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(57)【要約】
　本発明によれば、ヒートシール可能なシール層、環状ポリオレフィン層及び最外層を備
え、シール層はポリプロピレンからなり、環状ポリオレフィン層は環状ポリオレフィンポ
リマー又は環状ポリオレフィンコポリマーからなり、最外層はポリプロピレンを含む層か
らなり、さらにプロピレン系重合体とスチレン系エラストマーとのブレンド物からなる樹
脂組成物層を備えている多層フィルム及びプラスチック容器が提供される。本発明のプラ
スチック容器は、液体状医薬の薬剤含有量の低下を抑えることができ、耐衝撃性、充填時
の操作性、容器の成形性や透明性に優れている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒートシール可能なシール層、環状ポリオレフィン層及び最外層を備え、シール層はポリ
プロピレンからなり、環状ポリオレフィン層は環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリ
オレフィンコポリマーからなり、最外層はポリプロピレンを含む層からなり、さらにプロ
ピレン系重合体とスチレン系エラストマーとのブレンド物からなる樹脂組成物層を備える
多層フィルムを、そのシール層が対向するように重ね合わせた状態で、その周縁部をヒー
トシールすることによって成形されたプラスチック容器。
【請求項２】
環状ポリオレフィン層の両側表面に樹脂組成物層又はポリエチレン層を備える請求項１に
記載のプラスチック容器。
【請求項３】
環状ポリオレフィン層の両側表面に１２０℃以上１７０℃以下にのみ融解ピーク温度を有
し、かつ融解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下の樹脂組成物層を備える請求項１又は２に
記載のプラスチック容器。
【請求項４】
環状ポリオレフィン層の環状ポリオレフィンがジシクロペンタジエン又はその誘導体の開
環重合体水素添加物である請求項１～３のいずれかに記載のプラスチック容器。
【請求項５】
環状ポリオレフィン層のガラス転移温度（Ｔｇ）が８０～１２０℃である請求項１～４の
いずれかに記載のプラスチック容器。
【請求項６】
環状ポリオレフィン層のメルトフローレート（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～２０（ｇ
／１０分）である請求項１～５のいずれかに記載のプラスチック容器。
【請求項７】
シール層及び／又は最外層のメルトフローレート（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～４（
ｇ／１０分）である請求項１～６のいずれかに記載のプラスチック容器。
【請求項８】
シール層及び／又は最外層の曲げ弾性率が４００～６００ＭＰａである請求項１～７のい
ずれかに記載のプラスチック容器。
【請求項９】
シール層の最大融解ピーク温度が１２５～１３５℃である請求項１～８のいずれかに記載
のプラスチック容器。
【請求項１０】
シール層の最高融解ピーク温度が１５０～１６０℃である請求項１～９のいずれかに記載
のプラスチック容器。
【請求項１１】
最外層の融解ピーク温度が１６０～１７０℃である請求項１～１０のいずれかに記載のプ
ラスチック容器。
【請求項１２】
プラスチックフィルムの引張弾性率が３００ＭＰａ以下である請求項１～１１のいずれか
に記載のプラスチック容器。
【請求項１３】
１１５℃　３０分以上での滅菌が可能な請求項１～１２のいずれかに記載のプラスチック
容器。
【請求項１４】
１２１℃　１５分以上での滅菌が可能な請求項１～１３のいずれかに記載のプラスチック
容器。
【請求項１５】
下記式（Ｉ）
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【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子、アリール、炭素数１～５のアルキル又は総炭素数３～６のアル
コキシカルボニルアルキルを表し、Ｒ2は、水素原子、アリールオキシ、アリールメルカ
プト、炭素数１～５のアルキル又は炭素数１～３のヒドロキシアルキルを表し、あるいは
、Ｒ1及びＲ2は、共同して炭素数３～５のアルキレンを表し、Ｒ3は水素原子、炭素数１
～５のアルキル、炭素数５～７のシクロアルキル、炭素数１～３のヒドロキシアルキル、
ベンジル、ナフチル又はフェニル、又は炭素数１～５のアルコキシ、炭素数１～３のヒド
ロキシアルキル、総炭素数２～５のアルコキシカルボニル、炭素数１～３のアルキルメル
カプト、炭素数１～４のアルキルアミノ、総炭素数２～８のジアルキルアミノ、ハロゲン
原子、トリフルオロメチル、カルボキシル、シアノ、水酸基、ニトロ、アミノ、及びアセ
トアミドからなる群から選ばれる同一若しくは異なる１～３個の置換基で置換されたフェ
ニルを表す。）
で表されるピラゾロン誘導体若しくはその生理的に許容される塩、又はそれらの水和物若
しくは溶媒和物を有効成分として含有する溶液を充填した請求項１～１４のいずれかに記
載のプラスチック容器。
【請求項１６】
式（Ｉ）で示されるピラゾロン誘導体が３－メチル－１－フェニル－２－ピラゾリン－５
－オンである請求項１５に記載のプラスチック容器。
【請求項１７】
プラスチック容器が輸液バッグの形態である請求項１～１６のいずれかに記載のプラスチ
ック容器。
【請求項１８】
脱酸素剤と共に気体難透過性の容器内に収容されている請求項１～１７のいずれかに記載
のプラスチック容器。
【請求項１９】
ヒートシール可能なシール層、環状ポリオレフィン層及び最外層を備え、シール層はポリ
プロピレンからなり、環状ポリオレフィン層は環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリ
オレフィンコポリマーからなり、最外層はポリプロピレンを含む層からなり、さらにプロ
ピレン系重合体とスチレン系エラストマーとのブレンド物からなる樹脂組成物層を備える
多層フィルム（但し、シール層－接着層－バリア層－接着層－素材層のみで構成される５
層のプラスチックフィルムであって、シール層及び素材層が融点１６５℃のポリプロピレ
ン系エラストマーのみからなり、接着層が三菱化学製モディックのみからなり、バリア層
がガラス転移温度１３６℃の環状ポリオレフィンポリマーのみからなる多層フィルムを除
く）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体状の医薬を収容するのに適したプラスチック容器、及びこの容器に用い
る多層フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある種の薬剤の含量低下の抑制は、環状ポリオレフィンから構成される容器において達
成される。例えば特開平５－２９３１５９号公報（特許文献１）、特開２００３－２４４
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１５号公報（特許文献２）に開示されている。しかしながら、環状ポリオレフィンは、剛
直で脆い性質を有し、また、ヒートシール性に劣ることから、そのものでは実用的なバッ
グを形成することができない問題があり、これを解決するために、例えば特開２００２－
３０１７９６号公報（特許文献３）、特表２００５－５２５９５２号公報（特許文献４）
には、特定のエチレン・α－オレフィン共重合体と環状ポリオレフィンを備える多層フィ
ルム及びそれを用いてなる容器が提案されている。
【０００３】
　また、構成する多層フィルムが剛直で柔軟性が低いと、耐衝撃性が低いことや、充填時
の操作性が悪化する等の問題がある。
　一方、下記式（Ｉ）
【０００４】
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子、アリール、炭素数１～５のアルキル又は総炭素数３～６のアル
コキシカルボニルアルキルを表し、Ｒ2は、水素原子、アリールオキシ、アリールメルカ
プト、炭素数１～５のアルキル又は炭素数１～３のヒドロキシアルキルを表し、あるいは
、Ｒ1及びＲ2は、共同して炭素数３～５のアルキレンを表し、Ｒ3は水素原子、炭素数１
～５のアルキル、炭素数５～７のシクロアルキル、炭素数１～３のヒドロキシアルキル、
ベンジル、ナフチル又はフェニル、又は炭素数１～５のアルコキシ、炭素数１～３のヒド
ロキシアルキル、総炭素数２～５のアルコキシカルボニル、炭素数１～３のアルキルメル
カプト、炭素数１～４のアルキルアミノ、総炭素数２～８のジアルキルアミノ、ハロゲン
原子、トリフルオロメチル、カルボキシル、シアノ、水酸基、ニトロ、アミノ、及びアセ
トアミドからなる群から選ばれる同一若しくは異なる１～３個の置換基で置換されたフェ
ニルを表す。）で表されるピラゾロン誘導体については、医薬の用途として、脳機能正常
化作用（特許文献５：特公平５－３１５２３号公報）、過酸化脂質生成抑制作用（特許文
献６：特公平５－３５１２８号公報、例１の化合物）、抗潰瘍作用（特許文献７：特開平
３－２１５４２５号公報）、及び血糖上昇抑制作用（特許文献８：特開平３－２１５４２
６号公報）等が知られている。
【０００５】
　また、上記式（Ｉ）の化合物は、２００１年６月以来、脳保護剤（一般名「エダラボン
」、商品名「ラジカット」：田辺三菱製薬株式会社製造・販売）として上市されている。
この「エダラボン」は活性酸素に対して高い反応性を有することが報告されている（非特
許文献１及び２）。このようにエダラボンは活性酸素をはじめとする種々のフリーラジカ
ルを消去することで、細胞障害などを防ぐ働きをするフリーラジカルスカベンジャーであ
る。
　ラジカットは現在、ラジカット注３０ｍｇとして、３０ｍｇの３－メチル－１－フェニ
ル－２－ピラゾリン－５－オン（エダラボン）を含む２０ｍｌの溶液をガラスアンプルに
充填した形態で市販されている。また、国際公開パンフレットＷＯ２００７／５５３１２
（特許文献９）には着色が抑えられたエダラボンを含有する水溶液を充填したプラスチッ
ク容器について報告されている。しかしながら、プラスチック容器にエダラボンが付着す
ることによる含有量低下の抑制が可能なプラスチック容器については開示されていない。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－２９３１５９号公報
【特許文献２】特開２００３－２４４１５号公報
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【特許文献３】特開２００２－３０１７９６号公報
【特許文献４】特表２００５－５２５９５２号公報
【特許文献５】特公平５－３１５２３号公報
【特許文献６】特公平５－３５１２８号公報
【特許文献７】特開平３－２１５４２５号公報
【特許文献８】特開平３－２１５４２６号公報
【非特許文献１】Kawai, H., et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 281(2), 921, 1997
【非特許文献２】Wu, TW. et al., 67(19), 2387, 2000
【特許文献９】国際公開パンフレットＷＯ２００７／５５３１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、液体状医薬の薬剤含有量の低下を抑え、耐衝撃性、充填時の操作性、
容器の成形性や透明性に優れたプラスチック容器、及びこの容器に用いる多層フィルムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明に係る多層フィルムは、ヒートシール可能なシール層
、環状ポリオレフィン層及び最外層を備え、シール層はポリプロピレンからなり、環状ポ
リオレフィン層は環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリマーからな
り、最外層はポリプロピレンを含む層からなり、さらにプロピレン系重合体とスチレン系
エラストマーとのブレンド物からなる樹脂組成物層を備えている。但し、シール層－接着
層－バリア層－接着層－素材層のみで構成される５層のプラスチックフィルムであって、
シール層及び素材層が融点１６５℃のポリプロピレン系エラストマーのみからなり、接着
層が三菱化学製モディックのみからなり、バリア層がガラス転移温度１３６℃の環状ポリ
オレフィンポリマーのみからなる多層フィルムは除かれる。
【０００９】
　また、上記課題を解決するための本発明に係るプラスチック容器は、ヒートシール可能
なシール層、環状ポリオレフィン層及び最外層を備え、シール層はポリプロピレンからな
り、環状ポリオレフィン層は環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリ
マーからなり、最外層はポリプロピレンを含む層からなり、さらにプロピレン系重合体と
スチレン系エラストマーとのブレンド物からなる樹脂組成物層を備える多層フィルムを、
そのシール層が対向するように重ね合わせた状態で、その周縁部をヒートシールすること
によって成形されている。本発明ではプラスチックフィルムのシール層が内側表面となる
ように成形されている。すなわち、シール層はこの容器に収容される液体状の医薬と直接
に接触することになる。
【００１０】
　本発明に係るプラスチック容器又は多層フィルムは環状ポリオレフィン層の両側表面に
樹脂組成物層又はポリエチレン層を備えることが好ましい。また、この樹脂組成物層は１
２０℃以上１７０℃以下にのみ融解ピーク温度を有し、かつ融解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ
／ｇ以下である樹脂組成物を用いることが好ましい。
【００１１】
　本発明に係るプラスチック容器又は多層フィルムに用いる環状ポリオレフィン層の環状
ポリオレフィンはジシクロペンタジエン又はその誘導体の開環重合体水素添加物であるこ
とが好ましい。また、環状ポリオレフィンの別の好ましい態様として、ガラス転移温度（
Ｔｇ）が８０～１２０℃である環状ポリオレフィンを挙げることができ、さらに別の好ま
しい態様として、メルトフローレート（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～２０（ｇ／１０
分）である環状ポリオレフィンを挙げることができる。
【００１２】
　本発明に係るプラスチック容器又は多層フィルムに用いるシール層はメルトフローレー
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ト（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～４（ｇ／１０分）であるポリプロピレンを用いるこ
とが好ましい。また、シール層の別の好ましい態様として、曲げ弾性率が４００～６００
ＭＰａを挙げることができる。さらに別の好ましい態様として、最大融解ピーク温度が１
２５～１３５℃であるポリプロピレンを挙げることができ、さらに別の好ましい態様とし
て、最高融解ピーク温度が１５０～１６０℃であるプロピレンを挙げることができる。本
明細書における最大融解ピーク温度及び最高融解ピーク温度について説明する。示差走査
熱量測定(DSC)において、複数の吸熱ピークが観測される場合がある。最大融解ピーク温
度とは最も大きな吸熱ピークが観測された温度のことであり、最高融解ピーク温度とは吸
熱ピークが観測された温度の中で最も高温のピークが観測された温度のことである。
【００１３】
　本発明に係るプラスチック容器又は多層フィルムに用いる最外層はメルトフローレート
（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～４（ｇ／１０分）であるポリプロピレンを用いること
が好ましい。また、最外層の別の好ましい態様として、曲げ弾性率が４００～６００ＭＰ
ａ、さらに別の好ましい態様として、融解ピーク温度が１６０～１７０℃であるポリプロ
ピレンを挙げることができる。
　本発明において、引張弾性率が３００ＭＰａ以下の多層フィルム及びこの多層フィルム
により成形されたプラスチック容器であることが好ましい。
　本発明に係るプラスチック容器は１１５℃　３０分以上での滅菌が可能であることが好
ましい。また、別の好ましい態様として、１２１℃　１５分以上での滅菌が可能であるこ
とを挙げることができる。
【００１４】
　本発明に係るプラスチック容器に収容される液体状の医薬の有効成分は下記式（Ｉ）
【化２】

（式中、Ｒ1は水素原子、アリール、炭素数１～５のアルキル又は総炭素数３～６のアル
コキシカルボニルアルキルを表し、Ｒ2は、水素原子、アリールオキシ、アリールメルカ
プト、炭素数１～５のアルキル又は炭素数１～３のヒドロキシアルキルを表し、あるいは
、Ｒ1及びＲ2は、共同して炭素数３～５のアルキレンを表し、Ｒ3は水素原子、炭素数１
～５のアルキル、炭素数５～７のシクロアルキル、炭素数１～３のヒドロキシアルキル、
ベンジル、ナフチル又はフェニル、又は炭素数１～５のアルコキシ、炭素数１～３のヒド
ロキシアルキル、総炭素数２～５のアルコキシカルボニル、炭素数１～３のアルキルメル
カプト、炭素数１～４のアルキルアミノ、総炭素数２～８のジアルキルアミノ、ハロゲン
原子、トリフルオロメチル、カルボキシル、シアノ、水酸基、ニトロ、アミノ、及びアセ
トアミドからなる群から選ばれる同一若しくは異なる１～３個の置換基で置換されたフェ
ニルを表す。）
で表されるピラゾロン誘導体若しくはその生理的に許容される塩、又はそれらの水和物若
しくは溶媒和物であることが好ましい。また、別の好ましい態様として、３－メチル－１
－フェニル－２－ピラゾリン－５－オンを挙げることができる。
【００１５】
　本発明に係るプラスチック容器はその形態が輸液バッグの形態であることが好ましい。
　また、本発明に係るプラスチック容器は脱酸素剤共に気体難透過性の容器内に収容され
ていることが好ましい。
　本発明に係るプラスチック容器に収容される液体状の医薬の有効成分が上記式（Ｉ）で
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表されるピラゾロン誘導体若しくはその生理的に許容される塩、又はそれらの水和物若し
くは溶媒和物である場合、好ましくは、６０℃で4週間保存前後における有効成分の含有
率低下は４％以下であり、また好ましくは滅菌前後における有効成分の含有率低下は４％
以下である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明において提供されるプラスチック容器及び多層フィルムは最外層とシール層の間
に少なくとも環状ポリオレフィン層と樹脂組成物層を含む構成となっている。これらの配
置に制限はないが、好ましくは環状ポリオレフィン層の両側には樹脂組成物層又はポリエ
チレン層が配置され、より好ましくは環状ポリオレフィン層の両側には樹脂組成物層が配
置される。この環状ポリオレフィン層の最外層側とシール層側に配置され得る樹脂組成物
層は同一であっても良く、異なっていても良い。ポリエチレン層についても同様である
【００１７】
　本発明において使用されるポリエチレン層を構成するポリエチレンは、エチレンのホモ
ポリマーのほか、プロピレン、１－ブテン、４－メチル－１－ペンテン、１－オクテン等
のα－オレフィンとの共重合体でも良く、また、該共重合体は、直鎖状、分岐鎖状のいず
れでも良い。さらに、エチレンのホモポリマーと上記α－オレフィンとの混合樹脂を用い
ることもできる。また、ポリエチレンは、高密度であるか低密度であるかを問わず、広い
範囲より適宜選択できるが、柔軟性や透明性の点からと、直鎖状低密度ポリエチレンを用
いるのが有利である。
【００１８】
　本発明で好適に使用できるポリエチレンの具体例を例示すると、エチレンのホモポリマ
ー（商品名ハーモレック（登録商標））、α－オレフィンコポリマー（商品名タフマー（
登録商標））、エチレンと１－オクテンのコポリマー（商品名モアテック（登録商標））
を挙げることができ、ハーモレック（登録商標）とタフマー（登録商標）の混合樹脂をよ
り好適な例として挙げることができる。
【００１９】
　このポリエチレン層の厚みは、特に限定されないが、１０μｍ以上１５０μｍ以下とす
ることが好ましい。
【００２０】
　本発明において使用される樹脂組成物層を構成する樹脂組成物は１２０℃以上１７０℃
以下にのみ融解ピーク温度を有し、かつ融解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下であること
が好ましい。この樹脂組成物は、環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコ
ポリマー層とポリオレフィン層の間の密着性を向上させ、かつ、多層フィルム全体の柔軟
性を向上させる役割を果たす。この樹脂組成物は、樹脂の結晶成分由来の１２０℃以上１
７０℃以下に融解ピーク温度を有するが、１２０℃未満では、１２１℃滅菌に耐える多層
フィルムを構成することができず、１７０℃超過では、成形温度が高すぎるため、良好な
外観の多層フィルムが得られない。また、融解熱が５Ｊ／ｇ未満では、１２１℃滅菌に耐
える多層フィルムを構成することができず、２０Ｊ／ｇ超過では、環状ポリオレフィンポ
リマー又は環状ポリオレフィンコポリマー層との密着性に乏しくなり、滅菌後に層間剥離
（デラミ）が生じやすく、外観が悪化したり、所望の保存性が低下する懸念がある。
【００２１】
　また、１２０℃未満にも融解ピーク温度を有する場合、滅菌時にその融解ピークを有す
る成分が融解するため、樹脂組成物の耐熱性が損なわれ、多層フィルムの変形、白化等を
引き起こす。このような１２０℃未満に融解ピーク温度を有する樹脂としては、密度が０
．９３以下の高圧法ポリエチレンまたは直鎖状低密度ポリエチレン、密度が０．９０以下
のエチレン－αオレフィン共重合体が挙げられる。
【００２２】
　本発明の樹脂組成物は、上記項目、すなわち、１２０℃以上１７０℃以下にのみ融解ピ
ーク温度を有し、かつ融解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下であることを満たすならば、
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どのような方法で製造しても良い。例えば、連続重合により、まず、１２０℃以上１７０
℃以下に融解ピーク温度を有する結晶性のプロピレン単独重合体または、３重量％程度以
下の少量のエチレンとのプロピレン－エチレン共重合体を製造後、１２０℃以上１７０℃
以下には融解ピーク温度を有さない、実質的に非晶性のプロピレンと１０～２０重量％程
度のエチレンとの共重合体を製造し、全体として融解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下で
ある樹脂組成物を得る方法や、１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有する結晶
性のプロピレン単独重合体またはプロピレンと３重量％程度以下の少量のエチレンとのプ
ロピレン－エチレン共重合体とプロピレンと１０～２０重量％程度のエチレンとの共重合
体をそれぞれ別に重合したものをブレンドすることにより、全体として、融解熱が５Ｊ／
ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下である樹脂組成物を得る方法が挙げられる。
【００２３】
　前記連続重合により得られる樹脂組成物の製造法については、例えば特開平２００１－
１７２４５４号公報、特開平２００３－２９２７００号公報に開示されている方法が挙げ
られる。
【００２４】
　さらには、１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有する結晶性のプロピレン単
独重合体、３重量％程度以下の少量のエチレンとのプロピレン－エチレン共重合体、連続
重合により、１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有する結晶性のプロピレン単
独重合体または、３重量％程度以下の少量のエチレンとのプロピレン－エチレン共重合体
を製造後、１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有さない、非晶性または半結晶
性のプロピレンと１０～２０重量％程度のエチレンとの共重合体を製造して得られるプロ
ピレン系重合体組成物から選ばれる１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有する
プロピレン系重合体と、スチレン系エラストマーとのブレンド物が挙げられる。
【００２５】
　上記のスチレン系エラストマーとは、ビニル芳香族炭化水素・共役ジエンブロック共重
合体の水素添加誘導体を示し、一般式：ａ（ｂ－ａ）n、（ａ－ｂ）n又はａ－ｂ－ｃで表
されるブロック共重合体の水素添加誘導体の１種または２種以上である（ただし、式中、
（ａ）はモノビニル置換芳香族炭化水素の重合体ブロック、（ｂ）はモノビニル置換芳香
族炭化水素と共役ジエンとのランダム共重合体ブロック又は共役ジエンのエラストマー性
重合体ブロック、（ｃ）はモノビニル置換芳香族炭化水素と共役ジエンとのブロックであ
って且つモノビニル置換芳香族炭化水素が漸増するテーパーブロックであり、ｎは１～５
の整数である）。
【００２６】
　上記の重合体ブロック（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）を構成する単量体のビニル芳香族炭化
水素としては、スチレン、α－メチルスチレン、（ｏ－、ｍ－、ｐ－）メチルスチレン、
１，３－ジメチルスチレン、ビニルナフタレン、ビニルアントラセン等が挙げられ、これ
らの中では、スチレン又はα－メチルスチレンが好ましい。上記の重合体ブロック（ｂ）
又は（ｃ）における共役ジエン単量体としては、ブタジエン及び／又はイソプレンが好ま
しい。　重合体ブロック（ｂ）又は（ｃ）を形成するためにブタジエンが単一の共役ジエ
ン単量体として使用される場合は、ブロック共重合体が水素添加されて二重結合が飽和さ
れた後、プロピレン系重合体への相容性を増大する目的で、ポリブタジエンにおけるミク
ロ構造中の１，２－ミクロ構造が５０重量％以上となる重合条件を採用するのが好ましい
。１，２－ミクロ構造の好ましい割合は５０重量％～９０重量％である。　重合体ブロッ
ク（ａ）の水素添加ブロック共重合体中に占める割合または重合体ブロック（ａ）と重合
体ブロック（ｃ）のビニル芳香族化合物の含量の和は、通常３～３０重量％、好ましくは
５～２０重量％である。重合体ブロック（ａ）の割合または重合体ブロック（ａ）と重合
体ブロック（ｃ）のビニル芳香族化合物の含量の和が３重量％未満の場合には、得られる
組成異物の機械的強度が劣る傾向となる。また、重合体ブロック（ａ）の割合または重合
体ブロック（ａ）と重合体ブロック（ｃ）のビニル芳香族化合物の含量の和が３０重量％
を超える場合は、組成物の柔軟性および透明性が劣る傾向がある。
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【００２７】
　スチレン系エラストマー（ビニル芳香族炭化水素・共役ジエンブロック共重合体の水素
添加誘導体）の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより測定
したポリスチレン換算の値として、通常１０～５５万、好ましくは１５～５０万、更に好
ましくは２０～４５万である。重量平均分子量が１０万未満の場合は、ゴム弾性および機
械的強度が劣る傾向があり、５５万を超える場合は、粘度が高くなり成形加工性が劣る傾
向がある。
【００２８】
　上記の様なスチレン系エラストマー（ビニル芳香族炭化水素・共役ジエンブロック共重
合体の水素添加誘導体）としては、例えば、クレイトンポリマーズ社の「ＫＲＡＴＯＮ－
Ｇ」、クラレ社の「セプトン」、「ハイブラー」、旭化成社の「タフテック」、ＪＳＲ社
の「ダイナロン」等の市販品が、また、カネカ社からカチオン重合により得られたスチレ
ンブロックとイソブチレンブロックから構成される「ＳＩＢＳＴＡＲ」という市販品があ
る。
【００２９】
　このようにして得られる、１２０℃以上１７０℃以下に融解ピーク温度を有し、かつ融
解熱が５Ｊ／ｇ以上２０Ｊ／ｇ以下である樹脂組成物としては、三菱化学株式会社製のゼ
ラスＭＣ７２９が好適である。
【００３０】
　この樹脂組成物層の厚みは、特に限定されないが、２０μｍ以上１２０μｍ以下が好ま
しく、２０μｍ以上７５μｍ以下とするのがより好ましい。また、環状ポリオレフィン層
の両側に樹脂組成物層を配置する場合、シール層側の樹脂組成物層の厚みと最外層側の樹
脂組成物層の厚みは同じであっても良く、異なっていても良い。
【００３１】
　本発明において使用される環状ポリオレフィン層を構成する環状ポリオレフィンポリマ
ー又は環状ポリオレフィンコポリマーは、例えばエチレンとジシクロペンタジエン類との
共重合体、エチレンとノルボルネン系化合物との共重合体や、シクロペンタジエン誘導体
の開環重合体、種々のシクロペンタジエン誘導体の開環共重合体、及びそれらの水素添加
物などが挙げられる。これらの中でも、エチレンとノルボルネン系化合物との共重合体の
水素添加物、あるいは１種以上のシクロペンタジエン誘導体の開環（共）重合体水素添加
物を用いるのが好ましく、ジシクロペンタジエン又はその誘導体の開環重合体水素添加物
であることがより好ましい。
【００３２】
　上記樹脂としては、例えば、下記一般式（１）で表される繰り返し単位と、下記一般式
（１’）で表される繰り返し単位を有するポリマーや、下記一般式（２）で表される繰り
返し単位を有するポリマーが挙げられる。
【００３３】
【化３】

【００３４】
（式（１）および（１’）中、Ｒａ、Ｒａ’、Ｒｂ及びおよびＲｂ’は同一または異なっ
て、水素、炭化水素残基、またはハロゲン、エステル、ニトリル、ピリジル等の極性基を
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示す。Ｒａ、Ｒａ’、Ｒｂ及びＲｂ’は互いに結合して環を形成してもよい。ｍ及びおよ
びｍ'は１以上の整数、ｎ及びｎ'は０または１以上の整数である。）
【００３５】
【化４】

【００３６】
（式（２）中、Ｒｃ及びＲｄは同一又は異なって、水素、炭化水素残基、又はハロゲン、
エステル、ニトリル、ピリジル等の極性基を示す。また、Ｒ3 及びＲ4 は互いに結合して
環を形成してもよい。ｘ及びｚは１以上の整数、ｙは０又は１以上の整数である。）
【００３７】
　一般式（１）および（１’）で表される繰り返し単位を有するポリマーは、１種または
２種以上の単量体を公知の開環重合方法によって重合させ、又はこうして得られる開環重
合体を常法に従って水素添加したものである。当該ポリマーの具体例としては、日本ゼオ
ン（株）製の水添重合体　商品名「ゼオノア（登録商標）」、日本合成ゴム（株）製の商
品名「ＡＲＴＯＮ（登録商標）」等が挙げられる。一般式（２）で表される構造単位を有
するポリマーは、単量体としての、１種または２種以上のノルボルネン系モノマーと、エ
チレンとを公知の方法によって付加共重合させたもの、又はこれを常法に従って水素添加
したものである。これらのポリマーの具体例としては、三井化学（株）製の商品名「アペ
ル（登録商標）」、ポリプラスチック株式会社の商品名「トパス（登録商標）」等が挙げ
られる。
【００３８】
　本発明で用いる環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリマーの好ま
しい例としては「ゼオノア（登録商標）」、「トパス（登録商標）」を挙げることができ
る。
【００３９】
　上記一般式（１）、（１’）及び一般式（２）で表される構成単位を有するポリマーを
含む、上記例示の樹脂のなかでも、その水素添加物は、いずれも飽和ポリマーであるので
、ガス遮蔽性や水分遮蔽性に加えて、耐熱性や透明性、さらには安定性の点で優れている
。本発明に用いる環状ポリオレフィンポリマーは、そのガラス転移温度（Ｔg ）が７０℃
以上であるのが好ましく、８０～１２０℃であるのがより好ましい。また、その分子量の
範囲が、シクロヘキサンを溶媒とするゲル浸透クロマトグラフィ（ＧＰＣ）分析により測
定した数平均分子量＜Ｍｎ＞において１万～１０万であるのが好ましく、２万～５万であ
るのがより好ましい。また、別の観点からはメルトフローレート（２３０℃、２１．２Ｎ
）値が１～２０（ｇ／１０分）であることが好ましい。環状ポリオレフィンの分子鎖中に
残留する不飽和結合を水素添加により飽和させる場合において、その水添率は９０％以上
であるのが好ましく、９５％以上であるのがより好ましく、９９％以上であるのが特に好
ましい。
【００４０】
　環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリマーは単独の単層の状態で
用いることができるほか、他の樹脂と混合させた混合樹脂として用いることもできる。混
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合樹脂として用いる場合、環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリマ
ーの含有割合が６０重量％を下回ると、薬剤の吸着を防止する効果が低下する。一方、環
状ポリオレフィンの含有割合が９５重量％を超えると、多層フィルム全体の柔軟性が低下
する。よって、混合樹脂として用いる場合、環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオ
レフィンコポリマーの含有率は６０重量％以上９５重量％以下とすることが望ましい。
【００４１】
　環状ポリオレフィンポリマー又は環状ポリオレフィンコポリマーと混合させる樹脂とし
ては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ１―ブテン、ポリ４－メチル－１－
ペンテン、エチレン－プロピレン共重合体、ポリプロピレンとポリエチレンまたはポリブ
テンとの混合物、前記ポリオレフィンの部分架橋物、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エ
チレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸共重合体
、エチレン－無水マレイン酸共重合体を挙げることができる。この中でも、エチレンのホ
モポリマー（商品名ハーモレック（登録商標））、α－オレフィンコポリマー（商品名タ
フマー（登録商標））、エチレンと１－オクテンのコポリマー（商品名モアテック（登録
商標））を好ましい例として挙げることができる。
【００４２】
　環状ポリオレフィン層の厚みは、薬剤の吸着防止効果と多層フィルム全体の柔軟性との
バランスを考慮して上記の範囲で設定される。環状ポリオレフィン層の厚みが１０μｍを
下回ると薬剤の吸着を防止する効果が低下する。一方、厚みが８０μｍを超えると多層フ
ィルム全体の柔軟性が低下する。環状ポリオレフィン層の厚みの特に好ましい範囲として
は１０μｍ～５０μｍを示すことができ、１０μｍ～３０μｍをより好ましい例として示
すことができる。
【００４３】
　本発明において使用されるシール層を構成するポリプロピレンはプロピレンのホモポリ
マーのほか、エチレン、１－ブテン等のα－オレフィンを少量（好ましくは１０重量％以
下）共重合したコポリマーや、例えば特開２００１－２２６４３５号公報に開示されるプ
ロピレンとα－オレフィンとを多段重合により製造される共重合体等を用いることができ
る。中でも、環状ポリオレフィン層の剛直さを緩和し、多層フィルムの柔軟性を向上させ
るものとして、医療用容器用として汎用されている曲げ弾性率が４００～６００ＭＰａの
比較的柔軟なグレードのものを用いるのが好適である。また別の観点からはメルトフロー
レート（２３０℃、２１．２Ｎ）値が１～４（ｇ／１０分）のポリプロピレンを用いるの
が好適である。本発明で使用できるポリプロピレンの具体例を例示すると三菱化学株式会
社製のゼラス（登録商標）を挙げることができ、特に融解ピーク温度が１２５～１３５℃
に存在するゼラスＭＣ６０７を用いることが好ましい。シール層の厚みは特に限定されな
いが、２０～１２０μｍが好適である。
【００４４】
　本発明において使用される最外層を構成するポリプロピレンを含む層はプロピレンのホ
モポリマーのほか、エチレン、１－ブテン等のα－オレフィンを少量（好ましくは１０重
量％以下）共重合したコポリマーや、例えば特開２００１－２２６４３５号公報に開示さ
れるプロピレンとα－オレフィンとを多段重合により製造される共重合体等により構成さ
れる。また、これらホモポリマーや共重合体と他のポリオレフィンや樹脂とのコンパウン
ドを用いてもよい。中でも、環状ポリオレフィン層の剛直さを緩和し、多層フィルムの柔
軟性を向上させるものとして、医療用容器用として汎用されている曲げ弾性率が４００～
６００ＭＰａの比較的柔軟なグレードのものを用いるのが好適である。また別の観点から
は最外層のメルトフローレート（２３０℃、２１．２Ｎ）値を１～４（ｇ／１０分）とす
るのが好適である。本発明で好適に使用できる最外層を構成するものの具体例を例示する
と三菱化学株式会社製のゼラス（登録商標）を挙げることができる。特に、融解ピーク温
度が１６０～１７０℃のゼラスＭＣ７１５を用いることが好ましい。最外層の厚みは特に
限定されないが、２０～１００μｍが好適である。
【００４５】
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　このように最外層に融解ピーク温度の高いポリプロピレンを含む層を配置し、シール層
に融解ピーク温度の比較的低いポリプロピレン層を配置することで、環状ポリオレフィン
層を含有する多層フィルムのヒートシール性は著しく向上し、実用的な容器製造が可能と
なる。
【００４６】
　また以上述べたような構成で得られる本発明のプラスチック容器及び多層フィルムは、
耐衝撃性、充填時の操作性、容器の成形性の観点から、引張弾性率が３００ＭＰａ以下で
あることが望ましい。
【００４７】
　本発明において提供されるプラスチック容器に充填可能な液体状の医薬の有効成分に制
限はないが、好ましい例として本明細書に定義する一般式（Ｉ）で示されるピラゾロン誘
導体若しくはその生理的に許容される塩、又はそれらの水和物若しくは溶媒和物挙げるこ
とができる。
【００４８】
　一般式（Ｉ）で示される化合物は、互変異性により以下の一般式（Ｉ’）又は（Ｉ”）
で示される構造をもとりうる。本明細書の一般式（Ｉ）には便宜上、互変異性体のうち１
つを示したが、当業者には下記の互変異性体の存在は自明である。
【００４９】
【化５】

【００５０】
　式（Ｉ）において、Ｒ1の定義におけるアリール基は単環性又は多環性アリール基のい
ずれでもよい。例えば、フェニル基、ナフチル基などのほか、メチル基、ブチル基などの
アルキル基、メトキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基、塩素原子などのハロゲン原子
、又は水酸基等の置換基で置換されたフェニル基等が挙げられる。アリール部分を有する
他の置換基（アリールオキシ基など）におけるアリール部分についても同様である。
【００５１】
　Ｒ1、Ｒ2及びＲ3の定義における炭素数1～5のアルキル基は直鎖状、分枝鎖状のいずれ
でもよい。例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソ
ブチル基、sec－ブチル基、tert－ブチル基、ペンチル基等が挙げられる。アルキル部分
を有する他の置換基（アルコキシカルボニルアルキル基）におけるアルキル部分について
も同様である。
　Ｒ1の定義における総炭素数3～6のアルコキシカルボニルアルキル基としては、メトキ
シカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、プロポキシカルボニルメチル基、
メトキシカルボニルエチル基、メトキシカルボニルプロピル基等が挙げられる。
　Ｒ1及びＲ2の定義における炭素数３～５のアルキレン基としては、トリメチレン基、テ
トラメチレン基、ペンタメチレン基、メチルトリメチレン基、エチルトリメチレン基、ジ
メチルトリメチレン基、メチルテトラメチレン基等が挙げられる。
【００５２】
　Ｒ2の定義におけるアリールオキシ基としては、ｐ－メチルフェノキシ基、ｐ－メトキ
シフェノキシ基、ｐ－クロロフェノキシ基、ｐ－ヒドロキシフェノキシ基等が挙げられ、
アリールメルカプト基としては、フェニルメルカプト基、ｐ－メチルフェニルメルカプト
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基、ｐ－メトキシフェニルメルカプト基、ｐ－クロロフェニルメルカプト基、ｐ－ヒドロ
キシフェニルメルカプト基等が挙げられる。
　Ｒ2及びＲ3の定義における炭素数1～3のヒドロキシアルキル基としては、ヒドロキシメ
チル基、2－ヒドロキシエチル基、3－ヒドロキシプロピル基等が挙げられる。Ｒ3の定義
における炭素数5～7のシクロアルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基
、シクロヘプチル基等が挙げられる。
【００５３】
　Ｒ3の定義において、フェニル基の置換基における炭素数1～5のアルコキシ基としては
、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオ
キシ基等が挙げられ、総炭素数2～5のアルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボ
ニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等が挙
げられ、炭素数1～3のアルキルメルカプト基としては、メチルメルカプト基、エチルメル
カプト基、プロピルメルカプト基等が挙げられ、炭素数1～4のアルキルアミノ基としては
、メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、ブチルアミノ基等が挙げられ、
総炭素数2～8のジアルキルアミノ基としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジ
プロピルアミノ基、ジブチルアミノ基等が挙げられる。
【００５４】
　好適に用いられる化合物（Ｉ）として３－メチル－１－フェニル－２－ピラゾリン－５
－オンを挙げることができる。
　式（Ｉ）で表される化合物はいずれも公知の化合物であり、特公平５－３１５２３号公
　報などに記載された方法により当業者が容易に合成できる。
【００５５】
　本発明により提供されるプラスチック容器に、式（Ｉ）で示されるピラゾロン誘導体若
しくはその生理学的に許容される塩、又はそれらの水和物若しくは溶媒和物（以下、これ
らを総称して、ピラゾロン誘導体とも言う）を有効成分として含有する溶液を充填する場
合、例えば、輸液バッグ製剤とする場合、ピラゾロン誘導体を、ピラゾロン誘導体の濃度
が約０．０６ｍｇ／ｍＬ以上約２ｍｇ／ｍＬ以下、好ましくは約０．１ｍｇ／ｍＬ以上約
０．６ｍｇ／ｍＬ以下、より好ましくは約０．３ｍｇ／ｍＬとなるように、溶媒（例えば
、輸液等）に溶解し、所望によりｐＨ調節剤を加えてｐＨを調節し、さらに所望によりそ
の他の添加剤を加えることによって調製することができる。
【００５６】
　本発明のプラスチック容器に収容される液体状医薬の調整には、有効成分以外に一般に
医薬として用いられるものであればどのようなものを用いてもよい。一例として、電解質
類、糖類、ビタミン類、蛋白アミノ酸類等から任意に選択される一種または二種以上を任
意の濃度で水（例えば、注射用蒸留水等）に溶解したもの等が挙げられる。電解質類とし
ては、例えば、塩化ナトリウム等が挙げられる。これらの任意の成分は、単独でまたは組
み合わせて任意の濃度で用いることができる。好ましい例としては、塩化ナトリウム等を
任意の濃度で水（例えば、注射用蒸留水等）に溶解したものである。これらの物質の含有
量としては、塩化ナトリウムであれば、例えば、生理食塩水と同等、すなわち、０．９％
（Ｗ／Ｖ）等が好ましい。この他、ｐＨ調節剤としては、一般に注射剤のｐＨ調節剤とし
て用いられるものであれば特に制限なく用いることができる。
【００５７】
　液体状医薬の調製に用いられるその他の添加剤としては、一般に注射剤の添加剤として
用いられているようなものであれば特に制限無く用いることができる。本発明において、
好ましいその他の添加剤としては、例えば、薬事日報社２０００年刊「医薬品添加物辞典
」（日本医薬品添加剤協会編集）等に記載されているような医薬品添加剤等が挙げられる
。これらの添加剤は、一般に注射剤に通常用いられる割合で配合される。また、これらの
添加剤は使用目的に応じて、例えば、安定化剤、界面活性剤、緩衝剤、可溶化剤、抗酸化
剤、消泡剤、等張化剤、乳化剤、懸濁化剤、保存剤、無痛化剤、溶解剤、溶解補助剤等と
して使い分けることが可能である。これらの添加剤は、所望によって、２以上の成分を組
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み合わせて添加することができる。
【００５８】
　本発明のプラスチック容器は、密封可能であり、内容物の無菌性を保つことができる容
器であればどのような形態であってもよいが、一般的に注射液の充填に用いられる、輸液
バッグ、シリンジ、アンプル、バイアル等の容器が好ましく、輸液バッグが特に好ましい
。また、これらの容器は、不溶性異物生成の有無を確認するために、透明で無着色のもの
が好ましいが、不透明で着色されたものであってもよい。
【００５９】
　本発明により提供されるプラスチック容器に液体状の医薬を収容する場合、薬液を充填
し、密封して製造することができる。また任意の過程で、滅菌操作に付すことで、無菌性
を保持したプラスチック容器とすることができる。また、所望によってこれらの容器への
充填の前に、防塵フィルター（例えば、０．４５μｍメチルセルロースメンブレン、０．
４５μｍナイロン６６メンブレン、０．４５μｍポリフッ化ビニリデンメンブレン等）で
薬液の濾過等を行ってもよい。本発明プラスチック容器の具体的な滅菌方法としては、例
えば、熱水浸漬滅菌法、熱水シャワー滅菌法、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）法等が挙
げられる。熱水浸漬滅菌法、熱水シャワー滅菌法や高圧蒸気滅菌法は、例えば、薬液を調
製し、本発明のプラスチック容器に充填した後に行われる。高圧蒸気滅菌は、例えば、１
００℃乃至１２５℃の条件で、５分乃至４０分行うことが好ましく、本発明のプラスチッ
ク容器は１１５℃で３０分以上、より好適には１２１℃で１５分以上での滅菌が行えるも
のが好ましい。
【００６０】
　本発明により提供されるプラスチック容器及び多層フィルムは、５層以上から構成され
ることが望ましい。具体的には最外層－樹脂組成物層－環状ポリオレフィン層－樹脂組成
物層－シール層を基本とすることが望ましい。このような構成とすることで、１２１℃１
５分以上の滅菌が可能であって、柔軟で耐衝撃性が高く、また薬液を充填し易いものとな
る。また、最外層－樹脂組成物層－環状ポリオレフィン層－樹脂組成物層－シール層の任
意の層間には任意の樹脂層を加えることが可能である。ここで追加される任意の樹脂層と
しては、ポリプロピレンなどのポリオレフィン類、ポリアミド類、ポリエチレンテレフタ
レートやポリブチレンテレフタレート等のポリエステル類、エチレン－ビニルアルコール
共重合体が挙げられ、これらの極性材料群と接着性を有するα、β不飽和カルボン酸類を
グラフトしたポリオレフィンや、カルボン酸とエチレンの共重合体等が挙げられる。これ
らの中で好適な例としては、本明細書で既に述べている樹脂組成物層、ポリプロピレン層
、ポリプロピレンを含む層などが挙げられる。層構成を決定するに当たっては、得られる
多層フィルムの引張弾性率を３００ＭＰａ以下となるように調整することが望ましい。
【００６１】
　本発明により提供されるプラスチック容器の形状が輸液バッグである場合、本発明によ
り提供される多層フィルムを用い、常法に従って周縁シールをして袋状に成形することに
より製造することができる。多層フィルムの厚さは、５００μｍ以下、特に２００～３０
０μｍであるのが好ましい。
　本発明により提供される多層フィルムは、共押し出しインフレーション法や共押出Ｔダ
イ法等の、従来公知の種々の方法を採用して製造することができる。
【００６２】
　本発明のプラスチック容器には、特定波長の光の透過性を抑えた遮光性の包装を施して
もよい。かかる包装は、一般的に使用されている遮光性の包装であれば特に制限無く用い
ることができる。具体的には、特定波長の光の透過性を抑えた素材の袋、プラスチックや
アルミニウム等の遮光素材の袋、または遮光性のプラスチックを用いたシュリンク包装（
例えば、シュリンクラベル等）やブリスター包装等を用いることができる。これらの遮光
性包装は、組み合わせて用いることで、より遮光性を高めることができる。
【００６３】
　さらに、本発明のプラスチック容器は、気体難透過性の容器内に収容されていてもよい
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。気体難透過性の容器は、一般に使用されている気体難透過性の材質で作られているもの
であれば特に制限なく用いることができる。具体的には、酸素や窒素を透過し難いもので
あればよく、例えばアルミ製やシリカ蒸着をしたＰＥＴフィルムの容器を挙げることがで
きる。さらに気体難透過性の容器内に脱酸素剤を入れることができる。
【実施例】
【００６４】
　以下に、製造例、試験例及び実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明するが、本発
明は以下の実施例によって限定されるものではない。
　輸液用バッグの製造例
　６種６層のフィルムを成型できる水冷式のインフレーション装置を用いて表１にある構
成のフィルムを製造し、ポリエチレン製またはポリプロピレン製のポートを溶着した１０
０ｍL輸液用バッグを成型した。即ち、表１に記載の多層フィルムを、そのシール層が対
向するように重ね合わせた状態で、その周縁部をヒートシールすることによって、輸液用
バッグを成型した。なお、表１において、フィルムＡ０１、Ａ０３、Ｃ０１及びＣ０２が
本発明の実施例であり、フィルムＡ０２、Ａ０４、Ａ０５．Ｂ０１、Ｂ０２、Ｂ０３は参
考例である。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
　表中、ゼラス（登録商標）は三菱化学株式会社が販売しているオレフィン（ホモポリプ
ロピレン）系熱可塑性エラストマーである。なお、ゼラスＭＣ７１７及びゼラスＭＣ７２
９は、プロピレン系重合体とスチレン系エラストマーとのブレンド物からなる樹脂組成物
である。トパス（登録商標）はポリプラスチック株式会社が販売している環状ポリオレフ
ィンコポリマーである。モアテック（登録商標）はプライムポリマー株式会社が販売して
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いるエチレンと１－オクテンを共重合させた直鎖状低密度ポリエチレンＣ８コポリマーで
ある。ハーモレックス（登録商標）は日本ポリエチレン株式会社が販売しているポリエチ
レンである。タフマー（登録商標）は三井化学が販売しているα-オレフィンコポリマー
である。ゼオノア（登録商標）は日本ゼオン株式会社が販売している環状ポリオレフィン
ポリマーである。
【００６７】
実施例１
　市販されているラジカット（登録商標）注３０ｍｇ（田辺三菱製薬株式会社製造・販売
）を生理食塩水で１００ｍLに希釈したものを表１に記載のＡ０１～Ａ０５及び比較例１
の各種フィルムで構成した輸液バッグに充填、滅菌（１１５℃　３０分）した。滅菌前後
での主薬（エダラボン）含量の測定をした。結果を表２に示す。環状ポリオレフィンポリ
マーおよび環状ポリオレフィンコポリマーをバリア層として構成したフィルムを用いた製
剤では、滅菌後の大きな含量低下は見られなかった。一方、ポリプロピレン（ゼラス（登
録商標）ＲＴ－２６７Ａ－１、ＭＣ７１７、７０２３）のみで構成したフィルムを用いた
製剤では、滅菌後の含量低下が見られた。
【００６８】
【表２】

【００６９】
試験例１
　市販されているラジカット（登録商標）注３０ｍｇ（田辺三菱製薬株式会社製造・販売
）を生理食塩水で１００ｍＬに希釈したものを表１に記載のＡ０５、Ｂ０１～Ｂ０３の各
種フィルムで構成した輸液バッグに充填、滅菌（１１５℃　３０分）した。滅菌前後での
主薬（エダラボン）含量の測定をした。結果を表３に示す。環状ポリオレフィンポリマー
および環状ポリオレフィンコポリマーをバリア層として構成したフィルムでは、ほぼ同等
に滅菌時の収着を抑制できた。環状ポリオレフィンポリマーの厚みは１０μｍ以上あれば
十分にその機能を果たした。
【００７０】
【表３】

【００７１】
実施例２
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　市販されているラジカット（登録商標）注３０ｍｇ（田辺三菱製薬株式会社製造・販売
）を生理食塩水で１００ｍＬに希釈したものを表１に記載のＣ０１～Ｃ０２、比較例１の
フィルムで構成した輸液バッグに充填、滅菌（１１５℃　３０分）した。その後、脱酸素
剤としてエージレスを含むシリカ蒸着をしたガス透過性を抑制した２次包材と共に包装を
した各サンプルの苛酷試験（６０℃　４週）を実施した。表４に示すとおり、比較例１の
バッグでは経時的な含量の低下が見られたが、Ｃ０１およびＣ０２のバッグでは含量の低
下は認められなかった。
【００７２】
【表４】

【００７３】
　表中、フィルムＣ０１及びＣ０２において、４週経過後のエダラボン含有率の値が滅菌
後のエダラボン含有率の値より高値を示しているが、この理由は６０℃での保存中にバッ
グ内の溶媒（水）がバッグ外に蒸発したためである。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明によれば、液体状の医薬を収容するのに適したプラスチック容器、及びこの容器
に用いる多層フィルムを提供することができる。本発明より得られるプラスチック容器及
び多層フィルムは収容される医薬の有効成分含有量の低下を抑え、高圧蒸気滅菌や長期保
存による層間剥離を起すことがなく、耐衝撃性、充填時の操作性、容器の成形性や透明性
に優れている。
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