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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

造業者が包材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 ISO 11607-1: 2019 の『最終段階

で滅菌される医療機器の包装―第 1 部：材

料、無菌バリアシステム及び包装システム

に関する要求事項』および ISO 11607-

2:2019 の『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。こ

の ISO 11607-1/2: 2019 の最新版は ISO/TC 

198 によって 2019 年 2 月に発行されまし

た。 

医療用滅菌包材タイベック®の製造業者として、

デュポン社は、ISO 11607-1 および EN ISO 

11607-1 の材料に関する要求事項に    

デュポン™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

用包装製造業者が、同規格の包装設計プロ

セスとバリデーションの要求事項に取り組

むことができます。 

本文書は、2015 年以降、新たな生産ライン

で製造されたデュポン™タイベック�2FS™

に適用されます。簡略化のために、   

デュポン™タイベック®2FS™を       

タイベック®2FS™とも呼びます。 

ウェブサイト DuPont™ Tyvek® medical & 

pharmaceutical packaging には膨大な量の

データが公開されており、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。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。 

本文書では、以下の弊社ウェブサイトに公

開されたデータが参照されています： 

medicalpackaging.dupont.com 

DuPont™ Tyvek® Medical & 

Pharmaceutical Protection Document 

Library 

Technical Reference Guide 

デュポン™移行 タイベック®1073B、   

移行 タイベック®1059B および      

タイベック®2FS™テクニカルリファレンスガ

イド（Technical Reference Guide）の最新

版は、2017 年 10 月に発行されました。 

デュポン™タイベック®2FS™適合文書の旧版

からの主な変更は以下の通りです： 

1. 4.2 項：医療機器に対するリスクマネジ

メントの考慮に関する情報を含めた； 

2. 5.1 項：デュポン™タイベック®の環境配

慮を含めた； 

3. セクション 6：包装システムの設計の考

慮に関する情報を含めた； 

https://www.dupont.com/packaging-materials-and-solutions/tyvek-sterile-packaging.html
https://www.dupont.com/packaging-materials-and-solutions/tyvek-sterile-packaging.html
http://www.medicalpackaging.dupont.com/
http://protectiontechnologies.dupont.com/tyvek-medical-pharmaceutical-protection-document-library
http://protectiontechnologies.dupont.com/tyvek-medical-pharmaceutical-protection-document-library
http://protectiontechnologies.dupont.com/tyvek-medical-pharmaceutical-protection-document-library
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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4. セクション 7：「無菌提供のためのユー

ザビリティ評価」に関するサポート情

報を追加した； 

5. 8.3 項：安定性試験に関連したデータ

（加速および実経時エージング試験）

を更新した； 

6. セクション 9：「包装システムのバリデ

ーション及び変更」を追加した。 

デュポン™タイベック®2FS™の特長 

• 優れたバクテリアバリア性  

• 優れた重量比強度 

• 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 

• 輸送および取り扱い時の保護に最適

な突刺抵抗性 

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®2FS™

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®2FS™

をシールした包装で、長さや幅に様々な寸

法があります。また、タイベック®2FS™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。 

タイベック®2FS™は、ノンコート品および接

着剤がコーティングされたコート品の両方

で使用されています。         

ノンコートタイベック®2FS™が使用される場

合は、ボトム材に接着層を設けてボトム材

とタイベック®2FS™との間にシールを形成す

るか、あるいは開封が必要ないシールに使

用されます（溶接シール）。 

タイベック®を医療用包装に使用する前に、

様々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、あるいは抜

き打ち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®2FS™を使用することを可

能にしています。タイベック®2FS™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、ガンマ線滅菌および電子線が通常行

われています。 

 

患者の安全性、包装性能および無菌状態の

維持は、今後も最優先事項であることに変

わりはありませんが、無菌バリアシステム

の設計および素材の選択において、包装の

廃棄への配慮の重要度がますます高まって

きています。タイベック®2FS™の軽量性、
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安定性、耐久性といった性能は、全体的な

包装重量を軽減し、循環経済の原則をサポ

ートする効果的な手段となるかもしれませ

ん。タイベック®2FS™は高密度ポリエチレ

ン（HDPE）製の単一素材構造で出来ていま

す。単一素材による包装設計はリサイクル

性を改善する最善の方法の一つと考えられ

ます。詳しい情報については、医療用プラ

スチックリサイクリング協会（HPRC: 

Healthcare Plastics Recycling Council）の

「リサイクル可能な製品および包装のため

の設計ガイドラインとベストプラクティス

（Design guidance and Best Practices for 

Recyclable Products and Packaging）」を

https://www.hprc.org/にてご覧ください。 

タイベック®2FS™は、ISO 14001にしたがっ

て認証を受けた環境マネジメントポリシー

の元で生産されています。       

タイベック®2FS™のサステイナビリティに

関する詳しいガイダンスについては、

Technical Reference Guideのセクション7

「使用ガイドライン」、DuPont™ Tyvek® 

Sustainability Report、DuPont's 2030 

sustainability goals and DuPont™ Tyvek® 

advancing sustainabilityを参照してくださ

い。 

本文書はタイベック®2FS™の ISO 11607-1 お

よび EN ISO 11607-1 に対する適合性に関する

データおよびガイダンスを提供しています。 

タイベック®2FS™に主に関連があるのはセク

ション 4、5 および 11 です。セクション 6、

7、8 および 9 についてもサポート情報とと

もに説明しています。 

本文書では、ISO 11607-1 および 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。 

米国 FDA の ISO 11607 の認知および欧州

医療機器規則（EU MDR）2017/745 と EN 

ISO 11607 のハーモナイゼーション 

米国 FDA は 2019 年 7 月に ISO 11607-

1:2019 を 2020 年 7 月 26 日までの 1 年間

の移行期間の後 ISO 11607-1:2006 を置き換

えるコンセンサス規格と認知しています。

欧州の標準規格の開発を行う組織である欧

州標準化委員会欧州（CEN）は、2020 年 1

月に EN ISO 版を EN ISO 11607-1: 2020 お

よび EN ISO 11607-2: 2020 として公表しま

した。6 カ月の移行期間の後、2020 年 7 月

31 日（公表日）に旧版は廃止され、EN ISO 

11607-1/2: 2017 が新版に置き換えられま

す。EN ISO 版と ISO 版は欧州版まえがきを

除いて同一の文書です。欧州委員会による

新 EU 標準規格要請の公表後、医療機器規

則（MDR）の要求事項を達成するために、

EN ISO 版に MDR の一般安全性および性能

要求事項との関連を記載した附属書 Z を含

めることを目的にしています。U 官報への

公表をもって、EN ISO 11607-1/2 は MDR

の整合規格(ハーモナイズドスタンダード)

と見なされます。整合規格は、該当する

https://www.hprc.org/
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/corporate/sustainability/sustainability-commitments/ISO14001-2015-LRQA-Certificate.pdf
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/tyvekdesign/design-with-tyvek/tyvek-sustainability.html
https://www.dupont.com/tyvekdesign/design-with-tyvek/tyvek-sustainability.html
https://www.dupont.com/about/sustainability.html
https://www.dupont.com/about/sustainability.html
https://www.dupont.com/tyvek-advancing-sustainability.html
https://www.dupont.com/tyvek-advancing-sustainability.html


6 | P a g e   
 

MDR の一般安全性および性能要求事項に対

する整合性があると正式に見なされます。

EN/TC 102 は 2020 年 1 月、MDR に関する

附属書 Z が ISO 11607-1/2:2019 がさらに修

正されて初めて発行されることができると

明らかになった時点で、附属書を伴わない

EN ISO 版を発行することを決定しました。

CEN/TC 102 の勧告に基づいて、ISO/TC 

198 は 2019 年 12 月、36 カ月の作業期間で

リスク管理をより詳細に記載するための

ISO 11607-1/2 修正プロジェクトを開始す

ることを決議しました。 
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ISO 11607-1: 2019 要求事項 

以下のセクションの番号は ISO 11607-

1:2019 の当該条項の番号に一致していま

す。 

 

4. 一般要求事項 
 

4.1 品質システム 

この文書に記述する活動は、正式な品質シ

ステムの一環として実施されなければなら

ない。 

タイベック®2FS™の製造拠点であるルクセンブ

ルクの工場では、ISO 9001:2015 の認証を取

得しています。 

この施設には品質システムマニュアルがあ

り、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 

9001:2015 の登録を維持するための一環と

して、定期的に同規格の運用に対する内部

および外部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。 

4.2 リスクマネジメント 

この文書に記述する活動は、医療機器に対

するリスクマネジメントを考慮しなければ

ならない。 

リスクマネジメントは ISO 9001:2015 に準

拠すれば、我々の品質管理システムの中に

組み込まれています。リスクマネジメント

は、製品設計から製造・供給までの製品ラ

イフサイクルを通じて適用されます。特定

のリスクマネジメントツールとプロセスが

定められ、継続的に改善されています。 

 4.3 サンプリング 

材料、無菌バリアシステム、又は包装シス

テムの試験に用いる抜取検査法は、評価さ

れる材料、無菌バリアシステム、又は包装

システムに適用しなければならない。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®2FS™のサンプリングお

よび物性試験は、ISO 9001:2015 品質システ

ム認証にしたがった手順で実施されます。 

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、物性試験のため

に施設内のラボに送られます。 

タイベック®2FS™の原反に対する規定の物性試

験は全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、ラボ管理情報システム

（LIMS）を利用して管理されます。全て

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

験結果を最終製品まで遡ってトレースする
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ために必要な全ての情報が含まれていま

す。 

タイベック®2FS™の原反は、最大幅約 3m、

最大径約 900mm で生産されます。この原

反は、顧客の要求に応じた幅にスリットさ

れ、小巻にされます。サンプリングは、原

反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。 

サンプリングプランの詳細は、「統一試験

方法とサンプリングプラン（Aligned test 

methods and sampling plans）」を参照し

てください。 

4.4 試験方法 

4.4.1 包装システムに適した試験の選

択根拠を確立し、記録しなければなら

ない。 

タイベック®2FS™に対して測定された物性

および関連する試験方法は、文書「統一試

験方法とサンプリングプラン（Aligned test 

methods and sampling plans）」に記載さ

れています。 

仕様特性は、タイベック®2FS™の製造工程

において直接管理できます。 

その他の特性に、物理的、機械的およびバ

リア特性が示され、これらの特性は、医療

用包装材料としてタイベック®2FS™が適し

ていることを実証する上で重要です。 

Specification properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™ 

（タイベック®2FS™の仕様特性） 

Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™ 

（タイベック®2FS™のその他の特性） 

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。 

4.4.2 合否判定基準の根拠を確定し、

記録しなければならない。 

仕様特性の合否判定基準は、工程能力、市

場の要求および製品性能履歴に基づいてい

ます。詳細については「統一試験方法とサ

ンプリングプラン（Aligned test methods 

and sampling plans）」をご覧ください。 

4.4.3 この文書への適合を示すために

用いる全ての試験方法は、試験を行う

試験施設が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

要な全てのタイベック®2FS™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

によって測定されています。 

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
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デュポン社では、文書「統一試験方法とサ

ンプリングプラン（Aligned test methods 

and sampling plans）」に記載されている

方法で試験を行っています。 

4.4.4 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： 

 試験方法の繰り返し性の決定。 

 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 9001:2015 品質システム認

証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、ISO 11607-1:2019 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。全ての試験装置は、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

リブレーションされています。 

タイベック®2FS™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。 

4.5 文書化 

4.5.1 この文書の要求事項に適合して

いることの実証を、記録しなければな

らない 

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
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4.5.2 全ての記録は、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®2FS™が ISO 11607-1 に適合し

ていることを示す全ての文書は、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、我々の品質手順によっ

て規定されています。 

 

5. 材料、成形前無菌バリアシステム

及び無菌バリアシステム 
 

タイベック®2FS™は、1998 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。紫外線へのばく露は、避けるか短期間

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。 

5.1 一般要求事項 

5.1.1 材料及び/又は成型前無菌バリア

システムは、最終段階で滅菌される医

療機器の包装システムの目標を達成す

るために選択されなければならない。 

備考 3：サステイナビリティ（持続可

能性）の側面に関するガイダンスは附

属書 D に記載されている。 

患者の安全性、包装性能および無菌状態の

維持は、今後も最優先事項であることに変

わりはありませんが、無菌バリアシステム

の設計および素材の選択において、包装の

廃棄への配慮の重要度がますます高まって

きています。タイベック®2FS™の軽量性、

安定性、耐久性といった性能は、全体的な

包装重量を軽減し、循環経済の原則をサポ

ートする効果的な手段となるかもしれませ

ん。デュポン™タイベック®は高密度ポリエ

チレン（HDPE）製の単一素材構造で出来て

います。単一素材による包装設計はリサイ

クル性を改善する最善の方法の一つと考え

られます。詳しい情報については、医療用

プラスチックリサイクリング協会（HPRC: 

Plastics Recycling Council）の「リサイク

ル可能な製品および包装のための設計ガイ

ドラインとベストプラクティス（Design 

guidance and Best Practices for 

Recyclable Products and Packaging）」を

https://www.hprc.org/にてご覧ください。

タイベック®2FS™は、ISO 14001 にしたがっ

て認証を受けた環境マネジメントポリシー

にしたがって生産されています。    

タイベック®のサステイナビリティに関する

https://www.hprc.org/
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/corporate/sustainability/sustainability-commitments/ISO14001-2015-LRQA-Certificate.pdf
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詳しいガイダンスについては、Technical 

Reference Guide のセクション 7「使用ガ

イドライン（Application guidance）」、

DuPont™ Tyvek® Sustainability Report、

DuPont's 2030 sustainability goals and 

DuPont™ Tyvek® advancing sustainability

を参照してください。 

5.1.2 5.1 に記載した要求事項は全てを

含んだものではない。特性がこの項に

記載されていない材料も、第 7 節及び

第 8 節に示すユーザビリティ及び性能

判定基準を使用して評価してもよい。 

タイベック®2FS™のためのサポート情報は

セクション 7 と 8 を参照してください。 

 

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、該当する場合には記録し

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。 

 

c) 材料及び/又は無菌バリアが仕様を満た

している。 

タイベック®2FS™の製造は、あらかじめ規

定された結果を達成するために管理された

条件下で品質およびリスクマネジメントシ

ステムにしたがって実施されています。本

文書の 4.1 項および 4.2 項もご覧くださ

い。 

タイベック®2FS™は極めて安定した素材

で、通常、製造後、長期間にわたって直接

紫外線にさらされない限り変化しません。 

Technical Reference Guide のセクション 7

「使用ガイドライン（Application 

guidance）」もご覧ください。 

5.1.4 適用可能な場合は、次の事項の

影響を評価して記録しなければならな

い。 

a) 温度範囲 

タイベック®2FS™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 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。  

Technical Reference Guide のセクション 2

「デュポン™タイベック®－特性 

（DuPont™ Tyvek®- Properties）」もご覧

ください。 

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/tyvekdesign/design-with-tyvek/tyvek-sustainability.html
https://www.dupont.com/about/sustainability.html
https://www.dupont.com/tyvek-advancing-sustainability.html
https://www.dupont.com/tyvek-advancing-sustainability.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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b) 圧力範囲 

タイベック®2FS™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。透気性は、圧力に対して織物が示す特

性で、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、包装システムの滅菌プロセス、出荷、

取り扱い、保管までのサイクルに基づい

て、医療機器製造業者によって決定されま

す。 

c) 湿度範囲  

タイベック®2FS™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®2FS™は、湿度に関係なく強度

が保たれます。 

 

d) 必要に応じて、上記事項の最大変化率 

包材として、温度、圧力、および湿度の変

化率が適用されることはありません。これ

らの要素は、タイベック®2FS™が無菌バリ

アシステムに組み込まれた際に考慮されま

す。 

 
e) 直射日光及び紫外線に対する露出 

タイベック®2FS™の物性は、直射日光（紫

外線）へのばく露が長期化することによっ

て低下します。 

f) 清浄度 

タイベック®2FS™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。 
タイベック®2FS™のラフ面とスムース面に

ついての情報は、Technical Reference 

Guide のセクション 7 の「使用ガイドライ

ン（Application guidance）」にある 

「デュポン™タイベック®のラフ面とスムー

ス面の見分ける方法（Determining the 

rough vs. smooth side of DuPont™ 

Tyvek®）」をご覧ください。 

 

g) バイオバーデン 

タイベック®2FS™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®2FS™

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。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 3「生体適合性、フー

ドコンタクト、薬局方およびバイオバーデ

ン（Biocompatibility, food contact, 

pharmacopeia and bioburden）」をご覧

ください。 

 

h) 静電伝導率 

帯電防止処理を施されていない     

タイベック®2FS™は、加工工程で静電気が

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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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、材料面の帯電をコントロールするイオ

ナイザーなどの帯電防止機器を使用し、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、取り扱いを避けてください。 

デュポン™タイベック®のスリッティングに

関しては、Technical Reference Guide の

セクション 7 の「使用ガイドライン

（Application guidance）」をご覧くださ

い。 

 

5.1.5 成型前無菌バリアシステム及び/

又は無菌バリアシステムが ISO 11607-

1:2019 の要求事項に一貫して適合する

ことを確実にするために、全ての材

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

材用途のデュポン™タイベック®にはリサイ

クル材料は使用されていません。その他の

医療用以外のデュポン™タイベック®の用途

では、自社の廃棄物を利用したリサイクル

材料が使われることがあります。 

基本材料の管理は、標準作業手順書にした

がって、材料の仕様、受け入れ、および出

荷のシステムを実行する際の責任を明確に

して、実施されます。出荷されたポリマー

は、仕様書の検査基準を満たしていること

を証明する分析証明とともに受け取りま

す。 

 

5.1.6 次の特性を評価しなければなら

ない。 
a) 微生物バリア 

タイベック®2FS™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： 

Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™ 

（タイベック®2FS™のその他の特性） 

 

b) 生体適合性及び毒物学的属性 

タイベック®2FS™の生体適合性および毒性

学的属性は、Technical Reference Guide

のセクション 3「生体適合性、フードコン

タクト、薬局方およびバイオバーデン

（Biocompatibility, food contact, 

pharmacopeia and bioburden）」に記載

されています。 

 

c) 物理的及び化学的特性 

タイベック®2FS™の物性は、以下のリンク

に記載されています： 

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html


14 | P a g e   
 

Specification properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™ 

（タイベック®2FS™の仕様特性） 

Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™ 

（タイベック®2FS™のその他の特性） 

ATR-FTIR による赤外線分光分析に関する詳

細については、Technical Reference Guide

のセクション 2「デュポン™タイベック®  

－特性（DuPont™ Tyvek®-Properties）」

も参照してください。 

タイベック®2FS™は高密度ポリエチレンか

ら出来ているため、比較的化学的に安定し

ています。 

化学物質耐性に関する詳細は、Technical 

Reference Guide のセクション 2   

「デュポン™タイベック®特性－ 

（DuPont™ Tyvek®-Properties）」を参照

してください。 

 
d) 成形、シール及び組立てプロセスに関

する適合性  

デュポン™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。

タイベック®2FS™は、1998 年に発売されま

した。無菌バリアシステムあるいは成形前

無菌バリアシステムの使用者は、    

タイベック®を使用する際、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、あらかじめ規定さ

れた保存期間が終了するまで、使用者が、

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。 

 
e) 意図された滅菌プロセスに関する適合

性 タイベック®2FS™は、酸化エチレンガ

ス、ガンマ線、電子線など広く使用されて

いる滅菌方法に適合しています。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 4「滅菌適合性」

（Sterilization compatibility）」を参照し

てください。 

 

f) あらゆる滅菌前の保管についての消費期

限上の制約及び滅菌後の保管についての品

質期間上の制約 

タイベック®2FS™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®2FS™は、長期間、直射

日光にさらさないでください。 

加速エージングおよび/または実経時エージ

ング試験結果から、タイベック®2FS™は、

パッケージの物性と無菌性を少なくとも 5

年間以上、保持できることが示されまし

た。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 5「安定性試験

（Stability testing）」を参照してくださ

い。 

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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5.1.7 例えば、ラッピング材料、紙、

プラスチックフィルム、不織布又は再

使用布などの包装材料は、次の一般性

能要求事項を満たさなければならな

い。 

 
a) 材料は、規定の使用条件の下で、性能

及び安全性を損なわず、また、材料が接触

する医療機器が悪影響を受けない範囲で非

侵出性かつ無臭でなければならない。 

タイベック®2FS™の生物学的評価は、ISO 

10993 および米国薬局方（USP）に従った

試験方法を用いて実施し、これらの試験の

要求事項に適合しています。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 3「生体適合性、フー

ドコンタクト、薬局方およびバイオバーデ

ン（Biocompatibility, food contact, 

pharmacopeia and bioburden）」をご覧

ください。 

 

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 

タイベック®2FS™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是正

措置についても標準作業手順書に記載され

ています。 

 

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®2FS™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、異常、その異常の発生

頻度、検出プロセスの詳細な説明および定

義が書かれています。異常は以下の 2 つの

カテゴリーに分けられます： 

• 軽微な異常： 

性能には影響を与えないが排除される

べき異常。このような異常は、記録し

て、異常の修正と防止のための措置を

講じる必要があります。このタイプの

異常では、顧客への出荷はできます。 

 

• 重大な異常：   

性能に影響を与えることから絶対に出

荷していけない異常。このような異常

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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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。 

c) 材料は坪量（目付）が規定の値に一致し

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： 

Specification properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™（タイベック®2FS™の仕様特

性） 

 

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。通常の使用条件で

は、タイベック®2FS™から顕著な量のリン

トが発生することはありません。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 1        

「デュポン™タイベック®は、なぜ無菌バリ

アシステム（SBS）に最適な選択肢なの

か？(Why the DuPont™ Tyvek® the 

preferred choice for sterile barrier 

systems)」をご覧ください。 

 

e) 材料は、引張強さ、厚さのばらつき、

引裂強さ、透気度、破裂強さなどの、あら

かじめ定めた値又は最低限の物理的特性に

適合しなければならない。 

タイベック®2FS™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。これらは、 

Specification properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™  

（タイベック®2FS™の仕様特性）に記載さ

れている公称値を目標として管理されてい

ます。 

引張強度、厚み、引裂強度、透気度、破裂

強度などのその他の特性は工程内では管理

されていません。したがって、「正常な」

工程内の差異により、それらの値に若干の

ばらつきが生じる場合があります。顧客

は、意図されている用途の適正を確認する

ために、顧客自身で試験を実施しなければ

なりません。 

様々な物性の代表的な数値については 

「タイベック®2FS™のその他の特性

（Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™）」を参照してください。 

 

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

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/specification-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
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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®2FS™は、21CFR177.1520、欧

州委員会規則（EU）N° 10/2011 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。 

Technical Reference Guide のセクション 3

「生体適合性、フードコンタクト、薬局方

およびバイオバーデン（Biocompatibility, 

food contact, pharmacopeia and 

bioburden）」（表 3）を参照してくださ

い。 

Regulatory information on DuPont™ 

Tyvek® 2FS™（タイベック®2FS™に関する

規制情報） 

 

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、健康に害を及ぼ

すほどの量の有害物質を含有又は放出して

はならない。 

Technical Reference Guide のセクション 3

「生体適合性、フードコンタクト、薬局方

およびバイオバーデン（Biocompatibility, 

food contact, pharmacopeia and 

bioburden）」をご覧ください。 

Regulatory information on DuPont™ 

Tyvek® 2FS™（タイベック®2FS™に関する

規制情報） 

 

h) 材料は、ISO 11607-1:2019 の附属書 C

に従って評価した時に非透気性の基準を満

たしている場合を除き、所定の合否判定基

準を満たす微生物バリア特性を備えていな

ければならない。 

タイベック®2FS™に適用されるバクテリア

バリア性試験の方法は文書「統一試験方法

とサンプリングプラン（Aligned test 

methods and sampling plans）」に記載さ

れています。タイベック®2FS™のバクテリ

アバリア性については、       

「タイベック®2FS™のその他の特性

（Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™）」に記載されています。 

 

5.1.8 接着剤を塗布した材料は、5.1.1

～5.1.7 に加えて ISO 11607-1: 2019

に記載された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®2FS™は、滅菌包装製造業者に

より販売されています。それらの製品は、

必要とされるシール強度と完全性を確保す

るために、異なる加工条件が要求されてい

ます。医療機器製造業者は、自社が使用す

る製品に行われた加工に対してバリデーシ

ョンを行う必要があります。 

 

5.1.10 例えばコンテナや織物ラップな

どの再使用無菌バリアシステムの場

合、提供された指示に従った処理が、

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-2fs-regulatory-update-030817.pdf?src=
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-2fs-regulatory-update-030817.pdf?src=
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-2fs-regulatory-update-030817.pdf?src=
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-2fs-regulatory-update-030817.pdf?src=
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
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耐用寿命を制限する劣化を引き起こす

かどうかを判定しなければならない。 
タイベック®2FS™は、再使用コンテナの製

造のために設計されたものではありませ

ん。 

 

5.2 微生物バリア特性 
 

5.2.1 多孔性材料と明示していない限

り、非透気性を、ISO 11607-1:2019 の

附属書 C に従って測定しなければなら

ない。 
タイベック®2FS™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

証することは、微生物バリア要求事項

を満足する。 
タイベック®2FS™は、非透気性材料ではあ

りません。 

5.2.3 多孔質材料は、微生物に対する

適切な微生物バリア性をもたなければ

ならない。 
タイベック®2FS™に適用されるバクテリア

バリア性試験の方法は文書「統一試験方法

とサンプリングプラン（Aligned test 

methods and sampling plans）」に記載さ

れています。タイベック®2FS™のバクテリ

アバリア性については、       

「タイベック®2FS™のその他の特性

（Miscellaneous properties of DuPont™ 

Tyvek® 2FS™）」に記載されています 

また、Technical Reference Guide のセク

ション 1「デュポン™タイベック®は、なぜ

無菌バリアシステム（SBS）に最適な選択

肢なのか？（Why the DuPont™ Tyvek® the 

preferred choice for sterile barrier 

systems）」もご覧ください。 

 

5.3 滅菌プロセスとの適合性 
 

5.3.1 材料、成形前無菌バリアシステ

ム及び無菌バリアシステムは、あらか

じめ定めた滅菌プロセス、サイクルパ

ラメータ及びプロセス限界値での使用

に適していることを実証しなければな

らない。 

 

5.3.3 あらかじめ定めた全ての滅菌プ

ロセスへのばく（曝）露後、材料性能

があらかじめ定めた範囲内にあること

を評価しなければならない。 

タイベック®2FS™は、酸化エチレンガス、

ガンマ線、および電子線の滅菌方法に対す

る適合性データがあります。 

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/aligned-test-methods-and-sampling-plans.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/miscellaneous-properties-tyvek-2fs.pdf
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Technical Reference Guide のセクション 4

「滅菌適合性（Sterilization 

compatibility）」を参照してください。 

 

5.4 ラベル表示システム 

ラベル表示システムは、次のとおりでなけ

ればならない。 

a) 使用時点まで固定され、無疵で、容易

に判読できる状態でなければならない。 

b) 規定される滅菌プロセス及びサイクル

パラメータ中及び以降、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) 医療機器に移行す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。 

 

デュポン™タイベック®の製造工程で作成さ

れた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、全ての製造工程にお

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。このラベルに

は、基本識別子としてパッケージ番号（バ

ーコード）が使われ、製品を特定し、製造

現場で製品加工の追跡を行うのに十分な情

報が提供されます。このラベルは、加工工

程の直前に外されるため、       

デュポン™タイベック®に使用されているイ

ンクの反応および材料については上記は適

用されません。 

インク製造業者は、医療用滅菌包材用途の

デュポン™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。 

Technical Reference Guide のセクション 7

の印刷ガイドラインを参照してください。 

5.5 材料及び成形前無菌バリアシス

テムの保管及び輸送 

材料及び成形前無菌バリアシステムは、性

能特性が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。 

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®2FS™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。長期間、紫外線に直接ばく露させ

ない点を除いて、タイベック®2FS™の輸送

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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および保管に関する制約事項はありませ

ん。 

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、包装材料製造業者として、

この項目は直接適用されません。しかしな

がら、デュポン社では、タイベック®2FS™

を含むデュポン™タイベック®の全ての品番

の典型的な包装アプリケーションに対して

様々な試験を実施しています。包装システ

ムの設計及び開発の検討において鍵となる

のは、適切な包装材料の選択です。   

タイベッック®2FS™の特性に関する情報

は、本文書のセクション 5 を参照してくだ

さい。 

詳細については、Technical Reference 

Guide をご覧ください。 

 

7. 無菌提供のユーザビリティ評価 

 

本セクションは包装材料には適用されません

が、医療機器製造業者が設計した最終パッケ

ージには適用されます。 

クリーンピール性を可能にする     

タイベック®2FS™のヒートシールのガイダ

ンスについては Technical Reference 

Guide のセクション 7 をご覧ください。 

 

8. 包装システムの性能及び安定性  
 

8.1 一般 

無菌バリアシステム完全性試験（無菌性を

維持する無菌バリアシステムの能力の確立

のために用いられる）を、滅菌したサンプ

ルの包装システム性能試験及び安定性試験

後に実施しなければならない。 

無菌バリアシステムの完全性試験は材料の

完全性並びにシール及びクロージャーの完

全性の試験を別々に実施することが容認さ

れている。 

セクション 8 は、必要な保護的包装と無菌

バリアシステムで構成される包装システム

に適用されます。           

デュポン社では、タイベック®2FS™を含む        

デュポン™タイベック®の全ての品番の典型

的な包装アプリケーションに対して様々な

試験を行っています。 

 

バクテリアバリア性、包装/シールの完全性

および包装性能評価の詳細については、

Technical Reference Guide および

DuPont™ Tyvek® Medical & 

Pharmaceutical Protection Document 

Library にある全ての白書、「医療用包装試

https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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験―様々な材料で出来た包装の性能試験に

よる失敗リスクの軽減（Medical 

Packaging Study- Reducing the Risk of 

Failure through Performance Testing of 

Packaging Made from Various 

Materials）」および「医療用包装試験―

様々な材料のバクテリアバリア性に与える

滅菌および輸送試験の影響（Medical 

Packaging Study- The Impact of 

Sterilization and Transportation Testing 

on the Microbial Barrier of different 

Materials）」をご覧ください。  

8.2 包装システム性能試験 

8.2.1 包装システムは、取り扱い、配

送及び保管に関連する危険全体を通し

て、全ての無菌バリアシステム及び滅

菌内容物に対して適切な保護を提供し

なければならない。 

タイベック®2FS™は、高密度ポリエチレン

長繊維で出来ているため、湿度、温度およ

び気圧の影響を受けません。 

Technical Reference Guideのセクション6

「パッケージシステムの性能テスト

(Package system performance testing)」

を参照してください。 

8.3 安定性試験 

デュポン社では、タイベック®2FS™を含む

デュポン™タイベック®に関する様々な安定

性試験を実施しています。 

タイベック®2FS™を含む        

デュポン™タイベック®対する安定性試験か

らは、材料の引裂強度、伸長および穿刺強

度に対する滅菌および 5 年間加速エージン

グ、1 年間実経時エージングの影響が示さ

れています。 

詳細については、Technical Reference 

Guide のセクション 5「安定性試験

（Stability testing）」をご覧ください。 

 

9. 包装システムのバリデーション及

び変更 

 

ISO 11607-1:2019 では、元のバリデーショ

ンおよび、無菌バリアシステムの完全性に

影響を与える可能性がある設計、内容物、

包装材料および構成に対する変更があった

場合の包装システムの再バリデーションの

必要性を強調するために本セクションが加

えられました。再バリデーションをどの程

度行うかについては、状況および入手可能

な情報に基づいて決定されなければなりま

せん。 

一般的な再バリデーションに関する詳細な

情報については、Journal of Validation 

Technology 誌の論文 Wagner and Schollar 

https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-pharmaceutical-packaging-sealing-study-white-paper-october-2018.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-pharmaceutical-packaging-sealing-study-white-paper-october-2018.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-pharmaceutical-packaging-sealing-study-white-paper-october-2018.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-pharmaceutical-packaging-sealing-study-white-paper-october-2018.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-pharmaceutical-packaging-sealing-study-white-paper-october-2018.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-device-package-testing-case-study-part2-english.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-device-package-testing-case-study-part2-english.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-device-package-testing-case-study-part2-english.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-device-package-testing-case-study-part2-english.pdf
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/safety/public/documents/en/tyvek-medical-device-package-testing-case-study-part2-english.pdf
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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"Sterile Barrier Systems:Managing 

changes and Revalidations/IVT"を参照し

てください。 

 

10. 無菌提供直前の検査 

本セクションは、最終的な無菌バリアシス

テムに適用できます。 

 

11. 情報提供 

ヘルスケア市場で販売されている材料、成

形前無菌バリアシステムまたは無菌バリア

システムとともに、次の情報を提供しなけ

ればなりませんが、これらに限定されるこ

とはありません： 

―製造業者またはその正式な登録業者の名

称または商号並びに所在地； 

―タイプ、サイズまたは等級； 

―バッチ番号また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と加工方法； 

―該当する場合は、使用期限； 

―該当する場合は、具体的な保管状況； 

―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）； 

―材料および/また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； 

―再使用材料および/または成形前無菌バリ

アシステムの場合、メンテナンスの頻度お

よび種類、洗浄および/またはクリーニン

グ、滅菌、損傷または消耗に関する検査を

含む取扱い説明書； 

―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。 

セクション 11 の最初の 3 項目は、製造さ

れたタイベック®2FS™の全てのロールに含

まれています。その他の情報は本文書内ま

たは Technical Reference Guide にありま

す。

https://www.ivtnetwork.com/article/sterile-barrier-systems-managing-changes-and-revalidations
https://www.ivtnetwork.com/article/sterile-barrier-systems-managing-changes-and-revalidations
https://www.dupont.com/knowledge/transition-tyvek-technical-reference-guide-metric-english.html
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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。 
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