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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第
１シートであって、第２の主面に一時接着剤が提供されている第１シート、
（ｂ）第１の主面および第２の主面および複数の取り去り可能部分を有する第２シートで
あって、第１シートの第２の主面に付着した第２シートの第１の主面、永久接着剤を備え
る第２シートの第２の主面を有する第２シート、
（ｃ）薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部をそれぞれ有する複数の薬剤収
容室を有するブリスター包装、
（ｄ）第１の主面および第２の主面を有する薬剤収納シートであって、ブリスター包装に
付着している収納シートの第２の主面、および第２シートの第２の主面上の永久接着剤に
付着している収納シートの第１の主面を有する薬剤収納シートとを含み、
（ｅ）第１シートの取り去り可能部分が薬剤収容室の開放上端部に対応し、第１シートの
第２の主面上の一時接着剤が第１シートを第２シートの第１の主面に接着させるのに十分
な接着強さを有し、第１シートが付着している第２シートの選択的に取り去り可能な部分
を取り除くことなく、第１シートの選択的に取り去り可能な部分を第２シートから取り除
くことを可能とする接着強さを有する、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーな
ブリスターカード。
【請求項２】
第１シートが紙である請求項１記載のブリスターカード。
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【請求項３】
第１シートが合成物質である請求項１記載のブリスターカード。
【請求項４】
第２シートが合成物質である請求項１記載のブリスターカード。
【請求項５】
第１シートの取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための除去容易化ノッチをさ
らに含む請求項１のブリスターカード。
【請求項６】
薬剤収納シートが透明である請求項１記載のブリスターカード。
【請求項７】
各々の取り去り可能部分に付着したタブをさらに含む請求項１記載のブリスターカード。
【請求項８】
取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための手段をさらに含む請求項７記載のブ
リスターカード。
【請求項９】
スリットおよびミシン目からなる群から手段が選択される請求項７記載のブリスターカー
ド。
【請求項１０】
（ａ）第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第
１シートであって、第２の主面に一時接着剤が提供されている第１シート、
（ｂ）第１の主面および第２の主面および複数の開口を有する第２シートであって、第１
シートの第２の主面に付着した第２シートの第１の主面、永久接着剤を備える第２シート
の第２の主面を有する第２シート、
（ｃ）薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部をそれぞれ有する複数の薬剤収
容室を有するブリスター包装、
（ｄ）第１の主面および第２の主面を有する薬剤収納シートであって、ブリスター包装に
付着している収納シートの第２の主面、および第２シートの第２の主面上の永久接着剤に
付着している収納シートの第１の主面を有する薬剤収納シートとを含み、
（ｅ）第１シートの取り去り可能部分が薬剤収容室の開放上端部に対応し、また第２のシ
ートの開口にも対応し、第１シートの第２の主面上の一時接着剤が第１シートを第２シー
トの第１の主面に接着させ、第１のシートを薬剤収納シートの第１の主面に接着させるの
に十分な接着強さを有し、第１シートが付着している薬剤収容室の開放上端部を覆う薬剤
収納シート部分を取り除くことなく、第１シートの選択的に取り去り可能な部分を取り除
くことを可能とする接着強さを有する、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーな
ブリスターカード。
【請求項１１】
第１シートが紙である請求項１０記載のブリスターカード。
【請求項１２】
第１シートが合成物質である請求項１０記載のブリスターカード。
【請求項１３】
第２シートが合成物質である請求項１０記載のブリスターカード。
【請求項１４】
第１シートの取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための除去容易化ノッチをさ
らに含む請求項１０記載のブリスターカード。
【請求項１５】
薬剤収納シートが透明である請求項１０記載のブリスターカード。
【請求項１６】
各々の取り去り可能部分に付着したタブをさらに含む請求項１０記載のブリスターカード
。
【請求項１７】
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取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための手段をさらに含む請求項１６記載の
ブリスターカード。
【請求項１８】
スリットおよびミシン目からなる群から手段が選択される請求項１６記載のブリスターカ
ード。
【請求項１９】
（ａ）第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第
１シートであって、第２の主面に一時接着剤が提供されている第１シート、
（ｂ）第１の主面および第２の主面および複数の取り去り可能部分を有する第２シートで
あって、第１シートの第２の主面に付着した第２シートの第１の主面、永久接着剤を備え
る第２シートの第２の主面を有する第２シート、
（ｃ）薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部をそれぞれ有する複数の薬剤収
容室を有するブリスター包装、
（ｄ）第１の主面および第２の主面を有する薬剤収納シートであって、ブリスター包装に
付着している収納シートの第２の主面、および第２シートの第２の主面上の永久接着剤に
付着している収納シートの第１の主面を有する薬剤収納シート、
（ｅ）第１のシートと第２のシートとの間に配置されたフィルム材料であって、該フィル
ム材料は第１の主面と第２の主面とを有し、第２の主面は一時接着剤を有し、該フィルム
材料の第１の主面は第１のシートの第２の主面に付着し、該フィルム材料の第２の主面は
第２のシートの第１の主面に付着しているものを含み、
（ｆ）第１シートの取り去り可能部分が薬剤収容室の開放上端部に対応し、フィルム材料
の第２の主面上の一時接着剤が第１シートを第２シートの第１の主面に接着させるのに十
分な接着強さを有し、フィルム材料により第１シートが付着している第２シートの選択的
に取り去り可能な部分を取り除くことなく、第１シートの選択的に取り去り可能な部分を
第２シートから取り除くことを可能とする接着強さを有する、チャイルドレジスタンスで
シニアフレンドリーなブリスターカード。
【請求項２０】
第１シートが紙である請求項１９記載のブリスターカード。
【請求項２１】
第１シートが合成物質である請求項１９記載のブリスターカード。
【請求項２２】
第２シートが合成物質である請求項１９記載のブリスターカード。
【請求項２３】
第１シートの取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための除去容易化ノッチをさ
らに含む請求項１９記載のブリスターカード。
【請求項２４】
薬剤収納シートが透明である請求項１９記載のブリスターカード。
【請求項２５】
各々の取り去り可能部分に付着したタブをさらに含む請求項１９記載のブリスターカード
。
【請求項２６】
取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための手段をさらに含む請求項２５記載の
ブリスターカード。
【請求項２７】
スリットおよびミシン目からなる群から手段が選択される請求項２５記載のブリスターカ
ード。
【請求項２８】
（ａ）第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第
１シートであって、第２の主面に一時接着剤が提供されている第１シート、
（ｂ）第１の主面および第２の主面および複数の開口を有する第２シートであって、第１
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シートの第２の主面に付着した第２シートの第１の主面、永久接着剤を備える第２シート
の第２の主面を有する第２シート、
（ｃ）薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部をそれぞれ有する複数の薬剤収
容室を有するブリスター包装、
（ｄ）第１の主面および第２の主面を有する薬剤収納シートであって、ブリスター包装に
付着している収納シートの第２の主面、および第２シートの第２の主面上の永久接着剤に
付着している収納シートの第１の主面を有する薬剤収納シート、
（ｅ）第１のシートと第２のシートとの間に配置されたフィルム材料であって、該フィル
ム材料は第１の主面と第２の主面とを有し、第２の主面は一時接着剤を有し、該フィルム
材料の第１の主面は第１のシートの第２の主面に付着し、該フィルム材料の第２の主面の
一部は第２のシートの第１の主面部分に付着し、フィルム材料の第２の主面の一部は薬剤
収納シートの第１の主面部分に付着しているものを含み、
（ｆ）第１シートの取り去り可能部分が薬剤収容室の開放上端部に対応し、また第２のシ
ートの開口にも対応し、フィルム材料の第２の主面上の一時接着剤が第１シートを第２シ
ートの第１の主面に接着させ、第１のシートを薬剤収納シートの第１の主面に接着させる
のに十分な接着強さを有し、第１シートが付着している薬剤収容室の開放上端部を覆う薬
剤収納シート部分を取り除くことなく、第１シートの選択的に取り去り可能な部分を取り
除くことを可能とする接着強さを有する、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリー
なブリスターカード。
【請求項２９】
第１シートが紙である請求項２８記載のブリスターカード。
【請求項３０】
第１シートが合成物質である請求項２８記載のブリスターカード。
【請求項３１】
第２シートが合成物質である請求項２８記載のブリスターカード。
【請求項３２】
第１シートの取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための除去容易化ノッチをさ
らに含む請求項２８記載のブリスターカード。
【請求項３３】
薬剤収納シートが透明である請求項２８記載のブリスターカード。
【請求項３４】
各々の取り去り可能部分に付着したタブをさらに含む請求項２８記載のブリスターカード
。
【請求項３５】
取り去り可能部分の選択的な除去を容易にするための手段をさらに含む請求項３４記載の
ブリスターカード。
【請求項３６】
スリットおよびミシン目からなる群から手段が選択される請求項３４記載のブリスターカ
ード。
【請求項３７】
（ａ）第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第
１シートであって、第２の主面に永久接着剤が提供されている第１シート、
（ｂ）第１の主面および第２の主面および複数の取り去り可能部分を有する第２シートで
あって、第１シートの第２の主面に付着した第２シートの第１の主面、一時接着剤を備え
る第２シートの第２の主面を有する第２シート、
（ｃ）薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部をそれぞれ有する複数の薬剤収
容室を有するブリスター包装、
（ｄ）第１の主面および第２の主面を有する薬剤収納シートであって、ブリスター包装に
付着している収納シートの第２の主面、および第２シートの第２の主面上の一時接着剤に
付着している収納シートの第１の主面を有する薬剤収納シートとを含み、
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（ｅ）第１シートの取り去り可能部分が薬剤収容室の開放上端部に対応し、第２シートの
第２の主面上の一時接着剤が第２シートを薬剤収納室シートの第１の主面に接着させるの
に十分な接着強さを有し、薬剤収納室シートから第１のシートと第２のシートの選択的に
除去可能な部分を除去することを可能とする接着強さを有する、チャイルドレジスタンス
でシニアフレンドリーなブリスターカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブリスターカードのためのラベル用紙および、より詳細には、チャイルドレ
ジスタンスでシニアフレンドリーなブリスターカードのためのラベル用紙に関する。
【０００２】
　従来のブリスターカードは、ブリスターカードの薬剤収容室中または「ブリスター」中
での薬剤の保持のため、紙またはフォイルなどの保持ラベルを利用している場合が多い。
使用者は薬剤を使用する際、保持ラベルを通して薬剤を押し出す。この従来のブリスター
カード包装の１つの欠点は、小児が包装に悪戯し、薬剤を取り出してしまう場合があるこ
とである。小児が従来のブリスターカードに悪戯しないようにする１つのアプローチとし
て、シートを通して薬剤を押し出すためにさらに多くの力が必要となるよう、ラベルの厚
みを増すことが挙げられる。別のアプローチとして、シートを穴の開きにくいものとする
よう、シートの作成に利用する物質の組成を変更することが挙げられる。さらに別のアプ
ローチとして、小児にとって保持シートを通して薬剤を押し出すことがより困難となるよ
う、複数のシートを利用することが挙げられる。これらすべてのアプローチの主要な欠点
の１つは、シニアフレンドリーでないということである。すなわち、小児がブリスターカ
ードに悪戯しにくくなるほど、高齢者または虚弱者が薬剤を必要とする際にそれを取り出
すことが困難となるのである。これは、関節炎患者または片方の手しか使用できない患者
にとって特に重要である。
【０００３】
　したがって、小児が悪戯しにくいものであって、高齢者が薬剤を必要とする際にブリス
ターカードから薬剤を取り出すことが容易なブリスターカードが必要である。
【０００４】
　本発明の例示的な実施態様によれば、本発明の目的は、第１の主面および第２の主面お
よび複数の選択的に取り去り可能な部分を有する第１シートを含む、チャイルドレジスタ
ンスでシニアフレンドリーなブリスターカードを提供することである。
【０００５】
　第２の主面は一時接着剤（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ａｄｈｅｓｉｖｅ）を備え、第２シー
トは第１の主面（ｍａｊｏｒ　ｓｕｒｆａｃｅ）および第２の主面および複数の取り去り
可能部分を有する。第２シートの第１の主面は、第１シートの第２の主面に付着している
。第２シートの第２の主面は永久接着剤を備える。ブリスター包装は、複数の薬剤収容室
を有し、複数の収容室はそれぞれ薬剤を受容するための閉鎖下端部および開放上端部を有
する。薬剤収納シートは第１の主面および第２の主面を有し、収納シートの第２の主面は
ブリスター包装に付着している。収納シートの第１の主面は、第２シートの第２の主面上
の永久接着剤（ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ａｄｈｅｓｉｖｅ）に付着している。第１シートの
取り去り可能部分は、薬剤収容室の開放上端部と対応する。第１シートの第２の主面上の
一時接着剤は、第１シートを第２シートの第１の主面に付着させるのに十分な接着強さを
有し、第１シートが付着している第２シートの選択的に取り去り可能な部分を取り除くこ
となく、第１シートの選択的に取り去り可能な部分を第２シートから取り除くことを可能
とする接着強さを有する。
【０００６】
　本発明の別の目的は、第１の主面および第２の主面および複数の選択的に取り去り可能
な部分を有する第１シートを含む、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーなブリ
スターカードを含む、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーなブリスターカード



(6) JP 4268054 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

を提供することである。第２の主面は、一時接着剤を備える。第２シートは、第１の主面
および第２の主面を有し、複数の開口部を備えており、第２シートの第１の主面は、第１
シートの第２の主面に付着し、第２シートの第２の主面には永久接着剤が提供される。ブ
リスター包装は、複数の薬剤収容室を有し、複数の収容室はそれぞれ薬剤を受容するため
の閉鎖下端部および開放上端部を有する。薬剤収納シートは、第１の主面および第２の主
面を有する。収納シートの第２の主面はブリスター包装に付着し、収納シートの第１の主
面は第２シートの第２の主面上の永久接着剤に付着している。第１シートの取り去り可能
部分は、薬剤収容室の開放上端部と対応し、第２シート中の開口部とも対応する。第１シ
ートの第２の主面上の一時接着剤は、第１シートを第２シートの第１の主面に接着させ、
および第１シートを薬剤収納シートの第１の主面に接着させるのに十分な接着強さを有し
、第１シートが付着している薬剤収容室の開放上端部を覆う薬剤収納シート部分を取り除
くことなく、第１シート中の選択的に取り去り可能な部分を取り除くことを可能とする接
着強さを有する。
【０００７】
図１は薬剤を含む従来のブリスターカードを示す図、
図２は図１で示した薬剤が取り出されていることを示す図、
図３は発明に従って構成されたラベル用紙の分解図、
図４は発明に従って構成された第１シートの主面を示す図、
図５は発明に従って構成された第２シートの主面を示す図、
図６は図４の第１シート上に重ね合わせた図５の第２シートを示す図、
図７は図３で示した分解図のラベル用紙の組み立てられた構成を示す図、
図８は発明に従って構成された第１シートの第１の主面を示す図、
図９は発明に従って構成されたラベル用紙およびブリスターカードを示す図、
図１０は取り去り可能部分を取り除く際の図９のラベル用紙を示す図、
図１１は図１０で示した薬剤がどのように取り出されるかを示す図、
図１２は発明の別の実施態様の上面図、
図１３はブリスターカードに適用された図１２で示した発明の側面図、
図１４は出願人の発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスなブリスターカードの
別の実施態様の分解図、
図１５は組み立てられた後の図１４の構成要素を示す図、
図１６は図１５のブリスターカードから取り出されている薬剤を示す図、
図１７は出願人の発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスなブリスターカードの
別の実施態様の分解図、
図１８は組み立てられた後の図１７の構成要素を示す図、
図１９は図１８のブリスターカードから取り出されている薬剤を示す図、
図２０は図１４で示した発明の別の実施態様を示す図、
図２１は図１７で示した発明の別の実施態様を示す図、
【０００８】
　図１は、従来のブリスターカード１の側面図である。ブリスター包装１は、薬剤５を入
れ、収容するための閉鎖下端部３および開放上端部４を有する、複数の薬剤収容室または
ポケット２を備える。薬剤保持シート６は、永久的にブリスター包装１に付着し、薬剤５
が必要とされるまで薬剤収容室中に保持されるよう、薬剤収容室２の開放上端部４を覆う
。使用者が薬剤５の取り出しを望む際は、保持シート６を切断し、または穴を開け、薬剤
５を取り出す。これは、図２で示すように、単に親指またはその他の指を使って薬剤収容
室２の閉鎖下端部３に圧力を加え、保持シート６を通して薬剤５を押し出すことによって
達成される。保持シート６の厚みと保持シート６を作成するために利用する物質とは、保
持シートに穴を開けるために必要な圧力または力の程度を変化させるために変更してもよ
い。
【０００９】
　図３は、発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーなブリ
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スターカードのためのラベル用紙７の分解図であって、第１シート８、第２シート９およ
び担持シート１０を示す図である。
【００１０】
　第１シート８は、第１の主面１１および第２の主面１２を有する。第１シート８は、好
ましくは、紙または合成物質で作られる。永久接着剤１３は、第１シート８の第２の主面
１２に付着している。図４は、第１シート８の第２の主面１２の図であって、第１領域Ａ

１を画定する第１長さＬ１と第１幅Ｗ１とを第１シート８が有することを示す図である。
図８は、第１シート８の第１の主面１１を示し、選択的に取り去り可能である取り去り可
能部分１４を第１シート８が複数備えることを示す図である。取り去り可能部分１４の選
択的な除去を容易にするために促進ノッチ１５を備えてもよい。また、取り去り可能部分
１４のそれぞれの除去を容易にするためにミシン目、切れ目または筋１６を第１シート８
に備えてもよい。
【００１１】
　図３で示すように、第２シート９は第１の主面１７および第２の主面１８を有する。第
２シート９は、好ましくは、合成物質で作られる。取り去り可能なまたは一時接着剤１９
は、第２シート９の第２の主面１８に塗布されている。図５は、第２シート９の第２の主
面１８の図であって、Ａ１より小さい第２領域Ａ２を画定する第２長さＬ２と第２幅Ｗ２

とを第２シート９が有することを示す図である。
【００１２】
　図３で示すように、担持シート１０は第１の主面２０および第２の主面２１を有する。
担持シート１０の第１の主面２０は、非粘着性表面２２を備える。好適な実施態様では、
非粘着性被覆はシリコーンである。
【００１３】
　図７は、図３のラベルセットの組み立てられた構成を示す図である。組み立て時、第２
シート９の第１の主面１７は、第１シート８の第２の面１２上の永久接着剤１３に付着し
ている。第２シート９の第２の主面１８上に配置された取り去り可能な接着剤１９は、担
持シート１０の第１の主面２０上に配置された非粘着性面２２に付着している。図６で示
すように、第１シートの第２の主面１２上の永久接着剤１３部分が第２シート９を縁取る
または囲むよう、第２シート９は第１シート８のＡ１内に配置されている。図８で示すよ
うに、第１シート８の取り去り可能部分１４は、第２シートのＬ２およびＷ２によって画
定される第２領域Ａ２内に配置されている。
【００１４】
　使用時、図７で示したラベル用紙は、担持シート１０から取り除かれ、図９で示すよう
にブリスターカード１に適用される。
　図９は、薬剤５を含むブリスターカード１を示す図である。薬剤５は、薬剤保持シート
６によって所定位置に保持される。ラベル用紙は、担持シート１０から取り除かれ、薬剤
保持シート６に付着される。第２シート９を囲む永久接着剤１３部分は、ラベル用紙を薬
剤保持シート６へと永久的に接着させる。第１シート８の取り去り可能部分１４は、ブリ
スター包装の薬剤収容室２と対応する。薬剤保持シート６、第２シート９および第１シー
ト８が協力して、小児が８、９および６の３層を通して薬剤５を押し出そうとすることに
対して大きな抵抗を示すので、ラベル用紙がブリスターカード１に適用されると、ブリス
ターカード１は小児によって悪戯されにくくなる。
【００１５】
　成人は図１０で示すように最初に第１シート８の取り去り可能部分１４を取り除くため
、ブリスターカード１は、小児によって悪戯されにくいにもかかわらず、シニアフレンド
リーでもある。第１シート８の取り去り可能部分１４を取り除くことによって、第１シー
ト８の第２の主面１２上の永久接着剤１３に永久的に接着している第２シート９の部分も
取り除かれる。したがって、図１０で示すように、薬剤５が薬剤収容室２から取り除かれ
ることを妨げるのは薬剤保持シート６のみである。使用者はその後、図１１で示し、前述
したように、薬剤保持シート６を通して薬剤５を押し出す。
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【００１６】
　図１１および１２に示す実施態様では、図３から１１に開示するように、第２シートは
連続シートではない。その代わりに、複数の分離した第２シート９'が、分離した部分ま
たはストリップとして配置されている。これによって、永久接着剤１３の部分１３'は、
第１シート８に付着し、複数の第２シート９'の間に配置され、従って第１シート８の複
数の取り去り可能部分１４の間に配置され、図１２で示すように、ブリスター包装に永久
的に付着している薬剤保持シート６と直接接触し、永久的に接着する。
【００１７】
　複数の第２シート１９'の間に配置された永久接着剤１３'は、各々の取り去り可能なラ
ベル１４を分離する作用を有するため、各々のラベルのタブが引っ張られることによって
一度に１つのラベルだけが取り除かれる。さらに、この実施態様では、各々の取り去り可
能部分１４が、各々の取り去り可能部分１４の選択的な除去を容易にするためのタブ５０
を備える。各々の取り去り可能部分１４は、また、各々の取り去り可能部分１４の選択的
な除去を容易にするため、および不注意で他の取り去り可能部分１４を取り除くことなく
各々の取り去り可能部分１４の選択的な除去を可能とするような、取り去り可能部分１４
を分離するミシン目５１および／またはスリット５２などの手段を備えてもよい。
【００１８】
　図１３は、薬剤５を含むブリスターカード１を示す図である。薬剤５は、薬剤保持シー
ト６によって所定位置に保持される。ラベル用紙は、担持シート１０から取り除かれ、薬
剤保持シート６に付着される。第１シートを囲むまたは縁取る永久接着剤１３部分は、ラ
ベル用紙の縁部を薬剤保持シート６へと永久的に接着させる。第１シート８の取り去り可
能部分１４は、ブリスター包装の薬剤収容室２と対応する。複数の第２シート９'はそれ
ぞれ、第１シート８の取り去り可能部分１４と対応する。薬剤保持シート６、第２シート
９'および第１シート８が協力することで、小児が８、９'および６の３層を通して薬剤５
を押し出そうとすることに対して大きな抵抗を示すので、ラベル用紙がブリスターカード
１に適用されると、ブリスターカード１は小児によって悪戯されにくくなる。成人は図１
０で示すように最初に第１シート８の取り去り可能部分１４を取り除こうとするため、ブ
リスターカード１は、小児によって悪戯されにくいにもかかわらず、シニアフレンドリー
でもある。
【００１９】
　第１シート８の取り去り可能部分１４を取り除くことによって、第１シート８の第２の
主面１２上の永久接着剤１３に永久的に付着している第２シート９'の部分も取り除かれ
る。したがって、図１０で示し、前述したように、薬剤５が薬剤収容室２から取り除かれ
ることを妨げるのは薬剤保持シート６のみである。使用者はその後、図１１で示し、前述
したように、薬剤保持シート６を通して薬剤５を押し出す。
【００２０】
　図１４から１６は、出願人の発明の別の実施態様を示す図である。図１４は、第１の主
面５６および第２の主面５７および複数の選択的に取り去り可能な部分５８を有する第１
シート５５を含む、チャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーなブリスターカードの
分解図である。第２の主面５７は、一時接着剤５９を備える。第２シート６０は、第１の
主面６１および第２の主面６２および複数の取り去り可能部分６３を有する。第２シート
６０の第１の主面６１は、第１シート５５の第２の主面５７に付着している。第２シート
６０の第２の主面６２は、永久接着剤６４を備える。ブリスター包装６５は、複数の薬剤
収容室６６を有し、複数の収容室６６はそれぞれ薬剤６９を受容するための閉鎖下端部６
７および開放上端部６８を有する。薬剤収納シート７０は、第１の主面７１および第２の
主面７２を有する。収納シート７０の第２の主面７２はブリスター包装６５に付着し、収
納シート７０の第１の主面７１は第２シート６０の第２の主面６２上の永久接着剤６４に
付着している。第１シート５５の取り去り可能部分５８は、薬剤収容室６６の開放上端部
６８と対応する。第１シート５５の第２の主面５７上の一時接着剤５９は、第１シート５
５を第２シート６０の第１の主面６１に接着させるのに十分な接着強さを有し、第１シー
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ト５５が付着している第２シート６０の選択的に取り去り可能な部分６３を取り除くこと
なく、第１シート５５の選択的に取り去り可能な部分５８を第２シート６０から取り除く
ことを可能とする接着強さを有する。
【００２１】
　好適な実施態様では、安定性を付与するために第３シート７３を備えてもよい。第３シ
ート７３は、薬剤収容室６６を受容するための寸法および整列の、複数の開口部７４を備
える。第２シート６０および第３シート７３は、図１４で示すような２つの別々のシート
であってもよい。あるいは、第２シート６０および第３シート７３は、クラムシェル様の
構成で蝶番状に結合されてもよい。図１５は、組み立てられた後の図１５の構成要素を示
す図である。図１６は、図１５の組み立てられたブリスターカードから取り出されている
薬剤を示す図である。
【００２２】
　好適な実施態様では、第１シートは紙または合成物質で作られる。第２シートは、好ま
しくは、合成物質である。ブリスターカードは、また、第１シートの取り去り可能部分の
選択的な除去を容易にするための手段を備えてもよい（たとえば各々の取り去り可能部分
に付着したタブなど）。
【００２３】
　好適な実施態様では、手段はスリット、ノッチおよびミシン目からなる群から選択され
る。薬剤収納シートは、透明または不透明であってもよく、好適な実施態様では、金属フ
ォイルで作られる。
【００２４】
　図１７から１９は、発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスでシニアフレンド
リーなブリスターカードのさらに別の実施態様を示す図である。図１７は、分解図であっ
て、第１の主面８１および第２の主面８２および複数の選択的に取り去り可能な部分８３
を有する第１シート８０を示す図である。第２の主面８２は、一時接着剤８４を備える。
第２シート８５は、第１の主面８６および第２の主面８７を有し、複数の開口部８８を備
える。第２シート８５の第１の主面８６は、第１シート８０の第２の主面８２に付着して
いる。第２シート８５の第２の主面８７は、永久接着剤９９を備える。ブリスター包装８
９は、複数の薬剤収容室９０を有し、複数の収容室９０はそれぞれ薬剤９３を受容するた
めの閉鎖下端部９１および開放上端部９２を有する。薬剤収納シート９４は、第１の主面
９５および第２の主面９６を有する。収納シート９４の第２の主面９６はブリスターカー
ド８９に付着し、収納シート９４の第１の主面９５は第２シート８５の第２の主面８７上
の永久接着剤９９に付着している。第１シート８０の取り去り可能部分８３は、薬剤収容
室９０の開放上端部９２と対応し、第２シート８５中の開口部８８とも対応する。第１シ
ート８０の第２の主面８２上の一時接着剤８４は、第１シート８０を第２シート８５の第
１の主面８６に接着させ、第１シート８０を薬剤収納シート９４の第１の主面９５に接着
させるのに十分な接着強さを有し、第１シート８０が付着している薬剤収容室９０の開放
上端部９２を覆う薬剤収納シート９４の部分を取り除くことなく、第１シート８０中の選
択的に取り去り可能な部分８３を取り除くことを可能とする接着強さを有する。好適な実
施態様では、安定性を付与するために第３シート９７を備えてもよい。第３シート９７は
、薬剤収容室９０を受容するための寸法および整列の、複数の開口部９８を備える。第２
シート８５および第３シート９７は、図１７で示すような２つの別々のシートであっても
よい。あるいは、第２シート８５および第３シート９７は、クラムシェル様の構成で蝶番
状に結合されてもよい。図１８は、組み立てられた後の図１７の構成要素を示す図である
。図１９は、図１８の組み立てられたブリスターカードから取り出されている薬剤９３を
示す図である。
【００２５】
　好適な実施態様では、第１シートは紙または合成物質で作られる。第２シートは、好ま
しくは、合成物質である。ブリスターカードは、また、第１シートの取り去り可能部分の
選択的な除去を容易にするための手段を備えてもよい（たとえば各々の取り去り可能部分
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に付着したタブなど）。好適な実施態様では、手段はスリット、ノッチおよびミシン目か
らなる群から選択される。薬剤収納シートは、透明または不透明であってもよく、好適な
実施態様では、金属フォイルで作られる。
【００２６】
　図２０は、図１４で示した実施態様の特に好ましい別の実施態様であって、フィルム材
１００が、好ましくは透明で、第１シート５５および第２シート６０の間に配置されてい
る実施態様を示す図である。フィルム材１００は、好ましくは透明なシートであり、第１
の主面１０１および第２の主面１０２を有する。取り去り可能な接着剤１０３は、フィル
ム材１００の第２の主面１０２に塗布されている。この実施態様では、第１シート５５の
第２の主面５７は、永久接着剤１０４を備える。
【００２７】
　図２０は、第１の主面５６および第２の主面５７および複数の選択的に取り去り可能な
部分５８を有する第１シート５５を含むチャイルドレジスタンスでシニアフレンドリーな
ブリスターカードの分解図である。第２の主面５７は、永久接着剤１０４を備える。第２
シート６０は、第１の主面６１および第２の主面６２および複数の取り去り可能部分６３
を有する。フィルム材１００は、第１シート５５および第２シート６０の間に配置されて
いる。フィルム材１００は、好ましくは透明なシートであり、第１の主面１０１および第
２の主面１０２を有する。取り去り可能な接着剤１０３は、フィルム材１００の第２の主
面１０２に塗布されている。好適な実施態様では、フィルム材１００は第１シート５５の
第２の主面５７の全体を覆わない。特に好ましい実施態様では、フィルム材１００の第１
の主面１０１および第２の主面１０２は、第１シート５５の第２の主面５７の面積より小
さい面積を有し、シート材１００は、第１シート５５の第２の主面５７の縁部の周囲で、
覆われていない永久接着剤１０４の縁部が残される寸法および配置である。これにより、
第１シート５５の一部を第２シート６０の第１の主面６１へと永久的に接着できる。
【００２８】
　第２シート６０の第１の主面６１は、フィルム材１００の第２の主面１０２に付着して
いる。第２シート６０の第２の主面６２は、永久接着剤６４を備える。ブリスター包装６
５は、複数の薬剤収容室６６を有し、複数の収容室６６はそれぞれ薬剤６９を受容するた
めの閉鎖下端部６７および開放上端部６８を有する。薬剤収納シート７０は、第１の主面
７１および第２の主面７２を有する。収納シート７０の第２の主面７２はブリスター包装
６５に付着し、収納シート７０の第１の主面７１は第２シート６０の第２の主面６２上の
永久接着剤６４に付着している。第１シート５５の取り去り可能部分５８は、薬剤収容室
６６の開放上端部６８と対応する。フィルム材１００の第２の主面１０２上の一時または
取り去り可能な接着剤１０３は、第１シート５５を第２シート６０の第１の主面６１に接
着させるのに十分な接着強さを有し、第１シート５５が付着している第２シート６０の選
択的に取り去り可能な部分６３を取り除くことなく、第１シート５５の選択的に取り去り
可能な部分５８を第２シート６０から取り除くことを可能とする接着強さを有する。
【００２９】
　好適な実施態様では、安定性を付与するために第３シート７３を備えてもよい。第３シ
ート７３は、薬剤収容室６６を受容するための寸法および整列の、複数の開口部７４を備
える。第２シート６０および第３シート７３は、図１４で示すような２つの別々のシート
であってもよい。あるいは、第２シート６０および第３シート７３は、クラムシェル様の
構成で蝶番状に結合されてもよい。
【００３０】
　好適な実施態様では、第１シートは紙または合成物質で作られる。第２シートは、好ま
しくは、合成物質である。ブリスターカードは、また、第１シートの取り去り可能部分の
選択的な除去を容易にするための手段を備えてもよい（たとえば各々の取り去り可能部分
に付着したタブなど）。好適な実施態様では、手段はスリット、ノッチおよびミシン目か
らなる群から選択される。薬剤収納シートは、透明または不透明であってもよく、好適な
実施態様では、金属フォイルで作られる。
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【００３１】
　図２１は、図１７で示した実施態様の特に好ましいさらに別の実施態様であって、フィ
ルム材１００が、好ましくは透明で、第１シートおよび第２シートの間に配置されている
実施態様を示す図である。フィルム材１００は、好ましくは透明なシートであり、第１の
主面１０１および第２の主面１０２を有する。取り去り可能な接着剤１０３は、フィルム
材１００の第２の主面１０２に塗布されている。この実施態様では、第１シート８０の第
２の主面８２は、永久接着剤１０５を備える。
【００３２】
　図２１は、分解図であって、第１の主面８１および第２の主面８２および複数の選択的
に取り去り可能な部分８３を有する第１シート８０を示す図である。第２の主面８２は、
永久接着剤１０５を備える。第２シート８５は、第１の主面８６および第２の主面８７を
有し、複数の開口部８８を備える。フィルム材１００は、好ましくは透明で、第１シート
８０および第２シート８５の間に配置されている。フィルム材１００は、好ましくは透明
なシートであり、第１の主面１０１および第２の主面１０２を有する。取り去り可能なま
たは一時接着剤１０３は、フィルム材１００の第２の主面１０２に塗布されている。好適
な実施態様では、フィルム材１００は第１シート８０の第２の主面８２の全体を覆わない
。特に好ましい実施態様では、フィルム材１００の第１の主面１０１および第２の主面１
０２は、第１シート８０の第２の主面８２の面積より小さい面積を有し、シート材１００
は、第１シート８０の第２の主面８２の縁部の周囲で、覆われない永久接着剤１０４の縁
部が残る寸法および配置とされる。これにより、第１シート８０の一部を第２シート８５
の第１の主面８６へと永久的に接着できる。
【００３３】
　第２シート８５の第１の主面８６は、フィルム材１００の第２の主面１０２に付着して
いる。第２シート８５の第１の主面８６は、第１シート８０の第２の主面８２に付着して
いる。第２シート８５の第２の主面８７は、永久接着剤９９を備える。ブリスター包装８
９は、複数の薬剤収容室９０を有し、複数の収容室９０はそれぞれ薬剤９３を受容するた
めの閉鎖下端部９１および開放上端部９２を有する。薬剤収納シート９４は、第１の主面
９５および第２の主面９６を有する。収納シート９４の第２の主面９６はブリスター包装
８９に付着し、収納シート９４の第１の主面９５は第２シート８５の第２の主面８７上の
永久接着剤９９に付着している。第１シート８０の取り去り可能部分８３は、薬剤収容室
９０の開放上端部９２と対応し、第２シート８５中の開口部８８とも対応する。フィルム
材１００の第２の主面１０２上の一時または取り去り可能な接着剤１０３は、第１シート
８０を第２シート８５の第１の主面８６に接着させ、および第１シート８０を薬剤収納シ
ート９４の第１の主面９５に接着させるのに十分な接着強さを有し、第１シート８０が付
着している薬剤収容室９０の開放上端部９２を覆う薬剤収納シート９４の部分を取り除く
ことなく、第１シート８０中の選択的に取り去り可能な部分８３を取り除くことを可能と
する接着強さを有する。好適な実施態様では、安定性を付与するために第３シート９７を
備えてもよい。第３シート９７は、薬剤収容室９０を受容するための寸法および整列の、
複数の開口部９８を備える。第２シート８５および第３シート９７は、２つの別々のシー
トであってもよい、または代替方法として、第２シート８５および第３シート９７は前述
のようにクラムシェル様の構成で蝶番状に結合されてもよい。
【００３４】
　好適な実施態様では、第１シートは紙または合成物質で作られる。第２シートは、好ま
しくは、合成物質である。ブリスターカードは、また、第１シートの取り去り可能部分の
選択的な除去を容易にするための手段を備えてもよい（たとえば各々の取り去り可能部分
に付着したタブなど）。好適な実施態様では、手段はスリット、ノッチおよびミシン目か
らなる群から選択される。薬剤収納シートは、透明または不透明であってもよく、好適な
実施態様では、金属フォイルで作られる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】図１は薬剤を含む従来のブリスターカードを示す図。
【図２】図２は図１で示した薬剤が取り出されていることを示す図。
【図３】図３は発明に従って構成されたラベル用紙の分解図。
【図４】図４は発明に従って構成された第１シートの主面を示す図。
【図５】図５は発明に従って構成された第２シートの主面を示す図。
【図６】図６は図４の第１シート上に重ね合わせた図５の第２シートを示す図。
【図７】図７は図３で示した分解図のラベル用紙の組み立てられた構成を示す図。
【図８】図８は発明に従って構成された第１シートの第１の主面を示す図。
【図９】図９は発明に従って構成されたラベル用紙およびブリスターカードを示す図。
【図１０】図１０は取り去り可能部分を取り除く際の図９のラベル用紙を示す図。
【図１１】図１１は図１０で示した薬剤がどのように取り出されるかを示す図。
【図１２】図１２は発明の別の実施態様の上面図。
【図１３】図１３はブリスターカードに適用された図１２で示した発明の側面図。
【図１４】図１４は出願人の発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスなブリスタ
ーカードの別の実施態様の分解図。
【図１５】図１５は組み立てられた後の図１４の構成要素を示す図。
【図１６】図１６は図１５のブリスターカードから取り出されている薬剤を示す図。
【図１７】図１７は出願人の発明に従って構成されたチャイルドレジスタンスなブリスタ
ーカードの別の実施態様の分解図。
【図１８】図１８は組み立てられた後の図１７の構成要素を示す図。
【図１９】図１９は図１８のブリスターカードから取り出されている薬剤を示す図。
【図２０】図２０は図１４で示した発明の別の実施態様を示す図。
【図２１】図２１は図１７で示した発明の別の実施態様を示す図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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