 圧力
100kPaに変更）
、
およびEN ISO 534

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エネルギーを測定す
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: ASTM
D1424および EN 21974

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2.54 cm当たりの力
（N/2.54 cm）。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。引張強度は目付、繊維の結合レベル、粘
り強さ、個々の繊維の方向性と直接比例している。引張
強度は製品から2.54cm×20.32cmのサンプルを切り取
り、
それをクランプの間隔15.24cm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:ASTM D5035およびEN ISO 1924-2（どちら
も速度と標準寸法を変更）

A1
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サンプル抽出計画の概要

仕様特性

その他の特性

デュポン™ タイベック® の製造工程では、ISO

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。

9001の手
順、GMPと品質管理手法に厳格に従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従って算
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。
この「テクニカルリファレンスガイド」の仕様特性およびそ
の他の特性に関するセクションに含まれる情報は2013
年10月現在のものです。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。

A2
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AATCC
American Association of Textile Chemists and Colorists
米国繊維化学技術・染色技術協会

JAMI
Japan Association for the Advancement of Medical Instrumentation
日本医療情報学会

AAMI
Association for the Advanced of Medical Instrumentation
米国医療器具振興協会

JIS
Japanese Industrial Standards
日本工業規格

ANSI
American National Standards Institute
米国規格協会

JSA
Japanese Standards Association
日本規格協会

AORN
Association of periOperative Registered Nurse
米国手術部看護協会

LRV
Log Reduction Value
対数減少値

ASQ
American Society for Quality
米国品質協会

MD
Machine Direction
機械軸方向

CAMDI
China Association for Medical Device Industry
中国医療機器産業協会

MDD
Medical Devices Directive
医療機器に関する指令

CD
Cross Direction
機械軸に垂直な方向

MDM
Medical Device Manufacturer
医療機器製造会社

CEN
European Committee for Standardization
ヨーロッパ標準化委員会

MDMA
Medical Device Manufacturers Association
医療機器製造者協会

DIN
Deutsche Normen
ドイツ規格協会

MEDEC
Medical Devices Canada
カナダ医療機器協会

EDANA
European Disposables and Nonwovens Association
欧州不織布工業会

PDA
Parenteral Drug Association
PDA製薬学会

EDMA
European Diagnostic Manufacturers Association
欧州診断機器製造者協会

SAC
Standardization Administration of the People’s Republic of China
中国国家標準化管理委員会

EN
European Norm
欧州規格

SAL
Sterility Assurance Level
無菌性保証レベル

FDA
Food and Drug Administration
米国食品医薬品局

SBA
Sterile Barrier Association
(formerly ESPA, European Sterilization Packaging Association)
滅菌バリア協会 (前ESPA 欧州滅菌包装協会)

FICCI
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
インド商工会議所連合会
HPRC
Healthcare Plastics Recycling Council
医療プラスチック・リサイクル推進協議会
IoPP
Institute of Packaging Professionals
米国包装管理士会
ISO
International Organization for Standardization
国際標準化機構
ISTA
International Safe Transit Association
国際安全輸送協会

SEM
Scanning Electron Micrograph
走査電子顕微鏡写真
SPM
Sterile Packaging Manufacturer
医療用包装製造会社
TAG
Technical Architecture Group
技術諮問グループ
TAPPI
Technical Association of the Pulp and Paper Industry
アメリカ紙・パルプ技術協会
USP United States Pharmacopeia
米国薬局方
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