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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜の生体成分との接触面の反対側の面に液体が充填されていない状態下にて、抗トロン
ビン活性を有する化合物を含む液体を前記接触面と接触させるステップと、
　前記液体を除去した後に、前記接触面に液体が充填されていない状態下にて、放射線を
照射し、前記抗トロンビン活性を有する化合物を前記膜の表面に共有結合させるステップ
と、
を備える、生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項２】
　製造された膜において、膜を１ｃｍ２当たり１６０μｌのヒト血漿を０．５ｍｌ／ｍｉ
ｎの流速で４時間流した際に、膜からの前記抗トロンビン活性を有する化合物の溶出量が
１μｇ／ｍｌ未満である、請求項１記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項３】
　製造された膜において、前記抗トロンビン活性を有する化合物が膜に１ｍｇ／ｍ２以上
含まれる、請求項１または２記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項４】
　前記放射線を照射した後、界面活性剤を用いて洗浄するステップを備える、請求項１に
記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項５】
　前記抗トロンビン活性を有する化合物が抗トロンビン活性部分および高分子鎖部分を含
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む、請求項１～４のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項６】
　前記抗トロンビン活性を有する化合物が４－メトキシ－ベンゼンスルホニル－Ａｓｎ（
ＰＥＧ２０００－Ｏｍｅ）－Ｐｒｏ－４－アミジノベンジルアミドである、請求項５に記
載の膜の製造方法。
【請求項７】
　前記膜が前記抗トロンビン活性を有する化合物とは異なる親水性高分子化合物を含む、
請求項１～６のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項８】
　前記親水性高分子化合物が、ポリビニルアルコール、ポリエーテル、ポリビニルピロリ
ドンおよびポリエーテルとポリシロキサンからなる物質からなる群より選ばれる少なくと
も一つを含む、請求項７に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項９】
　前記ポリエーテルとポリシロキサンからなる物質がポリエーテル／ポリシロキサン共重
合体である、請求項８に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項１０】
　前記親水性高分子化合物が前記液体に含まれたものを生体成分との接触面と接触させる
ことを特徴とする、請求項７～９のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【請求項１１】
　前記液体が下記条件Ａを満たし、下記条件Ｂを満たす有機溶媒を含んだ溶液である、請
求項１～１０のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
　Ａ：含有水分は２５ｖｏｌ％以上９０ｖｏｌ％以下
　Ｂ：少なくとも一つが２級または３級である水酸基を含有
【請求項１２】
　前記液体がｐＨ３以上１０未満の緩衝液を含む溶液である、請求項１～１１のいずれか
に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医薬、医療、プロテオーム解析および食品製造などの分野で好適に用いられ
る膜及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人工材料を生体成分と接触させると、タンパク質や血小板などが表面に付着し、材料の
性能が低下するだけでなく、生体反応を激しく刺激する。そのため、生体成分と接触させ
る用途に用いられる人工材料には表面の生体適合性が強く求められており、世界中の研究
者等が新技術の開発に取り組んでいる。例えば、ミクロ相分離構造を持つ表面を形成させ
たり、表面に親水性高分子をグラフトしヒドロゲル構造を持たせたりした技術が広く知ら
れている。しかしながら、これらの技術は、材料の種類や物性で限定されてしまうことや
、未反応物質の残留などが懸念される。
【０００３】
　特に、複雑な形状を有する多孔質分離膜においては、生体成分が接触する表面の微細構
造を制御することは非常に困難である。例えば血液浄化用膜では、血液が常に人工材料と
接触しており、凝固反応が活性化されるため、高い生体適合性が求められる。しかしなが
ら、抗凝固剤を投与することで血液凝固を抑制していることが実状であり、現在は血小板
やタンパク質の吸着を抑制する機能を人工材料に付与する技術開発が進められている（特
許文献１，２参照）。しかしながら、抗凝固剤は、副作用が懸念されるのみでなく、出血
傾向の患者には用いることができず、患者毎に投与量を管理しなければならないため、医
療従事者への負担が大きいことが問題となっている。
【特許文献１】特表２００４－５２５８８８号公報
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【特許文献２】特開２００６－２９１１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、上記の問題を考慮して、抗凝固能、好ましくは抗トロンビン活性、お
よび血小板付着抑制能が付与された、生体適合性に優れた生体成分接触用の膜を提供する
こと、抗凝固能を有する化合物および親水性高分子化合物の溶出量を低減できることにあ
る。また、従来法と比して非常に簡便かつ低コストで生体適合性を膜に付与する技術を提
供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有するものである。
１．膜の生体成分との接触面の反対側の面に液体が充填されていない状態下にて抗トロン
ビン活性を有する化合物を含む液体を前記生体成分との接触面と接触させて製造すること
を特徴とする、生体成分接触用途の膜の製造方法。
２．前記製造された膜において、膜を１ｃｍ２当たり１６０μｌのヒト血漿を０．５ｍｌ
／ｍｉｎの流速で４時間流した際に、膜からの前記抗トロンビン活性を有する化合物の溶
出量が１μｇ／ｍｌ未満であることを特徴とする前記１記載の生体成分接触用途の膜の製
造方法。
３．前記製造された膜において、前記抗トロンビン活性を有する化合物が膜に１ｍｇ／ｍ
２以上含まれることを特徴とする前記１または２記載の生体成分接触用途の膜の製造方法
。
４．前記液体を生体成分との接触面と接触させた後、放射線を照射することを特徴とする
前記１～３のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
５．前記液体を生体成分との接触面と接触させた後、除去してから放射線を照射すること
を特徴とする前記４に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
６．前記放射線を照射した後、界面活性剤を用いて洗浄することを特徴とする前記４また
は５に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
７．前記抗トロンビン活性を有する化合物が抗トロンビン活性部分および高分子鎖部分を
含むことを特徴とする前記１～６のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
８．前記抗トロンビン活性を有する化合物が４－メトキシ－ベンゼンスルホニル－Ａｓｎ
（ＰＥＧ２０００－Ｏｍｅ）－Ｐｒｏ－４－アミジノベンジルアミドであることを特徴と
する前記７に記載の膜の製造方法。
９．前記膜が前記抗トロンビン活性を有する化合物とは異なる親水性高分子化合物を含む
ことを特徴とする前記１～８のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
１０．前記親水性高分子化合物が、ポリビニルアルコール、ポリエーテル、ポリビニルピ
ロリドンおよびポリエーテルとポリシロキサンからなる物質からなる群より選ばれる少な
くとも一つを含むことを特徴とする前記９に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
１１．前記ポリエーテルとポリシロキサンからなる物質がポリエーテル／ポリシロキサン
共重合体であることを特徴とする前記１０に記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
１２．前記親水性高分子化合物が前記抗トロンビン活性を有する化合物を含む液体に含ま
れたものを生体成分との接触面と接触させることを特徴とする前記９～１１のいずれかに
記載の生体成分接触用途の膜の製造方法。
１３．前記抗トロンビン活性を有する化合物を含む液体が下記条件Ａを満たし、下記条件
Ｂを満たす有機溶媒を含んだ溶液であることを特徴とする前記１～１２のいずれかに記載
の生体成分接触用途の膜の製造方法。
Ａ：含有水分は２５ｖｏｌ％以上９０ｖｏｌ％以下
Ｂ：少なくとも一つが２級または３級である水酸基を含有
１４．前記抗トロンビン活性を有する化合物を含む液体がｐＨ３以上１０未満の緩衝液を
含む溶液であることを特徴とする前記１～１３のいずれかに記載の生体成分接触用途の膜
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の製造方法。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によって、高い抗血栓性を有し、溶出物の少ない生体成分接触用途の膜と生産性
に優れた製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明における生体成分とは、生体由来の細胞、タンパク質、核酸、糖、脂質およびそ
れらの複合体のことを指す。また生体外で培養された細胞や遺伝子組み替えタンパク質な
ども生体成分とする。本発明に係る膜は、生体成分の中でも血液成分、すなわち血球や血
小板などの細胞や血漿タンパク質などの血漿成分を取り扱う場合に好適である。
【０００８】
　本発明に係る膜は医療用の基材として好適に用いることができる。医療用基材の例とし
て埋め込み型人工臓器や人工血管、カテーテル、ステント、血液バッグ、コンタクトレン
ズ、眼内レンズおよび手術用補助器具等が挙げられ、生体成分分離用モジュールや血液浄
化用モジュールなどに内蔵され用いられる分離膜や吸着剤なども含まれる。本発明におい
て、生体成分分離用モジュールとは、濾過、透析、吸着などにより生体物質を分離し、一
部を回収するモジュールのことをいい、医療用基材に限られるものではない。また、血液
浄化用モジュールとは、血液を体外に循環させる際に、吸着や濾過、拡散によって血中の
老廃物や有害物質を取り除く機能を有したモジュールのことをいい、具体的に人工腎臓や
そのプレもしくはポストカラム、外毒素吸着カラムなどがある。
【０００９】
　血液浄化用モジュールに内蔵される分離膜の形態は特に限定されるものではなく、平膜
や中空糸などの形態で用いられる。一般に、中空糸は処理液量あたりの表面積が大きく、
圧損も少なくできるため、本発明の方法を最も効率よく適用することができる。処理液量
あたりの膜表面積を大きくするためには、中空糸内径は小さい方が好ましく、１０００μ
ｍ以下が好ましく、５００μｍ以下がより好ましい。一方、平膜は製膜が容易で安価に作
成することができると言う利点がある。これらの膜の素材としては、セルロース、セルロ
ースアセテート、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリメタク
リル酸メチル（ＰＭＭＡ）等のポリメタクリレート、ポリアクリレート、ポリアミド、ポ
リフッ化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリアクリロニトリル、ポリエステル、ポリウレ
タン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびこれらの誘導体からなる群よ
り選択される１種類以上の素材を例示することができる。この中でＰＭＭＡはポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ）などの親水性高分子化合物と水素結合可能であり、これら親水性
高分子化合物を放射線などにより膜表面に共有結合で固定化する場合、効率的な固定化が
可能であり好適な素材である。また、近年透析器などに良く用いられているポリスルホン
は分画特性が良好であるために好ましい素材である。
【００１０】
　本発明において「生体成分との接触面の反対側の面に液体が充填されていない状態下」
とは、中空糸膜を例に挙げると、生体成分が内表面と接触する場合は、外表面に液体が充
填されていない状態を指し、人工腎臓型中空糸膜モジュールで説明すると、透析液接触表
面側に液体が充填されていない状態で血液接触表面にのみ液体を充填するということであ
る。なお、充填した液体は、充填後に脱液してもよい。また、単に膜表面が水分を含んで
いる状態は、「充填された」状態に該当しない。
【００１１】
　この原理を以下に説明する。例えば人工腎臓型中空糸膜には内表面と外表面があり、内
表面は血液と、外表面は透析液と接触して用いられる。さらに膜厚部には非常に多くの孔
が存在し、内表面側と外表面側の間の透過性を担っている。一例として中空糸膜の抗血栓
性を向上させる場合、外表面側に抗血栓性物質を塗布もしくは充填し内表面側に拡散させ
る方法があるが、抗血栓性物質の拡散によって生体にとって安全上好ましいとはいえない
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。また親水性高分子を中空糸膜の内表面から外表面へ押しつけるような充填方法で膜内表
面に局在化させる方法や中空糸膜の内表面側と外表面側に親水性高分子溶液を充填し膜に
浸潤させる方法などが知られている。しかしながら、本発明においては、機能性付与のた
めに供する物質を機能性表面（例えば人工腎臓型中空糸膜で血液に対しては内表面側、透
析液に対しては外表面側）にのみ、もしくは偏って導入すればよいものであるが、上記方
法も機能性付与のために供する物質の分子量が小さいもしくは溶液中における回転半径が
小さいなど中空糸膜の孔へ侵入もしくは孔を透過可能である場合、機能性付与のために必
要な量を添加しても、十分な機能を発揮し得ず、当該必要量を超えた量を添加する必要が
あるため、必ずしも好ましい方法ではない。そこで、本発明者等は、鋭意検討した結果、
例えば人工腎臓型中空糸膜モジュールにおいて抗血栓性を向上させるため、透析液接触表
面側に液体が充填されていない状態で血液接触表面にのみ液体を充填するという方法を考
え出した。本方法を用いれば、たとえ機能性物質の分子量や溶液中の回転半径が小さくと
も、機能性付与のために供する物質が膜孔に拡散することを低減可能であり、その結果、
膜の孔へ侵入もしくは透過することを抑制でき、機能表面側にのみ、もしくは偏って機能
性物質が導入でき、産業上操作性やコスト性でも優れている。また後述するように、導入
する機能性物質を膜に固定化することで拡散によって誘発される機能化の目的以外の現象
を抑制できる。さらに本発明で、透析液接触表面側に液体が充填されていない状態で血液
接触表面にのみ液体を充填し、抗トロンビン活性を有する化合物を膜に吸着させた後、充
填液を抜き取ることで、充填液と共に機能性付与のために供する物質が膜孔へ拡散するこ
とをより抑制できる。
【００１２】
　本発明に係る抗トロンビン活性を有する化合物とは、トロンビンの活性を抑制すること
により強力な血液抗凝固作用を示す化合物である。抗トロンビン活性を有する化合物とし
て、下記の一般式
【００１３】
【化１】

【００１４】
（式中、ＰＥＧは数平均分子量２０００のＰＥＧ残基、Ｍｅはメチル基を表す。）で示さ
れる４－メトキシ－ベンゼンスルホニル－Ａｓｎ（ＰＥＧ２０００－Ｏｍｅ）－Ｐｒｏ－
４－アミジノベンジルアミド（以下、化合物Ａと略すことがある。）、ＡＴIIIおよびヒ
ルジン、（２Ｒ，４Ｒ）－１－［（２Ｓ）－５－（ジアミノメチリデンアミノ）－２－［
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［（３Ｒ）－３－メチル－１，２，３，４－テトラヒドロキノリン－８－イル］スルホニ
ルアミノ］－４－メチル－ピペリジン－２－カルボン酸などが挙げられる。
【００１５】
　抗凝固能を有する化合物が上記化合物Ａのように高分子鎖部分を含む場合は、その高分
子鎖部分で膜と結合することが可能となり、抗トロンビン部分が膜と結合することによる
活性低下を抑止できるので好ましい。本発明で言うところの高分子鎖部分とは特定の化学
構造を有する繰り返し単位が共有結合で連なった分子鎖で分子量１０００以上のものを指
す。かかる高分子鎖部分としては、ＰＥＧ残基、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）残基、
ポリプロピレングリコール残基、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）残基およびそれらのい
ずれかの共重合体の残基等の親水性高分子鎖が挙げられる。このような親水性高分子鎖を
有する化合物は、抗凝固能を有する化合物の水溶性が低下しにくいこと、またアミノ基や
カルボキシル基を有する誘導体が市販されており、これらを高分子鎖部分に導入して抗凝
固能を有する化合物を製造する方法が比較的容易なことから特に好ましく用いることがで
きる。
【００１６】
　さらに、抗トロンビン活性を有する化合物が血液中に溶出すると、凝固時間を延長させ
る効果があることや副作用が起こる可能性が考えられるが、本発明においては、かかる溶
出量を１μｇ／ml未満とすることが好ましく、より好ましくは０．８μｇ／ｍｌ未満であ
り、さらには０．６μｇ／ｍｌ未満に低減させることが好ましい。これによって、抗トロ
ンビン活性を有する化合物による副作用や、膜への導入量を低減させることが可能となり
、安全かつ低コストを達成できる。
【００１７】
　本発明における親水性高分子化合物とは、抗トロンビン活性を有する化合物とは異なる
ものとして添加されるものであり、水に可溶な高分子化合物および水に不溶でも静電相互
作用や水素結合により水分子と弱い相互作用をし得る高分子化合物を指す。また高分子化
合物とは数平均分子量が１０００以上の化合物をいう。親水性高分子化合物の例としては
、例えば、ＰＶＡ、ＰＶＰ、ＰＥＧ、ポリプロピレングリコール、ポリエーテルとポリシ
ロキサンからなる物質、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、ポリビニルアミン、ポ
リ酢酸ビニル、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミドなどや、これら高分子のモノマーと
他のモノマーとの共重合体やグラフト体などが挙げられるが、これらに限定されるもので
はない。これらのうちポリエーテルとポリシロキサンからなる物質、ＰＶＡ、ポリエーテ
ル、ＰＶＰから選ばれる少なくとも一つを含むものが好適に使用されるが、特にポリエー
テルとポリシロキサンからなる物質およびＰＶＡは親水化の効果が高いので好ましい。こ
こで言うポリエーテルとポリシロキサンからなる物質とはポリエーテルとポリシロキサン
との共重合体、ポリマーコンプレックス、ポリマーブレンド物などが挙げられる。このう
ち、共重合体は水溶性が高いので水溶液によるグラフト処理が可能なことから、放射線照
射施設内での溶媒への引火や発火のリスクを低減できる点で好ましい。ポリエーテル／ポ
リシロキサン共重合体はポリエーテルユニットとポリシロキサンユニットとからなり、そ
れらの共重合形態はランダム共重合体でもブロック共重合体でもグラフト共重合体でもよ
く、またこれらの混合物でもよい。ポリエーテルとしてはＰＰＧやＰＥＧが好適に用いら
れるが、ＰＰＧはＰＥＧと比較して疎水性が高いため、基材との間により強い疎水性相互
作用を持つことが可能となり、例えば放射線グラフトする場合、効率的にポリエーテルと
ポリシロキサンからなる物質を基材に対してグラフトできるので好ましい。ただし、ポリ
エーテル中のＰＰＧの含有率が増加し過ぎると該共重合体の水に対する溶解性が低くなる
ので、ＰＰＧの含有率は５ｍｏｌ％以上であることが好ましく、１０ｍｏｌ％以上より好
ましく、２０ｍｏｌ％以上であることがさらに好ましい。一方で、９０ｍｏｌ％以下であ
ることが好ましく、８０ｍｏｌ％以下であることがより好ましく、６０ｍｏｌ％以下であ
ることがさらに好ましい。なお、本発明におけるＰＰＧの含有率（ｍｏｌ％）は式（１）
で算出するものとする。
Ｐ＝１００×（ａ）／（ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（１
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）
上式中、ＰはＰＰＧの含有率（ｍｏｌ％）とし、（ａ）はポリエーテル中のＰＰＧユニッ
トの数、（ｂ）はポリエーテル中のエーテルユニットの数とする。ポリエーテル中のＰＰ
Ｇユニットとは下記化学式で表される構造のことを指す。
【００１８】
【化２】

【００１９】
　また、ポリエーテル中のエーテルユニットとは下記化学式で表される構造のことを指す
。
【００２０】
【化３】

【００２１】
　上式においてＲ１は炭素数６以下のアルキル基である。ＰＰＧ含有率は核磁気共鳴分光
法（以下１Ｈ－ＮＭＲとする）などで測定することが可能である。
また、ポリエーテルは共重合されていてもよく、その場合、ポリエーテル中のＰＰＧの他
の共重合成分等としては、入手のしやすさ等の観点から、ＰＥＧがよい。また、かかるＰ
ＥＧとＰＰＧからなる物質において、その効果を損なわない程度に他の共重合成分等が含
まれていても構わない。
【００２２】
　抗凝固能を有する化合物の高分子鎖部分としてのＰＶＡ、また、親水性高分子化合物と
してのＰＶＡについて、ケン化度の低いＰＶＡはさらに基材を親水化する効果が高いので
好ましい。ここで言うケン化度とは式（２）で求められる数値である。ただし、ケン化度
が低すぎると水に対する溶解性が著しく低くなるので水溶液として基材に対して表面処理
することが困難となることがある。そのため、ケン化度は好ましくは５０ｍｏｌ％以上で
あり、より好ましくは７４ｍｏｌ％以上であり、さらに好ましくは７８ｍｏｌ％以上であ
る。逆にケン化度が高すぎても、水に対する溶解性が低下し、溶解時に加熱などが必要と



(8) JP 5320941 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

なり、生産性が低下するので好ましくない。したがって、ケン化度は９９．９ｍｏｌ％以
下が好ましく、９５ｍｏｌ％以下がより好ましく、９０ｍｏｌ％以下であることがさらに
好ましい態様である。
【００２３】
【化４】

【００２４】
【化５】

【００２５】
（ｋ）＝（ｍ）／（（ｎ）＋（ｍ））×１００　　　　　　　　　　　　　　　　式（２
）
　（式２）中の記号は以下の通り。
（ｋ）：ケン化度
（ｍ）：ＰＶＡ中の式［化４］で表されるモノマー繰り返し単位数
（ｎ）：ＰＶＡ中の式［化５］で表されるモノマー繰り返し単位数
　また、親水性高分子化合物の量も少なすぎると、血小板付着抑制効果が低いという問題
がある。本発明の膜は、表面親水性高分子量が２０重量％以上であることが好ましい。こ
こで、表面親水性高分子量とは、膜の表面における親水性高分子のモノマーユニットの重
量（モノマーユニットのモル数×モノマーユニットの分子量）を（Ａ）、膜の表面におけ
る膜を構成する高分子のモノマーユニットの重量（モノマーユニットのモル数×モノマー
ユニットの分子量）を（Ｂ）としたときに、Ａ／（Ａ＋Ｂ）で表される比率と定義する。
表面親水性高分子量は、膜の表面の親水性の度合いを表すパラメータとなる。
【００２６】
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　表面親水性高分子化合物の量は、膜の表面のみ、すなわち表面から深さ１０ｎｍ程度ま
でをＸ線光電子分光法（ＥＳＣＡ）（Ｘ線の入射角に対する検出器の角度は９０度）によ
り測定することで求められる。すなわちＥＳＣＡの測定により得られた、膜の処理前後の
Ｃ１ｓ、Ｏ１ｓスペクトルの面積強度変化から求められる。表面親水性高分子量は、２０
重量％以上であることが好ましく、３２重量％以上であることがより好ましい。表面親水
性高分子量が２０重量％未満になると、タンパク質などの有機物や生体成分の付着を抑制
する効果が低下する。
【００２７】
　本発明の膜は、抗トロンビン活性を有する化合物を含むものである。膜の表面に抗トロ
ンビン活性を有する化合物のみが導入された場合、トロンビンによる血液凝固反応の活性
化を抑制できるが、血小板凝集を抑制できないため、生体成分と接触させる用途において
、タンパク質や血小板の膜への付着を完全に抑制することができない。一方、膜の表面に
親水性高分子化合物のみが導入された場合、タンパク質や血小板の付着を抑制できるが、
トロンビンや他の凝固因子による活性化を抑制できないため、上記同様、血栓の生成等を
完全に抑制することができない。すなわち、一方の化合物の量を単に増加させることによ
って、本発明の課題を解決することはできない。しかしながら、本発明においては、抗ト
ロンビン活性を有する化合物および親水性高分子化合物を共に膜に接触させることにより
、初めて複数の凝固反応を抑制でき、抗血栓性に優れた膜が創製可能となるものである。
【００２８】
　本発明において、抗トロンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物は膜に対して
直接結合していてもよいし、いなくてもよい。ただし直接結合している方が、これらの化
合物が膜表面から脱離しにくいので効果が持続すること、及びこれらの化合物の溶出量低
減が期待できるため好ましい。このときの結合は共有結合、イオン結合、水素結合、配位
結合、疎水性相互作用などの化学結合があるが、共有結合は比較的強固な結合であるので
好ましい。また、これらの結合を複数組み合せた結合であってもよい。また抗トロンビン
活性を有する化合物と親水性高分子化合物とを膜表面に共有結合すなわちグラフトさせる
方法としては求核置換反応などによる有機化学的な方法と電離放射線を照射することによ
る放射線化学的な方法とがある。このうち放射線化学的な方法は反応副生成物が少なく、
かつ放射線の種類や線量を適宜選択することで膜の滅菌を同時に行うことも可能であり好
ましい。また、抗トロンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物は同時に処理して
も、別々に処理してもよい。親水性高分子化合物は、膜の製造時に原料とともに混練され
る等して、膜の一成分となっていてもよいが、膜の種類によっては、膜の機械的もしくは
化学的物性（例えば強度や脆性、表面電荷、表面濡れ性など）を損なう可能性がある。従
って、この様な場合は、膜の表面に当該親水性高分子化合物を含む水溶液等を接触させる
等の方法により、膜表面に導入固定してもよい。この様な導入固定方法を採ることで、膜
の種類を選択せずに適用できる範囲が広がるため、本発明の効果を多くの分野で活用でき
るだけでなく、用途のために最適化されるように親水性高分子化合物の種類を容易に変更
できるため、機能性や生産コストの面からより好適である。
【００２９】
　溶出物量の確認方法としては、下記要領で測定する方法が例として挙げられる。または
、同等の溶出量の結果が得られる方法であればよい。例えば、試薬にＨａｅｍｏＳｙｓ社
製のＥＣＡ－Ｔキットを使用し、装置にＴＥＣＯ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ社製のＣＯＡＴＲＯＮ　Ｍ１（ｃｏｄｅ　８０　８００　０
００）を使用する。血液もしくは生体成分、生体組織と接触する面積（中空糸の場合は血
液と接触する糸内表面積とする）（以下、面積Ａという）１ｃｍ２当たり１６０μｌのヒ
ト血漿で４時間洗浄する。洗浄後のヒト血漿を８０μｌ採取し、２０μｌの蒸留水を添加
する。この溶液をサンプル溶液とする。サンプル溶液を調製してすぐに、ＥＣＡ　ｐｒｏ
ｔｈｒｏｍｂｉｎ　ｂｕｆｆｅｒ　１００μｌ、サンプル溶液３０μｌ、ＥＣＡ－Ｔ　ｓ
ｕｂｓｔｒａｔｅ　２５μｌを混合し、３７℃の温度で６０秒間インキュベート後、装置
にセッティングする。これにＥＣＡ　ｅｃａｒｉｎ　ｒｅａｇｅｎｔ　５０μｌを添加し
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て測定を行う。予め、任意の濃度に調製した抗トロンビン活性を有する化合物の水溶液も
しくはブランクの蒸留水を２０μｌとヒト血漿８０μｌの混合溶液を同手法にて測定し、
結果を検量線として用い、検量線から算出された抗凝固能を有する化合物の量を溶出量と
する。
【００３０】
　膜表面における抗トロンビン活性を有する化合物の量は、その抗凝固能の強さに応じて
適宜変わるが、少なすぎると抗凝固能効果が低いという問題があるので１ｍｇ／ｍ２以上
が好ましく、５ｍｇ／ｍ２以上がより好ましく、１０ｍｇ／ｍ２以上がさらに好ましい。
一方、抗トロンビン活性を有する化合物の量が多すぎるとコストアップや溶出といった問
題があるので１００ｇ／ｍ２以下が好ましく、５０ｇ／ｍ２以下がより好ましく、１０ｇ
／ｍ２以下が更に好ましい。ここで、膜が多孔質膜の場合は細孔を含めた面積で除する。
膜表面における抗トロンビン活性を有する化合物の量は、次のように測定する。すなわち
、膜に対する抗トロンビン活性を有する化合物の添加量をベースとして、後続する工程、
例えば、主な工程は洗浄工程であり、膜に固定されていない未反応物を除去する工程で除
去される量を差し引くことで求められるが、これに限定されるものではない。
【００３１】
　また、本発明の膜の製造方法においては、抗トロンビン活性を有する化合物および親水
性高分子化合物を膜に接触させた状態で放射線照射する方法を用いることが好ましい。さ
らに、本発明の膜の製造方法の好ましい態様においては、有機溶媒の存在下でこれらの化
合物を膜に接触させた状態で放射線照射する方法を用いる。
【００３２】
　本発明で用いられる放射線とは、高エネルギーの粒子線および電磁波のことであり、そ
のような放射線としては、例えば、α線、β線、γ線、Ｘ線、紫外線、電子線および中性
子線などが挙げられる。これらの放射線のうち、エネルギーが特に高く効率よく基材の改
質ができるという点で、γ線と電子線がより好ましく用いられる。また、γ線、Ｘ線およ
び電子線は、線量をコントロールすることにより滅菌も同時に行うことができるので、医
療材料などの基材の改質に好適である。
【００３３】
　また、膜に対して放射線を照射する場合、放射線の線量が少ない場合は膜中の吸収線量
にばらつきが生じるなど、線量のコントロールが困難となる。そのため、放射線の線量は
、１ｋＧｙ以上であることが好ましく、より好ましくは５ｋＧｙ以上である。また、医療
材料などに用いられる膜において、改質と同時に滅菌も行うような場合、放射線の線量は
１０ｋＧｙ以上であることが好ましく、より好ましくは２０ｋＧｙ以上である。ただし、
過剰な線量の放射線の照射は膜自身を劣化させるので、放射線の線量は５０００ｋＧｙ以
下であることが好ましく、より好ましくは１０００ｋＧｙ以下であり、さらに好ましくは
１００ｋＧｙ以下である。
【００３４】
　抗トロンビン活性を有する化合物が放射線照射によりその活性が低下する場合は、有機
溶媒によりその活性低下を防ぐことが可能である。すなわち、有機溶媒の存在下に抗トロ
ンビン活性を有する化合物を接触させた膜に、放射線を照射するのである。
【００３５】
　本発明で好適に用いられる有機溶媒としては、水酸基を含有する溶媒が挙げられる。水
酸基は、放射線照射により発生したラジカルを安定化する効果が高く、かつ非イオン性の
官能基であり強い表面電荷を有する化合物との相互作用が小さく、かつ酸化還元力も小さ
く化合物の変性も少ない。特に２級および３級の水酸基は、ラジカルを安定化する効果が
より高いので、本発明においては少なくとも一つに２級または３級の水酸基を有する有機
溶媒、例えばグリセリンやプロピレングリコール（以下、ＰＧという）やイソプロパノー
ル（以下、ＩＰＡという）、２－ブタノール、２，３－ブタンジオールおよび１，３－ブ
タンジオールなどが用いられる。ただし、エチレングリコールやエタノールのような１級
の水酸基のみを有する有機溶媒はラジカルを安定化する効果が低いこと、エタノールのよ
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うな引火性の高い溶媒は含有率を高くすると危険であることなどから、本発明でいう有機
溶媒には含まれない。また、本発明の化合物の滅菌方法を医療材料、またはこれが内蔵さ
れる医療用具の製造に用いる際は、その安全性を考慮する必要があるため、非水溶媒は毒
性の低いものが好適に用いられる。
【００３６】
　また、有機溶媒水溶液における水分率の上限は９０ｖｏｌ％であり、９０ｖｏｌ％を超
えると有機溶媒のラジカル安定化の効果が十分に得られない。９０ｖｏｌ％以下の範囲に
おいては、水分率が多い方が好ましい。一方、水分率が低い場合、例えば医療用具などに
用いる際、洗浄後の有機溶媒残留が生体適合性に影響を与えることが懸念される他、例え
ば放射線グラフトに用いる場合にグラフト効率が低下することが考えられる。よって水分
量は全溶媒量の２５ｖｏｌ％以上であることが好ましく、より好ましくは５０ｖｏｌ％以
上である。
【００３７】
　本発明において、化合物の有機溶媒における濃度については特に限定されるものではな
いが、化合物によっては濃度が濃すぎると化合物間で架橋反応が進行してゲル化などによ
り、化合物本来の物性が失われるおそれがあるので、化合物の有機溶媒の水溶液における
濃度は５０重量％以下が好ましく、より好ましくは３０重量％以下であり、さらに好まし
くは２０重量％以下である。
【００３８】
　本発明における水分率とは、次式で定義されるものである。
抗トロンビン活性を有する化合物および該化合物を溶解および／または分散している有機
溶媒水溶液に含まれる水の体積）／（抗トロンビン活性を有する化合物および該化合物を
溶解および／または分散している有機溶媒水溶液の体積）×１００（％）
　有機溶媒の存在下で、抗トロンビン活性を有する化合物を膜に接触させる方法としては
、抗トロンビン活性を有する化合物を有機溶媒に溶解または分散し、得られた液体に膜を
浸漬させたり、膜に塗布したりする方法が挙げられる。ここで、抗凝固能を有する化合物
が溶解するとは、その化合物が溶媒に溶けて均一混合物、すなわち溶液になることを指す
。また、抗トロンビン活性を有する化合物が分散するとは、その化合物がコロイドやミセ
ル状態など溶媒中に散在することを指す。また、抗トロンビン活性を有する化合物が目的
の有機溶媒に溶解しにくい場合は、抗トロンビン活性を有する化合物に対する溶解度が高
い溶媒に溶解させた溶液を膜と接触させた後に、その溶媒を目的とする有機溶媒に置換し
てもよい。このとき抗トロンビン活性を有する化合物を溶解させる溶媒は、水などの無機
溶媒でもよい。すなわち、抗トロンビン活性を有する化合物を水に溶解した溶液に膜を接
触させた後、水を有機溶媒に置換してから膜に放射線を照射するのである。また、本発明
者らは、抗トロンビン活性を有する化合物を有する液体を膜に接触させた状態で放射線照
射を行うと、放射線により化合物が膜内部に浸透する場合があり、膜表面に抗凝固機能を
付与するために十分な存在量を表面上にて確保できない場合があることを見出した。さら
に検討を進めた結果、当該液体を接触させた後、排出等を行って除去し、その後に放射線
照射を行うと、膜表面に十分な抗凝固機能を付与するための化合物の存在量を確保でき、
最低限の添加量とできることを見出した。
【００３９】
　また、本発明では、あらかじめ抗トロンビン活性を有する化合物を膜に塗布もしくは吸
着させ、その化合物が付着した膜を有機溶媒に浸漬させてもよい。
【００４０】
　また、本発明において、抗トロンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物を用い
られる緩衝液とは、少量の酸や塩基を加えたり、多少濃度が変化したりしてもｐＨが変化
しないようにした溶液のことであり、例えば、リン酸緩衝液、トリスヒドロキシメチルア
ミノメタン緩衝液、ビス（２－ヒドロキシエチル）イミノトリス（ヒドロキシメチル）メ
タン（以下、Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓという）緩衝液、酢酸緩衝液、クエン酸緩衝液およびホウ
酸緩衝液などが挙げられる。これらのうち、リン酸緩衝液、Ｔｒｉｓ緩衝液およびＢｉｓ
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－Ｔｒｉｓ緩衝液は中性および酸性領域における緩衝作用を有することと、生理活性を有
する化合物の溶媒として添加されることが多いことから好適である。ただし、ｐＨ３未満
のような強酸性条件下やｐＨ１０以上のような強塩基性条件下では、抗トロンビン活性を
有する化合物や親水性高分子中の一部の分子構造に変化を生じ、物理的機能、化学的機能
または生物的機能が変化することや例えばグラフト固定化膜を創製する場合に膜自体の性
能が低下することが考えられるので、緩衝範囲はｐＨ３以上であり、５以上が好ましい。
また、上限としてはｐＨ１０未満であり、８以下が好ましい。ｐＨの測定にはガラス電極
法を用いるが、同等の精度で測定できるものであれば、これに限定されるものではない。
また、本発明で用いられる緩衝液を含む溶液とは、上記緩衝液の水溶液や、他の溶媒、溶
液を含む溶液を意味するものであるが、緩衝液を含む溶液全体として上記した緩衝液のｐ
Ｈの範囲を超えて変動するものを意味するものではなく、好ましくは緩衝液のｐＨが変動
しないものである。
【００４１】
　また本発明では、抗トロンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物を含む液体を
膜に接触させる際、抗酸化剤を併用することも可能である。抗酸化剤が、放射線照射によ
り発生したヒドロキシラジカルを捕捉し、抗凝固能を有する化合物の変性を抑制する効果
が期待できるからである。ここでいう抗酸化剤とは、他の分子に電子を与えやすい性質を
持つ分子を有する化合物のことを言うが、膜や抗トロンビン活性を有する化合物、親水性
高分子化合物が放射線によって変性することを抑制する性質をもつものでもある。
【００４２】
　抗酸化剤としては、例えば、ビタミンＣなどの水溶性ビタミン類、ポリフェノール類、
ソジウムハイドロサルファイト、ピロ亜硫酸ナトリウム、二チオン酸ナトリウムなどの無
機塩類、尿酸、システインおよびグルタチオンなどが挙げられるが、これらに限定される
ものではない。これらの抗酸化剤は単独で用いてもよく、２種類以上を混合して用いても
よい。本発明の膜を医療材料に用いる際は、その安全性を考慮する必要があるため、毒性
の低い抗酸化剤が用いられる。抗酸化剤の濃度は、含有する抗酸化剤の種類や放射線の照
射線量などにより異なるため、適宜、最適な濃度で使用すればよい。
【００４３】
　抗トロンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物を膜表面に付与した後に、これ
ら化合物の溶出量を低減するために、放射線を照射する前もしくは後、または前後両方に
膜を洗浄することも可能である。特に放射線を照射した後は、抗トロンビン活性を有する
化合物と親水性高分子化合物が膜表面に共有結合されているので、過剰な洗浄でも抗トロ
ンビン活性を有する化合物と親水性高分子化合物が過剰に除去される危険性は低い。さら
に、洗浄によって未反応物や副生成物を除去できることから、特に医療用途には安心して
使用することができる。洗浄には水、生理食塩水、ｐＨ緩衝液や有機溶媒を用いることが
できる。また界面活性剤の溶液は、洗浄効果が高い。
【００４４】
　本発明において界面活性剤とは、一般にいう界面活性剤を意味するものであり、水に対
して強い表面活性を示し、分子内に親水性の部分と疎水性（親油性）の部分とを併せ持つ
物質である。界面活性剤のうちイオン系界面活性剤は、イオン性の官能基を有する基材ま
たは親水性高分子化合物を用いた場合、静電的な相互作用により界面活性剤が結合して表
面の物性が変化する可能性を否定できない。そのため、非イオン性の界面活性剤が好まし
く用いられる。非イオン系の界面活性剤のうち、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエ
ーテルとポリオキシエチレンアルキルエーテルは特に洗浄効果が優れている。
【００４５】
　本発明において、界面活性剤は固体や粘性の液体であることが多く、洗浄に用いる場合
は、取扱性の面で溶液の状態とすることが好ましい。溶液の濃度は、低すぎると十分な洗
浄効果が得られないことがあり、逆に高すぎると生産コストが高くなるのみでなく膜を変
性させることにつながりかねない。したがって界面活性剤水溶液の濃度は、好ましくは０
．００１重量％以上であり、より好ましくは０．００５重量％以上であり、さらに好まし
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くは０．０１重量％以上である。一方で、好ましい上限濃度は２０重量％以下であり、よ
り好ましくは１０重量％以下の範囲であり、さらに好ましくは５重量％以下の範囲である
。
【００４６】
　膜の洗浄方法としては、余剰の抗凝固能を有する化合物および親水性高分子化合物が溶
脱し得るように、膜に界面活性剤あるいは界面活性剤を添加した溶液等の洗浄剤を接触せ
しめる方法であればよい。例えば、洗浄液を所定の流量にて所定の方向に流通させること
によって洗浄する方法が、最も効率的でありよく洗浄することができる。また、洗浄方法
として、界面活性剤に膜を浸漬させる方法を採ってもよい。例えば、血液浄化用モジュー
ルの充填液として界面活性剤あるいは界面活性剤を添加した溶液を用いることも可能であ
る。膜に界面活性剤あるいは界面活性剤を添加した溶液を所定の方向に流通させるとき、
膜の周りを循環させてもよいが、抗トロンビン活性を有する化合物および親水性高分子化
合物等が溶出した界面活性剤を再使用することは、洗浄効率の低下につながることがある
。洗浄液を所定の流量で流通させて洗浄するときの流量は、少なすぎると十分な洗浄効果
が得られないことがある。また、流量が多すぎると洗浄時間が長くなり生産性が低下する
。したがって、基材表面積あたりの流量は、０．５Ｌ／ｍ２以上が好ましく、より好まし
くは１Ｌ／ｍ２以上であり、さらに好ましくは３Ｌ／ｍ２以上である。一方、流量の上限
としては、３００Ｌ／ｍ２以下が好ましく、より好ましくは２００Ｌ／ｍ２以下であり、
さらに好ましくは１００Ｌ／ｍ２以下である。
【００４７】
　また、膜を界面活性剤で洗浄した後に、さらに水や生理食塩水で洗浄することにより、
界面活性剤の膜への残存を防ぐことができる。ここで、水および生理食塩水で洗浄すると
は、これらを別々に用いて洗浄することを意味する。
【００４８】
　また、放射線照射前に洗浄することにより、グラフトしていない抗トロンビン活性を有
する化合物および親水性高分子化合物の量を少なくすることが可能となり、放射線照射後
の洗浄量を少なくすることができる。
【実施例】
【００４９】
［ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの作製方法］
　アイソタクティック－ＰＭＭＡ５重量部とシンジオタクティック－ＰＭＭＡ２０重量部
を、ジメチルスルホキシド７５重量部に加え、１１０℃で８時間撹拌し製膜原液を得た。
この製膜原液をオリフィス型二重円筒型口金から吐出し、空気中を３００ｍｍ通過させた
後、水１００％の凝固浴中に導き中空糸膜を得た。この際、内部注入気体として乾燥窒素
を用いた。得られた中空糸膜の内径は０．２ｍｍであり、膜厚は０．０３ｍｍであった。
【００５０】
　上記のようにして準備したＰＭＭＡ中空糸膜を５０本束ねた。中空糸膜中空部が閉塞し
ないように留意しつつその両末端をウレタン系ポッティング剤でモジュールケースに固定
し、ミニモジュール（図１）を作成した。該ミニモジュールの直径は約７ｍｍ、長さは約
１２ｃｍであり、一般的な中空糸型透析器同様に中空糸の内側に通ずるポート（血液ポー
ト）を２個と外側に通ずるポート（透析液ポート）を２個有している。該ミニモジュール
の中空糸およびモジュール内部を蒸留水にて洗浄した。
［緩衝液の調製］
　ｐＨ５の緩衝液はＢｉｓ－Ｔｒｉｓ（同仁化学製）と塩化ナトリウム（シグマアルドリ
ッチ製）を各々最終濃度０．０５Ｍ，０．１Ｍとなるように超純水に溶解させ、６規定塩
酸（シグマアルドリッチ製）を滴下しながらｐＨ５となるように調製した。ｐＨの測定に
はガラス電極法を用い、ＨＯＲＩＢＡ製ｐＨメータ　カスタニーＬＡＢ　Ｆ－２２を用い
て測定した。その結果、ｐＨは５．０であった。
［化合物Ａの充填量測定］
　化合物Ａの充填量測定には、試薬にＨａｅｍｏＳｙｓ社製のＥＣＡ－Ｔキットを使用し
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、装置にＴＥＣＯ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ社
製のＣＯＡＴＲＯＮ　Ｍ１（ｃｏｄｅ　８０　８００　０００）を使用した。
１．ヒト血漿（コスモバイオ発売　Ｈｕｍａｎ　Ｐｌａｓｍａ　１２２７１２１０，　ｌ
ｏｔ．１６８７８）８０μｌに、測定対象溶液を２０μｌ加え攪拌した。この溶液をサン
プル溶液とする。
２．ＥＣＡ　ｐｒｏｔｈｒｏｍｂｉｎ　ｂｕｆｆｅｒ　１００μｌ、サンプル溶液３０μ
ｌ、ＥＣＡ－Ｔ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　２５μｌを混合し３７℃の温度で６０秒間インキ
ュベートし、装置にセッティングした。
３．ＥＣＡ　ｅｃａｒｉｎ　ｒｅａｇｅｎｔ　５０μｌ加えて測定を行った。
ブランクの測定対象溶液として超純水を用い調製したサンプルで測定を行った。化合物Ａ
の標準溶液を測定した結果から、検量線を作成し、抗トロンビン活性から化合物Ａの存在
量を算出した。各実施例、比較例、参考比較例に記載の条件で、ミニモジュールへ化合物
Ａと化合物Ｂからなる溶液を充填し、充填前とγ線照射前の溶液中に残存する化合物Ａの
存在量を測定し、充填量とした。
［化合物Ａのグラフト量測定］
　各実施例、比較例、参考比較例におけるγ線照射後の洗浄液を上記化合物Ａの充填量測
定における測定対象溶液とし、化合物Ａの存在量を測定した。ここで、化合物ＡはＰＧ３
０体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加しｐＨは５に調整）中でγ線照射する
と、抗トロンビン活性がγ線照射前の約８０％になることから、抗トロンビン活性から化
合物Ａの存在量を算出する際、１．２５を乗じた。化合物Ａのグラフト量を下記式から求
めた。
（化合物Ａのグラフト量）＝（化合物Ａの充填量）－（洗浄液中の化合物Ａ存在量）×１
．２５
［溶出物確認方法］
　血液中への溶出物の確認は以下の方法で行った。すなわち、蒸留水に抗トロンビン活性
を有する化合物Ａと化合物Ｂを溶解して、所定濃度の化合物Ａ及び化合物Ｂの水溶液を調
製し、各実施例と比較例に示すような組成の溶液に調製し、所定量をミニモジュールに充
填し、γ線照射した。化合物Ａ及び化合物Ｂの水溶液をミニモジュールに充填するときの
具体的手順は、各実施例、比較例にて後述する。また、比較例１と２で化合物Aと化合物B
を充填する際に使用した回路を示す概略系統図を図２に示す。
【００５１】
　図１において、ミニモジュール６の片側の血液ポートに内径０．８ｍｍ、長さ５２ｃｍ
のシリコンチューブ７をつなぎ、回路の途中にはペリスタポンプ８を設置した。もう一方
の血液ポートに内径０．８ｍｍ、長さ１６ｃｍのシリコンチューブをつないだ。両シリコ
ンチューブの血液ポートにつないでいない側を、ＢＥＣＴＯＮ　ＤＩＣＫＩＮＳＯＮ社製
５ｍｌポリスチレンラウンドチューブ９（Ｃｏｄｅ：３５２０５４）に差し込み、循環回
路を作製した。
【００５２】
　次に、各実施例、比較例に示す洗浄方法を実施した後、上記回路を使用して、血漿循環
実験を以下の方法で行った。すなわち、ヒト血漿（図２中１０）５ｍｌを前記ポリスチレ
ンラウンドチューブ９から加えてシリコンチューブを血液ポートに差し入れ、ペリスタポ
ンプ８によって流速を０．５ｍｌ／ｍｉｎとして送液し、初流２分間分の量は廃棄した後
４時間循環した。循環後の血漿中における化合物Ａの溶出量をＥＣＡ－Ｔｋｉｔにより測
定した。
［血液循環試験］
血液はボランティアから提供され、クエン酸を採血量の９分の１の体積比で予め添加した
溶液に採血した。循環試験直前にクエン酸加血１ｍｌに対して凝固促進剤としてカルチコ
ールを４３６μｌとなるよう血液に添加した。循環回路にはシリコンチューブ（図３中１
１）を用い、ペリスタポンプ（図３中８）で循環した。流量は０．９ｍｌ／ｍｉｎに調節
し、図１記載の１‘と接続したシリコンチューブから血液を入れ、中空糸内部の気泡を除
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去し、図１記載の１と接続したシリコンチューブから出てきた初流の０．５ｍｌは廃棄し
た。続いて、素早くシリコンチューブの開口部を包接（図３中１２）し閉鎖系の回路を作
成した（図３）。循環時間は、回路内の凝固が進むにつれてチューブ内圧が上昇すること
によって起こる回路の包接部の解放までにかかる時間を測定した。当該時間が長い程、回
路内の凝固が起こり難い、抗血栓性に優れた膜であることを示す。
（実施例１）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側（中空糸内側）と非接触側（中空糸外側）
の液体を圧空によって除去した。続いて、化合物Ａを５０００μｇ／ｍｌと下記化学式に
て示されるＰＥＧ化ポリシロキサン（化合物Ｂ）
【００５３】
【化６】

【００５４】
を１０００μｇ／ｍｌ含むＰＧ３０体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加しｐ
Ｈは５に調整）を血液接触側にのみ１ｍｌシリンジを用いて約４００μｌを充填した。４
ヶ所のポートを密栓した状態でγ線を照射した。このときγ線の吸収線量は２５ｋＧｙで
あった。該ミニモジュールの中空糸膜およびモジュール内部を、ペリスタポンプを用いて
２５℃の温度の０．０２５重量％のポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル（（以
下、ＴｒｉｔｏｎＸ－１００という）シグマアルドリッチ製Code30-5140-5）水溶液を流
速１０ｍｌ／ｍｉｎで流し、４時間洗浄した。新たに調製したＴｒｉｔｏｎＸ－１００水
溶液を用い、同条件で再び４時間洗浄した。その後、該ミニモジュールの中空糸膜および
モジュール内部を、ペリスタポンプを用いて２５℃の温度の蒸留水及び生理食塩水、各３
００ｍｌを流速１０ｍｌ／ｍｉｎで流して洗浄し、中空糸膜ミニモジュールを得た。蒸留
水洗浄と生理食塩水洗浄は同時ではない（γ線照射後からここまでの操作を操作１と略す
）。化合物Ａの充填量は１．５ｇ／ｍ２、使用量は１．５ｇ／ｍ２であり、グラフト量は
８６ｍｇ／ｍ２であった。化合物Ａの溶出量を測定したところ０μｇ／ｍｌであった。ま
た血液循環試験の結果、循環時間は３５分であった。
（実施例２）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側と非接触側の液体を圧空によって除去した
。続いて、化合物Ａを５０００μｇ／ｍｌと化合物Ｂを１０００μｇ／ｍｌ含むＰＧ３０
体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加しｐＨは５に調整）を血液接触側にのみ
１ｍｌシリンジを用いて約４００μｌを充填した。その後、圧空によって充填液を排出さ
せた。４ヶ所のポートを密栓した状態でγ線を照射した。このときγ線の吸収線量は２５
ｋＧｙであった。さらに実施例１の操作１を行った。化合物Ａの充填量は０．３５ｇ／ｍ
２、使用量は０．７ｇ／ｍ２であり、グラフト量は１７ｍｇ／ｍ２であった。化合物Ａの
溶出量を測定したところ０μｇ／ｍｌであった。また血液循環試験の結果、循環時間は３
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８分であった。これは、実施例１では、液体を充填した状態でγ線を照射させたため、若
干量の化合物Ａが膜内部に浸透して、抗凝固機能を発揮するための表面存在量が低下した
（グラフト量は実施例１の方が多いが、これは膜内部の存在量まで測定した結果である）
が、本実施例では、充填液の排出除去後にγ線を照射しているため、化合物Ａの表面存在
量が多いためであると考えられる。
（比較例１）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側と非接触側の液体を圧空によって除去した
。ペリスタポンプによって１ｍｌ／ｍｉｎの流速で化合物Ａ及び化合物Ｂを含む水溶液（
１００μｇ／ｍｌ含むＰＧ３０体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加しｐＨは
５に調整）水溶液３０ｍｌをＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの一方の血液ポートから導入
してもう一方の血液ポートへ流し、１５分間循環した。続いて、新たに調製した化合物Ａ
及び化合物Ｂを含む（各々１００ｐｐｍ）水溶液３０ｍｌを栄研チューブ（図２中９）に
入れ、中空糸内を経由しもう一方の血液ポートから出し、チューブを介しかかる血液ポー
ト側の透析液ポートに入れもう一方の透析液ポートへと流し、これを１５分間循環した。
その後、実施例１と同一の条件でγ線を照射し、操作１を行った。化合物Ａの溶出量を測
定したところ０μｇ／ｍｌであった。また血液循環試験の結果、循環時間は２３分であっ
た。
（比較例２）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側と非接触側の液体を圧空によって除去した
。ペリスタポンプによって１ｍｌ／ｍｉｎの流速で化合物Ａ及び化合物Ｂを含む水溶液（
各々１０００μｇ／ｍｌ含むＰＧ３０体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加し
ｐＨは５に調整）水溶液３０ｍｌを栄研チューブ（図２中９）に入れ、ＰＭＭＡ中空糸ミ
ニモジュールの一方の血液ポートから導入してもう一方の血液ポートへ流し、１５分間循
環した。続いて、新たに調製した化合物Ａ及び化合物Ｂを含む水溶液（濃度は各々１００
０ｐｐｍ）水溶液３０ｍｌを中空糸内を経由しもう一方の血液ポートから出し、チューブ
を介しかかる血液ポート側の透析液ポートに入れもう一方の透析液ポートへと流し、これ
を１５分間循環した。その後、実施例１と同一の条件でγ線を照射し、操作１を行った。
化合物Ａの溶出量を測定したところ０μｇ／ｍｌであった。また血液循環試験の結果、循
環時間は２５分であった。
（比較例３）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側と非接触側の液体を圧空によって除去した
。続いて、化合物Ａを５０００μｇ／ｍｌとＰＥＧ化ポリシロキサン（化３、化合物Ｂ）
を１０００μｇ／ｍｌ含むＰＧ３０体積％の水溶液（Ｂｉｓ－Ｔｒｉｓ緩衝液を添加しｐ
Ｈは５に調整）を血液接触側及び非接触側に５ｍｌシリンジを用いて約２ｍｌ充填した。
４ヶ所のポートを密栓した状態でγ線を照射した。このときγ線の吸収線量は２５ｋＧｙ
であった。操作１を行った。化合物Ａの充填量は１．５ｇ／ｍ２、使用量は８．０ｇ／ｍ
２であった（グラフト量は測定しなかった）。化合物Ａの溶出量を測定したところ０μｇ
／ｍｌであった。また血液循環試験の結果、循環時間は３５分であった。すなわち、本態
様では、実施例１、２に比べて化合物Ａの使用量が格段に多いものの、血液接触側と非接
触側の両方に液体充填した場合は、同等の循環時間の結果しか得られないことが示されて
いる。
（比較例４）
　ＰＭＭＡ中空糸ミニモジュールの血液接触側と非接触側に蒸留水を充填し、４ヶ所のポ
ートを密栓した状態でγ線を照射した。このときγ線の吸収線量は２５ｋＧｙであった。
ミニモジュールの中空糸膜およびモジュール内部を、ペリスタポンプを用いて２５℃の温
度の蒸留水及び生理食塩水、各３００ｍｌを流速１０ｍｌ／ｍｉｎで流して洗浄し、中空
糸膜ミニモジュールを得た。蒸留水洗浄と生理食塩水洗浄は同時ではない。化合物Ａの溶
出量を測定したところ０μｇ／ｍｌであった。また血液循環試験の結果、循環時間は２０
分であった。
【図面の簡単な説明】
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【００５５】
【図１】本発明の実施例および比較例で用いたミニモジュールを例示する概略側面図であ
る。
【図２】本発明の実施例および比較例における化合物Aの溶出確認で血漿循環および洗浄
に使用した回路を示す概略系統図である。また、比較例１と２で化合物Aと化合物Bを充填
する際に使用した回路を示す概略系統図である。
【図３】本発明の実施例および比較例における血液循環試験で使用した回路を示す概略系
統図である。
【符号の説明】
【００５６】
１、１’：血液ポート
２、２’：透析液ポート
３：モジュールケース
４：中空糸分離膜
５：ポッティング剤
６：ミニモジュール
７：シリコンチューブ（０．８×４．１）
８：ペリスタポンプ
９：ポリスチレンラウンドチューブまたは栄研チューブ
１０：血漿
１１：シリコンチューブ（２×４）
１２：包接部シリコンチューブ（２×４）

【図１】 【図２】
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