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(57)【要約】
【課題】蒸気滅菌が可能で、層間接着性、ガスバリア性
及び透明性に優れ、包装容器としてのハンドリング性が
優れた多層フィルムと、該多層フィルムを用いて得られ
る包装容器。
【解決手段】多層フィルム１０は、オレフィン系樹脂を
用いてなる内層１５と；５質量％以上７０質量％未満の
環状オレフィン系樹脂と、３０質量％より大きく９５質
量％以下のスチレン系エラストマーとを含有する混合樹
脂を用いてなる接着バリア層１４と；７０～８５質量％
の環状オレフィン系樹脂と、１５～３０質量％のスチレ
ン系エラストマーとを含有する混合樹脂を用いてなるバ
リア層１３と；５～５０質量％のオレフィン系樹脂と５
０～９５質量％のオレフィン系エラストマーを含有する
混合樹脂を用いてなる接着柔軟層１２と；熱可塑性樹脂
を用いてなる外層１１とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内層と、該内層の上に設けられた接着バリア層と、該接着バリア層の上に設けられたバ
リア層と、該バリア層の上に設けられた接着柔軟層と、該接着柔軟層の上に設けられた外
層とを有し、
　内層が、オレフィン系樹脂を用いてなる、厚さ５～８０μｍの層であり、
　接着バリア層が、５質量％以上７０質量％未満の環状オレフィン系樹脂と、３０質量％
より大きく９５質量％以下のスチレン系エラストマーとを含有する混合樹脂を用いてなる
、厚さ５～８０μｍの層であり、
　バリア層が、７０～８５質量％の環状オレフィン系樹脂と、１５～３０質量％のスチレ
ン系エラストマーとを含有する混合樹脂を用いてなる、厚さ３０～８０μｍの層であり、
　接着柔軟層が、５～５０質量％のオレフィン系樹脂と５０～９５質量％のオレフィン系
エラストマーを含有する混合樹脂を用いてなる、厚さ１０～９０μｍの層であり、
　外層が、熱可塑性樹脂を用いてなる、厚さ５０～１５０μｍの層である多層フィルム。
【請求項２】
　請求項１に記載の多層フィルムの内層が容器の内面となるようにして成型される容器と
、蓋よりなる包装容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層フィルム及び該多層フィルムを用いた包装容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、注射をする際には、ガラス瓶に封入された薬剤を注射器に注入していた。しかし
近年、薬剤の取違えなどの医療事故を防ぐため、予め薬剤が注射器の中に充填されている
プレフィルドシリンジ（以下「シリンジ」とする。）の普及が進んでいる。
　一般的に、シリンジの本体は樹脂組成物で構成されているが、このような樹脂組成物製
のシリンジは従来のガラス瓶に比べて薬剤の保護性能が劣っており、シリンジに薬剤を充
填した後、透明で視認性のあるブリスターパック等の包装容器に封入して、運搬、保存し
ている（特許文献１～特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００７－１２６９１３号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１１２３９５号公報
【特許文献３】特開平１１－１６５３８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２で開示されているような、ポリエチレン系や
ポリプロピレン系のフィルムより成型されたブリスターパックはガスバリア性を有してい
ない。従って、ブリスターパック内に長期間シリンジを保存しようとすると、シリンジ内
の薬剤が、外部環境に存在する窒素酸化物、インク及び接着剤成分等の影響を受ける可能
性がある。また、薬剤内の水分等の揮発成分が失われて、薬剤濃度が変化する可能性もあ
る。
　一方、特許文献３には、環状オレフィン系樹脂フィルムより成型されたブリスターパッ
クが開示されている。しかしながら、環状オレフィン系樹脂フィルムは他の樹脂フィルム
との層間接着性が得難いものであり、薬剤容器として用いる際に行われる蒸気滅菌処理等
によって層間剥離を起こす可能性がある。
【０００４】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、蒸気滅菌が可能で、層間接着性、ガスバ
リア性及び透明性に優れ、包装容器としてのハンドリング性が優れた多層フィルムと、該
多層フィルムを用いて得られる包装容器を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の多層フィルムは、内層と、該内層の上に設けられた接着バリア層と、該接着バ
リア層の上に設けられたバリア層と、該バリア層の上に設けられた接着柔軟層と、該接着
柔軟層の上に設けられた外層とを有し、内層が、オレフィン系樹脂を用いてなる、厚さ５
～８０μｍの層であり、接着バリア層が、５質量％以上７０質量％未満の環状オレフィン
系樹脂と、３０質量％より大きく９５質量％以下のスチレン系エラストマーとを含有する
混合樹脂を用いてなる、厚さ５～８０μｍの層であり、バリア層が、７０～８５質量％の
環状オレフィン系樹脂と、１５～３０質量％のスチレン系エラストマーとを含有する混合
樹脂を用いてなる、厚さ３０～８０μｍの層であり、接着柔軟層が、５～５０質量％のオ
レフィン系樹脂と５０～９５質量％のオレフィン系エラストマーを含有する混合樹脂を用
いてなる、厚さ１０～９０μｍの層であり、外層が、熱可塑性樹脂を用いてなる、厚さ５
０～１５０μｍの層であることを特徴とする。
　本発明の包装容器は、前記多層フィルムの内層が容器の内面となるようにして成型され
る容器と、蓋よりなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の多層フィルムは、蒸気滅菌が可能であり、層間接着性、ガスバリア性、透明性
に優れ、包装容器としてのハンドリング性に優れている。また、このような本発明の多層
フィルムを用いて得る本発明の包装容器は、シリンジ内に充填された薬剤の変性及び薬液
濃度の変化を間接的に防ぐことできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　図１は本発明にかかる多層フィルムの一実施形態の断面の模式図である。
　本発明の多層フィルム１０は、図１に示すように少なくとも、内層１５と、該内層１５
の上に設けられた接着バリア層１４と、該接着バリア層１４の上に設けられたバリア層１
３と、該バリア層１３の上に設けられた接着柔軟層１２と、該接着柔軟層１２の上に設け
られた外層１１とを有している。
【０００８】
［内層］
　内層１５は、オレフィン系樹脂を用いてなるものである。
　オレフィン系樹脂としては、医薬的に認可されており、高温での滅菌操作に耐えうる耐
ブロッキング性を有する等の観点より、プロピレンとエチレンとの共重合体、プロピレン
とα－オレフィンとの共重合体、エチレンとα－オレフィンとの共重合体、又はポリプロ
ピレンとポリエチレンのブレンド等が挙げられ、これらのうち１種又は２種以上を用いる
ことができる。
【０００９】
　内層１５の厚さは、５～８０μｍであり、１０～５０μｍであることがより好ましい。
厚さが１０μｍ未満の場合、安定したシール性を確保し難い傾向にある。尚、ここでシー
ル性とは後述する包装容器を成型する際に用いる蓋とのシール性を示す。
　対して、厚さが８０μｍより大きいと、多層フィルムが厚くなる傾向にあり、ハンドリ
ング性に劣る多層フィルムとなる傾向にある。尚、ハンドリング性とは、当該多層フィル
ム成形加工時のしわ及びカールの発生頻度のことを示す。
【００１０】
［接着バリア層］
　接着バリア層１４は、環状オレフィン系樹脂と、スチレン系エラストマーとを含有する
混合樹脂を用いてなるものである。
　環状オレフィン系樹脂は、環状構造を有するポリオレフィン樹脂であり、α－オレフィ
ンと二重結合を有する脂環式化合物（環状オレフィン）との共重合体が挙げられる。前記
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α－オレフィンとしては、エチレン、プロピレン等が挙げられ、前記脂環式化合物として
は、シクロヘキサン、ノルボルネン、テトラシクロドデセン等が挙げられ、これらのうち
１種又は２種以上を用いることができる。
　環状オレフィン系樹脂の市販品としては、ティコナ社製の「ＴＯＰＡＳ（登録商標）」
等が挙げられる。
　スチレン系エラストマーとしては、水素添加を行ったものと、行わないものが挙げられ
る。中でも、水素添加をしたポリスチレン系エラストマーである、水素添加スチレン－ブ
タジエンエラストマーや、水素添加スチレン－イソプレンエラストマー等は、柔軟性、層
間接着性、透明性、上記環状オレフィン系樹脂への分散性、耐薬品性などに優れており、
本発明での使用が好ましい。これらは１種を単独で用いても２種以上を混合して用いても
よい。
【００１１】
　接着バリア層１４における、環状オレフィン系樹脂の含有率は５質量％以上７０質量％
未満であり、６０～７０質量％であることが特に好ましい。このとき、スチレン系エラス
トマーの含有率は３０質量％より大きく９５質量％以下であり、３０～４０質量％である
ことが特に好ましい。
　環状オレフィン系樹脂の含有率が５質量％以上（スチレン系エラストマーが９５質量％
以下）であれば、内層１５や後述するバリア層１３との層間接着性が得易い傾向にある。
一方、環状オレフィン系樹脂の含有率が７０質量％未満（スチレン系エラストマーが３０
質量％より大きい）の場合、高圧蒸気滅菌後に内層との層間剥離を起こし難く、層間接着
性に優れる傾向がある。特に、環状オレフィンの含有率が６０質量％以上（スチレン系エ
ラストマーが４０質量％以下）の場合、環状オレフィン系樹脂のガスバリア性能が発揮さ
れやすい傾向にあり好ましい。
【００１２】
　接着バリア層１４の厚さは、５～８０μｍである。厚さが５μｍ未満の場合、製膜時に
ピンホール等が発生する恐れがあり、更に安定した層間接着性を確保し難い傾向にある。
対して、厚さが８０μｍより大きい場合、高圧蒸気滅菌によって白色化し透明性が低下し
て内部視認性が得難くなると同時に、ハンドリング性が低下する傾向にある。
【００１３】
［バリア層］
　バリア層１３は、環状オレフィン系樹脂と、スチレン系エラストマーとを含有する混合
樹脂を用いてなるものである。
　バリア層１３に用いられる環状オレフィン系樹脂は、層間接着性の観点から、前記接着
バリア層１４に用いられる環状オレフィン系樹脂と同様であることが好ましい。また、バ
リア層１３に用いられるスチレン系エラストマーは、層間接着性の観点から、前記接着バ
リア層１４に用いられるスチレン系エラストマーと同様であることが好ましい。
【００１４】
　バリア層１３における、環状オレフィン系樹脂の含有率は７０～８５質量％である。こ
のとき、スチレン系エラストマーの含有率は１５～３０質量％である。また、より好まし
くは環状オレフィン系樹脂が７０～８０質量％、スチレン系エラストマーが２０～３０質
量％である。
　環状オレフィン系樹脂の含有率が７０質量％未満（スチレン系エラストマーが３０質量
％より大きい）の場合、バリア性が充分に得難い傾向にあり、且つ高圧蒸気滅菌によって
白色化し透明性が低下して内部視認性が得難くなる傾向にある。一方、環状オレフィン系
樹脂の含有率が８５質量％より大きい場合（スチレン系エラストマーが１５質量％未満）
、多層フィルム全体の柔軟性が低下する傾向が見られる。またこのとき、バリア層と他の
層との層間接着性が低下する傾向も見られ、高圧蒸気滅菌後に多層フィルムが層間剥離を
起こす可能性がある。
【００１５】
　バリア層１３の厚さは、３０～８０μｍであり、４０～７０μｍであることが更に好ま
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しい。厚さが３０μｍ未満の場合、多層フィルムを用いて包装容器を成型する際に、多層
フィルムが２～１０倍延伸されるため、バリア層が薄くなり、包装容器成型後にガスバリ
ア性を維持できない可能性がある。一方、厚さが８０μｍより大きい場合、多層フィルム
の柔軟性が失われる傾向にあり、ハンドリング性が低下する傾向にある。
【００１６】
　尚、本発明の多層フィルムではバリア性を持つ樹脂層（バリア層１３および接着バリア
層１４）が連続して存在することにより、どちらかの層にフィッシュアイやピンホール等
の欠陥が生じてバリア性が低下しても、もう一方の層で最低限のバリア性を維持すること
ができる。
【００１７】
［接着柔軟層］
　接着柔軟層１２は、オレフィン系樹脂とオレフィン系エラストマーを含有する混合樹脂
を用いてなるものである。
　オレフィン系樹脂としては、ブロックポリプロピレン、ランダムポリプロピレン、ホモ
ポリプロピレン、リアクターポリプロピレン等が挙げられ、これらのうち１種又は２種以
上を用いることができる。具体的には、内層１５と同様のプロピレンとエチレンとの共重
合体、プロピレンとα－オレフィンとの共重合体、エチレンとα－オレフィンとの共重合
体、又はポリプロピレンとポリエチレンのブレンド等が挙げられる。
　尚、リアクターポリプロピレンとは、リアクターブレンド法により共重合されたプロピ
レン共重合体を指す。ここで、リアクターブレンド法とは、重合が１回で終了するのでは
なく、２段階以上の多段階の重合を行うことにより複数の種類のポリマーを連続して製造
する重合法である。リアクターポリプロピレン樹脂は耐熱性、柔軟性及び透明性に優れて
おり本発明での使用が好ましい。
【００１８】
　オレフィン系エラストマーとは、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等の結晶性オレ
フィン系重合体にエチレン－プロピレン－ジエン共重合体ゴム（ＥＰＤＭ）等のオレフィ
ン系ゴムが微分散されたものであり、これらを単純にブレンドした組成物又はこれらの（
部分）架橋ブレンド組成物等が挙げられる。特に架橋ブレンド組成物であることが好まし
い。また、ポリエチレン、ポリプロピレン等の結晶性オレフィン系重合体ブロックとブタ
ジエン等のジエン系化合物を含む非晶性オレフィン系（共）重合体ブロックとを重合した
オレフィン系ブロック共重合体を水素添加処理したものも好適に用いられる。例えば、エ
チレン－エチレン・ブチレン－エチレン共重合体（ＣＥＢＣ）等が挙げられる。
【００１９】
　接着柔軟層１２における、オレフィン系樹脂の含有率は５～５０質量％であり、２０～
５０質量％であることが好ましく、４０～５０質量％であることがより好ましい。このと
き、オレフィン系エラストマーの含有率は５０～９５質量％であり、５０～８０質量％で
あることが好ましく、５０～６０質量％であることがより好ましい。
　オレフィン系樹脂の含有率が５質量％未満（オレフィン系エラストマーが９５質量％よ
り大きい）場合、製膜が困難となる傾向にある。対して、オレフィン系樹脂の含有率が５
０質量％より大きい場合（オレフィン系エラストマーが５０質量％未満）、バリア層１３
との層間接着性が失われ、高圧蒸気滅菌後に層間剥離を起こす可能性がある。
【００２０】
　接着柔軟層１２の厚さは、１０～９０μｍであり、好ましくは２０～８０μｍである。
厚さが１０μｍ未満の場合、安定した層間接着性を確保し難い傾向にある。一方、厚さが
９０μｍより大きい場合、厚すぎるために、ハンドリング性が低下する傾向にある。
【００２１】
［外層］
　外層１１は、熱可塑性樹脂を用いてなるものである。特に、本発明の多層フィルムに付
加価値を付与でき、且つ二次成型性や深絞り成型性に優れる、オレフィン系樹脂、ポリエ
ステル系樹脂、ナイロン及びラミネート用接着性樹脂等を用いることが好ましい。
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　オレフィン系樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等が挙げられ、特に融点の
高いポリプロピレンを用いると多層フィルムの耐熱性が向上する傾向が見られるため好ま
しい。更に、ポリプロピレンを用いると、廃棄する際の環境負荷が他の樹脂と比較して少
ない傾向が見られ好ましい。
　ポリエステル系樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート、及びポリエチレンナフタレート等が挙げられる
。これらの樹脂は、耐熱性や水蒸気バリア性に優れる他、本発明の多層フィルムに用いる
場合、多層フィルムの引張強度が向上する傾向が見られるため好ましい。
　ナイロンを用いると、突き刺し強度等が向上する傾向が見られるため好ましい。
　ラミネート用接着性樹脂としては、アクリル樹脂系接着剤、α－オレフィン系接着剤、
ウレタン系接着剤等が挙げられ、これらを外層に設けた場合、外層の上に更にアルミ箔や
エチレン―ビニルアルコール共重合樹脂フィルムなど遮光性や酸素バリア性を有する層を
積層することが可能となる。
【００２２】
　外層１１の厚さは、５０～１５０μｍであり、６０～１００μｍであることがより好ま
しい。厚さが５０μｍ未満の場合、高圧蒸気滅菌に耐えることができず、多層フィルムが
変形若しくは破損してしまう可能性がある。一方、１５０μｍを越えると、多層フィルム
を用いて包装容器を成型した際に、包装容器としての柔軟性を得難い傾向にある。
【００２３】
［その他の層］
　本発明の多層フィルム１０には、外層１１の上に、上記アルミ箔及びエチレン―ビニル
アルコール共重合樹脂フィルムの他、透明蒸着フィルム等を設けることも可能である。ま
た、本発明の趣旨を損なわない範囲で、バリア層１３より外層１１側の樹脂層に、紫外線
吸収剤や酸素吸収剤などの各種添加剤を添加することも可能である。
【００２４】
［多層フィルムの製造］
　多層フィルム１０は、共押出しインフレーション法、共押出しＴダイ法等、公知の方法
を採用して成型することができる。
【００２５】
［包装容器の製造］
　本発明の包装容器は、多層フィルム１０より成型される容器と、蓋よりなる。本発明の
包装容器の一例を図２に示す。図２に示される包装容器２０は、多層フィルム１０より成
型される容器２１と蓋２２を有している。
　蓋２２には、アルミ箔、ポリエチレンテレフタレートフィルムやオレフィン系樹脂フィ
ルムとアルミ箔とを熱ラミネートした積層フィルム、本発明の多層フィルムを薄肉化した
フィルム等、ガスバリア性を有するものを用いることが好ましい。
【００２６】
　本発明の包装容器２０を成型するには、まず多層フィルム１０を容器２１の形に成型す
る。このとき、プレス成型、メンブレンプレス成型、真空成型、圧空成型及び真空・圧空
成型等の方法を用いることができる。
　次に、容器２１内にシリンジなどの収納物２４を収納し、その後蓋２２で容器２１の開
口部を覆い、容器２１のフランジ部２３と蓋２２の周縁部とを熱融着して包装容器２０を
得る。
【実施例】
【００２７】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。また、各実施例、比較例での諸物性の測定は次の方法による。
【００２８】
［層間接着性］
　１２１℃、２０分高圧蒸気滅菌前、及び後の多層フィルムから２５ｍｍ×１５０ｍｍの
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短冊を切り出し、両面に同じ大きさの２軸延伸ＰＥＴフィルムを接着させたものをサンプ
ルとした。引っ張り試験機を用い、サンプルの両面に接着させたＰＥＴフィルムをチャッ
クでつかみ、常温にて３００ｍｍ／ｍｉｎの速さで１８０°剥離し、引っ張り応力の測定
値と剥離面の目視観察により、以下の基準で判定した。
　　○：最大引張応力１ｋｇｆ／２５ｍｍ以上、かつ、剥離面が凝集剥離している。
　　×：最大引張応力１ｋｇｆ／２５ｍｍ未満、又は、剥離面が界面剥離している。
　　―：測定不能
【００２９】
［ガスバリア性］
　多層フィルムを袋状にヒートシールし、内部に酢酸を封止して、更にアルミバッグに封
入した。常温で１カ月間放置した後アルミバッグを開封して、酢酸臭の有無を官能試験に
て確認し、以下の基準で判定した。
　　○：酢酸臭を感じなかった。
　　×：刺激的な酢酸臭を感じた
　　―：測定不能
【００３０】
［透明性］
　１２１℃、２０分蒸気滅菌後の多層フィルムの光線（４５０ｎｍ）透過率を測定し、以
下の基準で判定した。
　　○：４５０ｎｍ光線透過率が７０％以上
　　×：４５０ｎｍ光線透過率が７０％未満
　　―：測定不能
【００３１】
［ハンドリング性］
　得られた多層フィルムから２００×２００ｍｍのサンプルを５箇所採取し、しわ、カー
ルの有無を目視にて観察し、以下の基準で評価した。
　　○：しわ、カールの発生が総てのサンプルで見られない。
　　×：しわ、カールの発生が見られた。
【００３２】
［シール性］
　多層フィルムから２５ｍｍ×１５０ｍｍの短冊状に切り出し、２枚の短冊の内層同士を
ヒートシール機で溶着（２００℃、３．５ｓｅｃ）させたものをサンプルとした。引張試
験機を用い、サンプルを常温にて３００ｍｍ／分のスピードで１８０°剥離し、引張応力
の測定値と剥離面の目視観察により、以下の基準で判定した。
　　○：最大引張応力１ｋｇｆ／２５ｍｍ以上、かつ、剥離面が凝集剥離している。
　　×：最大引張応力１ｋｇｆ／２５ｍｍ未満、又は、剥離面が界面剥離している。
【００３３】
　下記の実施例、及び比較例において、多層フィルムの成型に用いた樹脂を以下に示す。
　尚、メルトフローレートはＭＦＲ、ガラス転移温度はＴｇ、融点はＭＰと表記する。
　樹脂（Ａ）：環状オレフィン系樹脂系樹脂「ＴＯＰＡＳ（ティコナ社製）」（Ｔｇ８０
℃、密度１．０２ｇ／ｃｍ３、メルトフローレート（ＭＦＲ）３．５ｇ／１０ｍｉｍ（２
６０℃））
　樹脂（Ｂ）：水素添加スチレン－ブタジエンエラストマー（Ｔｇ８０℃、密度０．８９
ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ３．５ｇ／１０ｍｉｎ（２３０℃））
　樹脂（Ｃ）：線状低密度ポリエチレン樹脂（ＭＰ１１５℃、密度０．９２１ｇ／ｃｍ３

、ＭＦＲ２．５ｇ／１０ｍｉｎ（１９０℃））
　樹脂（Ｄ）：プロピレン－αオレフィン樹脂「ゼラス７０２３（三菱化学製）」（密度
０．８９ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ２ｇ／１０ｍｉｎ（２３０℃））
　樹脂（Ｅ）：リアクターポリプロピレン（ＭＰ１４４℃、密度０．８８５ｇ／ｃｍ３、
ＭＦＲ２．５ｇ／１０ｍｉｎ（２３０℃））
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　樹脂（Ｆ）：エチレン－エチレン・ブチレン－エチレンブロック共重合体（Ｔｇ－５２
℃、密度０．８８ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ２．５ｇ／１０ｍｉｎ（２３０℃））
　樹脂（Ｇ）：ポリプロピレン系樹脂（ＭＰ１６０℃、密度０．８９ｇ／ｃｍ３、ＭＦＲ
２．６ｇ／１０ｍｉｎ（２３０℃））
　樹脂（Ｈ）：ナイロン樹脂「５０２３ＦＤＸ２１（宇部興産製）」（ＭＰ１９６℃）
　樹脂（Ｉ）：ポリエステル系樹脂（ポリブチレンテレフタレート樹脂）
　樹脂（Ｊ）：ラミネート用接着性樹脂（α－オレフィン無水マレイン酸接着剤）
【００３４】
［実施例１］
　表１に示す配合割合の樹脂を、内層、接着バリア層、バリア層、接着柔軟層及び外層に
それぞれ用い、押出機を用いて溶融させ、インフレーション装置を用いて、各層の厚さを
表１に示される厚さにして多層フィルムを成型し、各評価を行った。結果を表１に示す。
【００３５】
［実施例２～５、比較例１～８］
　実施例１と同様にして多層フィルムを成型し、各評価を行った。結果を表１に示す。
【００３６】
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【表１】

【００３７】
［比較例９］
　表２に示す配合割合の樹脂を、内層、接着バリア層、バリア層、接着柔軟層及び外層に
それぞれ用い、押出機を用いて溶融させ、インフレーション装置を用いて、各層の厚さを
表２に示される厚さにして多層フィルムを成型し、各評価を行った。結果を表２に示す。
【００３８】
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［比較例１０～１８］
　比較例９と同様にして多層フィルムを成型し、各評価を行った。結果を表２に示す。
【００３９】
【表２】

【００４０】
　表１の実施例１～５より、本発明の多層フィルムの樹脂構成によれば、高圧蒸気滅菌を
行っても、層間接着性に優れており、白色化することがなく透明性を有し、ガスバリア性
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にも優れている多層フィルムが得られるといえる。
　また表２の実施例２より、多層フィルムの各層の厚さを本発明の多層フィルムの厚さに
すれば、層間接着性、ガスバリア性及び透明性だけでなく、包装容器としてのハンドリン
グ性や包装容器を成型する際の蓋とのシール性も優れるといえる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明の多層フィルムは、医薬品、プレフィルドシリンジ等を包装するための包装容器
を成型することができるものであり、ブリスターパック等として用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の多層フィルムの断面の模式図である。
【図２】本発明の包装容器の断面の模式図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０：多層フィルム
　１１：外層、１２：接着柔軟層、１３：バリア層、１４：接着バリア層、１５：内層
　２０：包装容器

【図１】

【図２】
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