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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、
　十分に低い表面張力を有する十分量の液体中で前記疎水性ポリエーテルスルホン・メン
ブランを予め湿潤させる操作と、
　湿潤状態の前記疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを十分量の酸化剤水溶液に暴
露する操作と、
　前記暴露する操作の後、十分な温度で十分な時間の間前記疎水性ポリエーテルスルホン
・メンブランを加熱する操作と、
を含む、親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法。
【請求項２】
　ゲル・ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、
　前記ゲル・ポリエーテルスルホン・メンブランを十分量の酸化剤水溶液に暴露する操作
と、
　前記暴露する操作の後、十分な温度で十分な時間の間疎水性ポリエーテルスルホン・メ
ンブランを加熱する操作と、
を含む、親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法。
【請求項３】
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、
　前記疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランをイソプロピルアルコール中で予め湿潤
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させる操作と、
　得られたメンブランを脱イオン水で洗浄する操作と、
　得られたメンブランを十分な継続時間の間十分な過硫酸アンモニウム（ＮＨ4）2Ｓ2Ｏ8

水溶液中に浸漬する操作と、
を含む、親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００４年１０月１３日出願のＭｅｚｈｉｒｏｖらの米国仮特許出願第６０
／６１８，５２２号明細書の一部継続出願（この開示は、本開示と矛盾しない範囲内で参
照により本明細書に組み入れられるものとする）である。
【０００２】
　本開示は、商業用途に好適な親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの改良された効
率的かつ効果的な製造方法と、それにより製造されて得られる商業用途に好適な親水性ポ
リエーテルスルホン・メンブランと、に関する。
【背景技術】
【０００３】
　公知のごとく、ポリエーテルスルホン・メンブランは、本来、疎水性である。ほとんど
のメンブラン用途では、親水性メンブランの使用が必要とされる。疎水性ポリエーテルス
ルホン・メンブランを親水性ポリエーテルスルホン・メンブランに変換するための（メン
ブランの親水化を行うための）いくつかの異なる方法が知られている。これらの方法のい
くつかは、複雑かつ高価であり、一方、他のものは、高純度メンブランを提供することが
できない（たとえば、メンブランは、親水性塗膜に使用される有害なモノマの残留物を含
有することもある）。
【０００４】
　いくつかの異なる従来の公知のポリエーテルスルホン・メンブラン親水化方法は、特許
および科学文献に提示されている。公知の従来の一方法では、ポリエーテルスルホン・メ
ンブランの親水化は、疎水性メンブランを親水性ポリマで被覆することにより達成された
。メンブランへの親水性ポリマの望ましい永久的結合を提供するために、親水性塗膜層は
、通常、架橋反応に付されたり、または塗膜ポリマは、疎水性ポリエーテルスルホン・メ
ンブランの表面にグラフト化されたりした。以上の方法は、以下の特許および出版物に開
示されている。
【０００５】
　米国特許第４，６１８，５３３号明細書には、直接的メンブラン被覆によるポリエーテ
ルスルホン・メンブラン親水化方法が開示された。記載のごとく、疎水性メンブランをア
ルコールで予め湿潤させ、次に、親水性モノマと多官能性モノマ（架橋剤）と重合開始剤
とを含有する水溶液中に浸漬した。次に、熱重合またはＵＶ開始重合を用いてモノマおよ
び架橋剤を重合させることにより、メンブラン表面上に架橋型親水性ポリマの塗膜を形成
した。
【０００６】
　米国特許第６，１９３，０７７Ｂ１号明細書および同第６，４９５，０５０Ｂ２号明細
書には、親水性ポリマ（ポリアルキレンオキシド）と少なくとも１種の多官能性モノマ（
架橋剤）との水溶液中にメンブランを浸漬してからモノマを重合することによりポリエー
テルスルホン・メンブランを被覆することが提案された。記載のごとく、その結果として
非抽出性親水性塗膜が得られた。
【０００７】
　論文「低温プラズマ誘起グラフト重合によるポリ（エーテルスルホン）限外ろ過メンブ
ランの表面改質法（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｌｙ（ｅｔ
ｈｅｒ　ｓｕｌｆｏｎｅ）　Ｕｌｔｒａｆｉｌｔｒａｔｏｎ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｂｙ
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　Ｌｏｗ－Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｌａｓｍａ－Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｇｒａｆｔ　Ｐｏ
ｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ）」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，第７２巻，第１６９９－１７１１頁（１９９９年））には、グラフ
ト反応によるポリエーテルスルホン・メンブランの親水化法が記載されている。そこに記
載されているこのプロセスでは、親水性ポリエーテルスルホン・メンブランは、低温ヘリ
ウムプラズマ処理およびそれに続くメンブラン表面上への親水性モノマＮ－ビニル－２－
ピロリドンのグラフト化に付された。
【０００８】
　他の公知の従来の方法では、疎水性ポリエーテルスルホン・ポリマを溶媒に溶解して、
それを同溶媒に可溶な親水性添加剤と配合することにより、ポリエーテルスルホン・メン
ブランの親水化が達成された。得られた配合溶液は、親水性メンブランをキャストするた
めに使用された。
【０００９】
　以下の特許には、ポリエーテルスルホン・ポリマを親水性添加剤と配合することによる
代表的な従来のポリエーテルスルホン・メンブラン親水化方法が開示されている。
【００１０】
　米国特許第４，９４３，３７４号明細書には、ポリエーテルスルホンを溶液状態で親水
性ポリマ（ポリエチレングリコール、ＰＶＡ、ポリアクリル酸、ポリビニルピロリドンな
ど）と配合することが提案された。この特許によれば、その結果として配合溶液から得ら
れたメンブランは、親水性であった。
【００１１】
　米国特許第６，０７１，４０６号明細書には、ポリエーテルスルホンを溶液状態で湿潤
剤（親水性単位と疎水性単位とを有するブロックコポリマ）と配合することによる親水性
ポリエーテルスルホン・メンブランの製造法が開示された。得られたメンブランにおいて
、ブロックコポリマの疎水性単位は、疎水性マトリックス（ポリエーテルスルホン）に永
久的に結合され、メンブラン表面上に親水性単位が残存した。この特許によれば、湿潤剤
はメンブランに永久的に結合されて浸出されえないので、得られたメンブランは、永久的
親水性を有していた。
【００１２】
　米国特許第５，１７８，７６５号明細書には、ポリエーテルスルホンを親水性のポリ－
２－オキサゾリン樹脂およびポリビニルピロリドン樹脂と配合することによるポリエーテ
ルスルホン・メンブランの親水化法が開示された。この特許によれば、それにより得られ
たメンブランは、長期水湿潤性を呈した。
【００１３】
　米国特許第６，４９５，０４３Ｂ１号明細書には、ポリエーテルスルホンを親水性エチ
レンオキシド／プロピレンオキシドコポリマと配合することによるポリエーテルスルホン
・メンブラン親水化方法が開示された。この特許によれば、得られた親水性メンブランは
、低減されたファウリング傾向を有していた。当業者には公知のごとく、「ファウリング
」という用語は、ろ過プロセス時にメンブラン細孔を塞ぐことを意味する。
【００１４】
　米国特許第６，０３９，８７２号明細書には、ポリエーテルスルホンを熱重合用の親水
性モノマおよび開始剤と配合することによる親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの
製造方法が開示された。配合後、ポリマ溶液は、配合モノマの重合を開始するのに十分な
温度に加熱された。報告によれば、得られたポリマ溶液は、ポリエーテルスルホンと親水
性ポリマとの配合物を含有していた。報告によれば、この得られた溶液から作製されたメ
ンブランは、親水性であった。
【００１５】
　米国特許第４，９６４，９９０号明細書には、ポリエーテルスルホンを溶液状態で親水
性添加剤と配合することと、続いてメンブランに親水性塗膜を設けることと、の組合せを
含む方法が開示された。この特許に記載の方法では、ポリエーテルスルホンは、溶液状態
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で親水性ポリマ（ポリエチレングリコールまたはポリビニルピロリドン）と混合され、次
に、メンブランは、キャストされ、クエンチされ、そして乾燥された。乾燥されたメンブ
ランは、ポリビニルアルコールの水溶液で後処理され、次に、架橋された。この特許では
、得られるメンブランは、長時間のイソプロパノール処理または長時間の熱処理に付され
た後、永久的な湿潤性および安定性を有すると主張された。
【００１６】
　さらに他の公知の従来の方法では、ポリエーテルスルホン・メンブランの親水化は、低
温プラズマで処理することにより達成された。以下の出版物には、ポリエーテルスルホン
・メンブランの親水化のためのプラズマ反応の応用法が記載されている。
【００１７】
　学位論文「低温プラズマを用いる多孔性高分子材料の表面改質法（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｍ
ｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ　ｕｓｉｎｇ　ｌｏｗ－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｐｌａｓｍａｓ）」（Ｍｉｃｈｅｌ
ｌｅ　Ｌ．Ｓｔｅｅｎ著，Ｃｏｌｏｒａｄｏ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，１９
９４年）には、ポリエーテルスルホンをはじめとする異なるポリマから得られるいくつか
のメンブランの表面改質法が記載された。これらのメンブランに永久的親水性を付与する
ために、メンブランは、低温プラズマで処理された。プラズマ処理によりヒドロキシルラ
ジカル（ＯＨラジカル）の生成が開始されることが報告された。ＯＨラジカルは、メンブ
ラン改質に関与する主要な反応種であった。ＯＨラジカルの作用に起因して、酸化反応が
起こり、酸素を含有する親水性基がメンブラン表面上に出現した。これらの極性基の存在
によりメンブランは親水性になることが報告された。
【００１８】
　論文「低温ＣＯ2プラズマ処理による多孔性ポリ（エーテルスルホン）メンブランの改
質法（Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　Ｐｏｌｙ（ｅｔｈｅｒ　ｓｕｌ
ｆｏｎｅ）　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ　ｂｙ　Ｌｏｗ－Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ＣＯ2　Ｐ
ｌａｓｍａ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｈｙ
ｓｉｃｓ，第４０巻，第２４７３－２４８８頁（２００２年））には、低温ＣＯ2プラズ
マ処理によるポリエーテルスルホン・メンブランの親水性改質法が記載された。この論文
では、メンブランを空気に暴露した直後にメンブラン表面上に大気中の酸素および窒素が
いくらか取り込まれて主にプラズマ処理中にメンブラン上に親水性機能が形成されると主
張されている。
【００１９】
　上述の従来の方法の欠点を以下に提示する。
【００２０】
　ポリエーテルスルホン・メンブラン親水化被覆方法
　上述のメンブラン被覆プロセスの欠点の１つは、それらの複雑度である。代表的かつ典
型的なメンブラン被覆スキームの１つを図１に示す。図示されるように、疎水性ポリエー
テルスルホン・メンブラン１０は、アルコール溶液１２中で予め湿潤され、次に、水１３
で洗浄され、そして親水性モノマと架橋剤（多官能性モノマ）と重合開始剤とを含有する
水溶液１４中に浸漬される。次に、このように処理されたメンブランは、フィルム１６（
通常、Ｍｙｌａｒフィルム）の間に挟み込まれて、重合エリア１５に進行する。公知のご
とく、重合プロセスは、熱、ＵＶ線、またはγ線により開始可能である。熱重合の場合、
メンブランは、典型的には、ホットプレート１５の表面に沿って通り抜け、重合反応は、
８０℃～９０℃の温度で開始される。ＵＶ線またはγ線により反応が開始される場合、当
業者であればわかるであろうが、ホットプレート１５の代わりにＵＶ線源またはγ線源が
設置される。重合後、メンブランは、１７で水で洗浄され、１８で従来の手段により乾燥
される。
【００２１】
　上記の代表的スキームは、被覆プロセスが有意量の装置を必要とし、かつかなりの量の
Ｍｙｌａｒフィルムを消費することを示している。それと同時に、代表的な塗膜重合プロ
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セスで適用されるモノマおよび架橋剤は、有害物質であるとみなされる。少量のこれらの
物質がメンブラン中に残存する可能性があることは、高純度の最終製品を必要とする分野
のメンブラン用途では問題となりうる。したがって、メンブラン親水化プロセスの複雑さ
およびコストさらには最終メンブラン製品中に有害物質が残存する可能性を有意に減少さ
せる必要性が存在することは明らかである。
【００２２】
　ポリエーテルスルホンを親水性添加剤と配合するポリエーテルスルホン・メンブラン親
水化方法
　この方法の主な欠点は、所望の親水化効果を達成するために適用される親水性添加剤の
量が通常かなり多いことである。
【００２３】
　次の特許には、この方法を効果的に実施するのに必要とされる親水性添加剤の量が示さ
れている。とくに、米国特許第５，１７８，７６５号明細書には、溶液状態でポリエーテ
ルスルホンと配合される親水性ポリマのポリ－２－オキサゾリン樹脂の量がポリエーテル
スルホン重量の２４～４７％であることが明らかにされている。米国特許第６，０７１，
４０６号明細書には、ポリエーテルスルホンと配合される親水性ブロックコポリマの量が
、ポリエーテルスルホン重量の２５０～３５０％であることが明らかにされている。米国
特許第６，４９５，０４３Ｂ１号明細書には、親水性添加剤（エチレンオキシド／プロピ
レンオキシドコポリマ）の量がポリエーテルスルホン重量の８０％であることが明らかに
されている。メンブラン中に多量の添加剤が存在すると（また、それに対応してポリエー
テルスルホンの量が減少すると）、ポリエーテルスルホン・メンブランの有益な性質（た
とえば、酸性媒質中および塩基性媒質中における高い安定性、力学的強度、耐熱安定性な
ど）が低減される可能性がある。
【００２４】
　低温プラズマによるポリエーテルスルホン・メンブラン処理
　当業者の熟知するところであろうが、低温プラズマによるポリエーテルスルホン・メン
ブラン処理に関する研究は、主に、小型の実験用反応器を用いて行われた。実験的プロセ
スのスケールアップ時、メンブランのプラズマ処理は、いくつかの問題を引き起こす可能
性がある。すなわち、プロセスの均一性および大型反応器により製造されるメンブランの
品質は、必ずしも十分であるとはかぎらず、ときには、イオン衝撃によるエッチングが原
因となって、プラズマによりメンブランが損傷を受けることもある。多くの場合、そのよ
うなプラズマ処理プロセスは、減圧環境を必要とする。メンブラン製造を連続プロセスと
して行う場合、これらのプロセス制御問題は、とくに重要である。
【００２５】
　一般的には、低温プラズマ処理によるポリエーテルスルホン・メンブランの連続的親水
化法は、将来性があるようにみえるが、現在、このプロセスの技術および装置は、研究開
発段階にある。ポリエーテルスルホン・メンブラン製造における低温プラズマ法の実用化
に関してより確定的な結論に達するには、さらなる研究が必要であろう。
【００２６】
　このほかのメンブラン酸化の先行技術
　米国特許第４，９４３，３７３号明細書には、ポリビニリデンフルオリド（ＰＶＤＦ）
から形成される親水性メンブランが記載され特許請求されている。この場合、親水性は、
化学的処理を介して酸化によりメンブランに付与された。酸化は、酸化剤（過マンガン酸
カリウム）を含有する強アルカリ溶液（１０～６０％のＮａＯＨ）によるＰＶＤＦ膜の処
理を介して行われた。プロセス記述によれば、強アルカリの作用下で、ＰＶＤＦ分子から
フッ化水素酸が除去される結果としてポリビニリデンフルオリド上に共役二重結合が形成
され、そのように形成された二重結合は、瞬時に酸化されて親水性極性基を生じる。強ア
ルカリの作用下における二重結合の形成は、ＰＶＤＦ分子に特有なことである。この特許
には、ＰＶＤＦのようにアルカリ条件で反応して共役二重結合を形成しうる親水性酸化メ
ンブランだけが記載され特許請求されている。それは、ポリエーテルスルホン・メンブラ
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ンのようにアルカリ条件で共役二重結合を形成しえないいかなるメンブランの酸化をも包
含しない。
【００２７】
　いくつかの特許および出版物には、親水化以外の目的ではあるが、酸化によるポリエー
テルスルホン・メンブランの改質法が記載されている。そこに記載されている酸化処理の
目的は、メンブランの親水化に関するものではなく、メンブランの親水性の変化に関する
情報は、そこに提示されなかった。
【００２８】
　米国特許第５，４０９，５２４号明細書には、さまざまなポリマ（ポリエーテルスルホ
ンを包含する）から作製されるガス分離メンブランの処理方法が開示されている。この処
理は、ａ）６０～３００℃でメンブランを加熱することと、ｂ）メンブランを表面酸化す
るのに十分な時間の間酸素の存在下でＵＶ線源を用いてメンブランに照射することと、を
含む。処理されたメンブランは、ガス分離の選択性の向上を呈したが、メンブランの親水
性の変化に関する情報は、そこに提示されなかった。
【００２９】
　日本特許第１３７，４８７／８３号明細書には、メンブラン再生プロセスを促進するた
めに界面活性剤と酸化剤（次亜塩素酸イオンまたは過酸化水素）とを含有する水溶液を用
いるさまざまなポリマ（ポリエーテルスルホンを含む）製の使用済みメンブランの再生プ
ロセスが開示されている。酸化剤の存在下における使用済みメンブランの再生度は、酸化
剤を使用しない場合（６６．７％）によりも完全であったが（９３．３％）、メンブラン
の親水性の変化に関する情報は、そこに提示されなかった。
【００３０】
　学位論文「リンゴジュースの精密ろ過：流動抵抗性に及ぼすメンブラン構造およびファ
ウラントモルフォロジーの影響（Ｍｉｃｒｏｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｐｐｌｅ　
Ｊｕｉｃｅ：　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｏｕｌａｎｔ　Ｍｏ
ｒｐｈｏｌｏｇｙ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｎ　Ｆｌｕｘ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）」（（Ｋ
ｅｎｎｅｔｈ　Ｍ．Ｒｉｅｄｌ著，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｇｕｅｌｐｈ（Ｃａｎ
ａｄａ），１９９６年））には、リンゴジュースろ過プロセス時のメンブランファウリン
グに関する研究が記載されている。異なるポリマ（ポリエーテルスルホン・メンブランを
包含する）製のいくつかのメンブランが研究された。ジュースろ過時にメンブラン上に形
成されるファウリング層の抵抗性は、酸化剤でメンブランを処理することにより減少させ
うることが学位論文により明らかにされたが、メンブランの親水性の変化に関する情報は
、そこに提示されなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３１】
　したがって、親水性ポリエーテルスルホン・メンブランを作製するための比較的単純で
、費用効果的で、かつ信頼性の高い方法を開発する必要性が依然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　本開示の一態様は、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、十分
に低い表面張力を有する十分量の液体中で疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを予
め湿潤させる操作と、湿潤状態のポリエーテルスルホン・メンブランを十分量の酸化剤水
溶液に暴露する操作と、暴露する操作の後、十分な温度で十分な時間の間疎水性ポリエー
テルスルホン・メンブランを加熱する操作と、を含む本開示に係る親水性ポリエーテルス
ルホン・メンブランの改良された製造方法を包含する。
【００３３】
　本開示の他の態様は、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、メ
ンブランをアルコール中で予め湿潤させる操作と、メンブランを脱イオン水で洗浄する操
作と、洗浄されたメンブランを２～９％の過硫酸アンモニウム水溶液中に浸漬する操作と
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、浸漬されたメンブランと共に溶液を周囲温度から８０～９５℃まで加熱してから、得ら
れたメンブランを８０℃～９５℃に１５分間保持する操作と、メンブランを水中で洗浄し
てから、得られたメンブランを乾燥させる操作と、を含む親水性ポリエーテルスルホン・
メンブランの製造方法を包含する。
【００３４】
　本開示のさらに他の態様は、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作
と、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランをイソプロピルアルコール中で予め湿潤さ
せる操作と、得られたメンブランを脱イオン水で洗浄する操作と、得られたメンブランを
９０℃～９５℃で１２％の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に３分間浸漬する操作と、を含
む親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法を包含する。
【００３５】
　本開示のさらに他の態様は、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作
と、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを５０％のメタノール水溶液で予め湿潤さ
せる操作と、得られたメンブランを脱イオン水で洗浄する操作と、得られたメンブランを
２０％の過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液中に浸漬する操作と、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液を５
０℃～７０℃で３０分間加熱する操作と、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液の温度を９８℃まで
上昇させる操作と、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液の温度を９８℃の温度に４０分間保持する
操作と、を含む親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法を包含する。
【００３６】
　本開示の他の態様は、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液からメンブランを取り出すことと、得
られたメンブランを４０℃の温度で脱イオン水により１０分間洗浄することと、得られた
メンブランを６０℃で４０分間乾燥させることと、を含む。
【００３７】
　本開示のさらに他の態様は、浸漬する操作の間に、７１％の脱イオン水と１５％の過酸
化水素と４％のＡＰＳとを含有する水溶液を使用することを含む。
【００３８】
　本開示のさらに他の態様は、上記の水溶液中、５０℃～７０℃の温度でメンブランを３
０分間加熱することと、水溶液の温度を２０分間かけて９２℃まで均一に上昇させること
と、その後、水溶液の温度を９２℃に２０分間保持することと、を含む。
【００３９】
　本開示の他の態様は、得られたメンブランを上記の水溶液から取り出すことと、得られ
たメンブランを４０℃の温度で脱イオン水により１５分間洗浄することと、得られたメン
ブランを６５℃で３５分間乾燥させることと、を含む。
【００４０】
　本開示の他の態様は、転相および洗浄が行われたものであるが乾燥されていないゲル・
メンブランの使用を包含する。そのような「ゲル」メンブランは、この節に記載されるの
と同様に処理されるであろう。
【００４１】
　本開示の他の態様は、ゲル・ポリエーテルスルホン・メンブランを準備する操作と、ゲ
ル・ポリエーテルスルホン・メンブランを十分量の酸化剤水溶液に暴露する操作と、暴露
する操作の後、十分な温度で十分な時間の間疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを
加熱する操作と、を含む親水性ポリエーテルスルホン・メンブランの製造方法を包含する
。
【００４２】
　本開示のさらに他の態様は、酸化剤水溶液中に暴露する操作の後、メンブランが間に挟
み込まれるように２枚のフィルム間にメンブランを機能的に配置することと、挟み込まれ
たメンブランを連続的に移動させて少なくとも１つの加熱ゾーンを貫通させることと、を
含む。
【００４３】
　本開示のさらに他の態様は、加熱する操作の間に、メンブランを飽和水蒸気媒質中に機
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能的に配置することと、メンブランを連続的に移動させて飽和水蒸気媒質中を貫通させる
ことと、を含む。
【００４４】
　本開示の他の目的および利点は、以下の説明、添付の図面、および添付の特許請求の範
囲から明らかであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本開示は、ポリエーテルスルホン・メンブランの新しい効果的かつ経済的な親水化方法
に関する。この方法は、すでに知られているすべての方法と優位に競合可能であり、それ
らを凌駕する可能性がきわめて高い。
【００４６】
　我々は、プラズマ処理反応器などのような複雑な装置を利用することなく化学的酸化プ
ロセスを利用することによりポリエーテルスルホン・メンブラン親水化が効果的かつ経済
的に行われることを見いだした。我々は、連続製造プロセスをはじめとする商用メンブラ
ン製造プロセスの工業条件でこの化学的酸化プロセスを首尾よく適用しうると考えている
。
【００４７】
　以下の実施例には、過硫酸アンモニウムおよび本開示に係る他の代表的な酸化剤による
酸化を用いるポリエーテルスルホン・メンブランの親水化法が記載されている。
【００４８】
　とくに指示がないかぎり、本明細書および特許請求の範囲で使用される成分の量、分子
量のような性質、反応条件などを表す数はすべて、いずれの場合においても、「約」とい
う用語により修飾されるものとする。したがって、相反する指示がないかぎり、以下の明
細および添付の特許請求の範囲に示される数値パラメーターは、本開示により得ようとす
る所望の性質に依存して変化しうる近似値である。最低限でも、特許請求の範囲への均等
論の適用を限定しようとするものではないが、各数値パラメーターは、少なくとも、報告
された有効桁数の数を考慮に入れて通常の丸め技法を適用することにより解釈しなければ
ならない。
【００４９】
　本発明の広い範囲を明示する数値範囲およびパラメーターは近似値であるにもかかわら
ず、特定の実施例に示される数値は、できるかぎり正確に報告されている。しかしながら
、いずれの数値も、本質的に、それらの各試験測定値に見られる標準偏差から必然的に生
じる特定の誤差を含む。
【００５０】
　我々は、酸化剤の水溶液中で疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを処理すること
によりポリエーテルスルホン・メンブランの親水化が達成されるようにポリエーテルスル
ホン・メンブランの酸化を行った。
【００５１】
　このプロセスで最初に使用する酸化剤として１種の代表的な酸化剤（過硫酸アンモニウ
ム（ＮＨ4）2Ｓ2Ｏ8）を選択した。
【００５２】
　過硫酸アンモニウム（ＡＰＳ）は、強力な水溶性酸化剤であることが知られている。す
なわち、その標準酸化電位は、２．０１ボルトである。この電位によれば、ＡＰＳは、酸
化剤リストの上端近くに配置される。
【００５３】
　以下の表には、いくつかの一般的な酸化剤の標準酸化電位が提示されている。
【００５４】
　　酸化剤　　　　　　　　　　　　　　Ｅ0／Ｖ
　　ＡＰＳ　　　　　　　　　　　　　　２．０１
　　過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）　　　　　　　１．７８
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　　漂白剤（ＨＣｌＯ）　　　　　　　　１．６１
　　過マンガン酸イオン（ＭｎＯ4

-）　　１．５
　　オゾン（Ｏ3）　　　　　　　　　　 １．２４
　　二クロム酸イオン（Ｃｒ2Ｏ8

-2）　　１．２３
　　（データは、ｔｈｅ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈ
ｙｓｉｃｓ，ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，２００３年，第８－２８頁から抜粋したものである）
　現在のところ、ｐＨ＜７．０の酸性環境中では、漸増濃度の水素イオン（Ｈ+）が酸化
剤と反応して、中性または塩基性の環境中よりも高い酸化電位を発生しうると考えられる
。
【実施例】
【００５５】
　実施例１
　実施例１では、本開示に係る一プロセスのバッチ法を例示する。
【００５６】
　第１の工程は、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランの作製を含む。最初に、以下
の処方のドープを用いてガラス板上にメンブランをキャストした。
【００５７】
　　ポリエーテルスルホン・ポリマ（Ｓｏｌｖａｙ製のＲａｄｅｌポリマ）　－　１４％
；
　　１－メチル－２－ピロリドン（溶媒）　－　２１％；
　　ポリエチレングリコール４００（ポロフォーマー（ｐｏｒｏｆｏｒｍｅｒ））　－　
６５％。
【００５８】
　次に、６５～６８％の空気湿度を有する２３℃の温度の恒湿チャンバ内でキャストメン
ブランを２５分間エアクエンチした。次に、このようにクエンチされたメンブランを脱イ
オン水により３０分間洗浄し、その後、８０℃で１５分間乾燥させた。
【００５９】
　上述したように得られた疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを最初に本実施例で
使用し、また、他の実施例（以下の実施例２～５）でも使用した。
【００６０】
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランを取得した後、以下のように親水化させた。
【００６１】
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（１０ｃｍ×１０ｃｍ）をイソプ
ロピルアルコール中で予め湿潤させ、脱イオン水で洗浄し、そして酸化剤（過硫酸アンモ
ニウム）の水溶液中に浸漬した。過硫酸アンモニウム（ＡＰＳ）の濃度は、３％であった
。溶液を周囲温度から９０℃～９５℃まで加熱し、そして９０℃～９５℃に１５分間保持
した。
【００６２】
　上述した処理を施した後、得られたメンブランを周囲温度まで冷却し、酸化剤の残留物
を除去するために水で１０～２０分間洗浄し、次に、７０℃で４０分間乾燥させた。
【００６３】
　上記のプロセスから得られたメンブランの親水性を表１に示す。
【００６４】
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【表１】

　以上から明らかなように、得られたメンブランは、ただちに親水性を示し、しかも沸騰
した水およびイソプロピルアルコールへの暴露時に親水性を保持した。
【００６５】
　実施例２では、他の酸化剤（次亜塩素酸ナトリウム）を利用するメンブラン親水化プロ
セスを示す。
【００６６】
　実施例２
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（８ｃｍ×４０ｃｍ）をイソプロ
ピルアルコール中で予め湿潤させ、脱イオン水で洗浄し、そして１２％の次亜塩素酸ナト
リウム水溶液中に３分間浸漬した。次に、メンブランを溶液から取り出して、３ｃｍの直
径のロールに巻き取った。ロール状メンブランを１２％の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中
に再び浸漬して、溶液温度を９７℃まで上昇させた。メンブランをこの温度で溶液中に１
時間保持した。次に、メンブランのロールを溶液から取り出し、メンブランを巻き戻し、
脱イオン水により３０分間洗浄し、そして７０℃で３０分間乾燥させた。得られたメンブ
ランは、親水性であった。すなわち、それは、水中で瞬時に湿潤された。
【００６７】
　したがって、本開示に従って実施例１および２に示されるように行われるポリエーテル
スルホン・メンブランの親水化プロセスは単純であり、図２に示されるようにロール状態
でメンブラン処理のバッチプロセスを行う製造条件で適用可能である。
【００６８】
　図２に示されるように、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブラン３０をアルコール溶
液３２中で予め湿潤させ、次に、水３３中で洗浄し、そして３４で酸化剤の水溶液中に浸
漬し、さらにロール３５上に巻き取る。ロール３５をオーブン３６内で十分な時間の間酸
化反応の温度に加熱し（他の加熱法もまた可能であり、たとえば、マイクロ波加熱プロセ
スや他の公知のプロセスが挙げられる）、次に、酸化されたメンブラン３７を洗浄工程３
８および乾燥工程３９に通して処理する。
【００６９】
　一般的には、メンブラン処理の連続法のほうがバッチ法よりも経済的でありかつ作製さ
れたメンブランの良好な均一性を提供するので、製造条件に関してメンブラン処理の連続
法が好ましいことが知られている。
【００７０】
　上記の実施例１および２の成功に基づいて、我々はさらに、ポリエーテルスルホン・メ
ンブランの親水化製造を行うための連続製造法を開発した。この特定の代表的な方法では
、図１に示されるメンブラン被覆製造プロセスで利用されるのと類似したメンブラン処理
の「サンドイッチ」法を使用した。
【００７１】
　この現在のところ好ましい製造プロセスでは、メンブランは、予め湿潤させるためのア
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ルコール浴中を通って連続的に移動し、次に、洗浄するための水浴中を通過し、その後、
ＡＰＳ溶液浴中を通過し、ＡＰＳ溶液中への浸漬後、メンブランは、フィルム（好ましく
はＭｙｌａｒフィルム）間に挟み込まれる。メンブランの熱処理は、たとえば、９５～１
０５℃に予め加熱されたホットプレートの表面に沿って「サンドイッチ」を移動させるこ
とにより、Ｍｙｌａｒフィルム間で連続的に行われる。酸化反応が完了した後、メンブラ
ンは、Ｍｙｌａｒフィルムから送出され、次に、洗浄され、そして乾燥される。
【００７２】
　メンブラン酸化を行うための１つの可能な「サンドイッチ」法を利用する開発された特
定のプロセスが、以下の実施例に記載されている。この実施例には、ポリエーテルスルホ
ン・メンブランの親水化製造を行うための現在のところ好ましい連続製造プロセスが記載
されている。
【００７３】
　実施例３
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（８ｃｍ×２４ｃｍ）をイソプロ
ピルアルコールで予め湿潤させ、脱イオン水により５分間洗浄し、そして３％のＡＰＳ溶
液中に２分間浸漬した。次に、図３に示される装置でサンプルを処理した。ＡＰＳ溶液中
への浸漬の後、メンブランサンプル４５をＭｙｌａｒフィルム４６の２つのバー間に挟み
込んだ。サンドイッチの一端をローラ４９に接続し、ホットプレート４７の表面に沿って
３０ｃｍ／ｍｉｎの速度でサンドイッチを牽引した。ホットプレートは、±１℃の温度調
節を有し、１０２℃に予め加熱された。サンドイッチがホットプレートに均一に押圧され
るように、また、メンブランが冷却されないように、１片のスポンジ４８をサンドイッチ
表面上に配置した。ホットプレートの長さは、６０ｃｍであり、サンドイッチの移動速度
（３０ｃｍ／ｍｉｎ）は、ホットプレート上で２分間のメンブラン加熱を提供するもので
あった。加熱後、メンブランをサンドイッチから取り出し、水中で１０分間洗浄し、そし
て８０℃で３０分間乾燥させた。
【００７４】
　表２の試験Ａに示されるように、処理されたメンブランは、水中および２０％の濃度を
有するＮａＣｌ溶液中で瞬時に湿潤された。１２４℃のオートクレーブ内の水中で１時間
加熱した後、メンブランは、親水性を保持していた。
【００７５】
　酸化時間が短いため（２分間）、「サンドイッチ」法は、親水性ポリエーテルスルホン
・メンブランの大規模製造を行うための連続プロセスとして都合よく構成しうる可能性が
高い。
【００７６】
　我々の研究の中で、驚くべきことに、我々は、本開示に係る酸化プロセスを用いてゲル
状態のメンブランを首尾よく親水化しうることを見いだした。ゲル・メンブランとは、キ
ャスティング、クエンチング、および洗浄の段階を経たものであるが乾燥されていないメ
ンブラン前駆体のことである。
【００７７】
　ゲル状態のメンブランを使用すれば、商業規模の処理に好適な親水性ポリエーテルスル
ホン・メンブラン製造プロセスが有意に短縮されるので、ゲル状態のメンブランの酸化は
、非常に興味深い。ゲル状態のメンブランを使用する方法では、メンブランの乾燥工程（
転相工程および洗浄工程の後）さらにはイソプロピルアルコールでメンブランを予め湿潤
させる工程およびメンブランからイソプロピルアルコールを洗浄除去する工程が不要にな
り、その結果として、商業規模の処理に好適な親水性ポリエーテルスルホン・メンブラン
の効率的かつ効果的な製造方法が達成された。
【００７８】
　ゲル状態のメンブランの酸化は、ゲル・メンブランの利用により酸化プロセスの効率を
有意に増大させうるという点でさらなる利点を有しうる。
【００７９】
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　当業者には公知のように、ゲル状態のメンブランは、乾燥されたメンブランよりもはる
かに高いポロシティーを有する。乾燥プロセス時、メンブランは収縮し、この収縮に起因
して、メンブラン中の細孔の数および直径が有意に減少する可能性があると考えられる。
したがって、生成される細孔系に基づいて、ゲル・メンブランは、乾燥されたメンブラン
よりも溶存物質に対する浸透性が高いと考えられる。
【００８０】
　現在のところ、我々は、予め乾燥されたメンブランを酸化する場合と比較して、本開示
で利用される酸化剤がゲル・メンブランの構造中にはるかに速くかつ深くまで浸透しうる
ので、ゲル状態のメンブランを酸化することにより、酸化度および親水性の有意な増大を
達成しうると考えている。
【００８１】
　「ゲル」状態のポリエーテルスルホン・メンブランの現在のところ好ましい製造プロセ
スは、以下の実施例４に記載されている。
【００８２】
　実施例４
　ゲル・ポリエーテルスルホン・メンブランすなわち「決して乾燥されていない」ポリエ
ーテルスルホン・メンブランのサンプル（８ｃｍ×２０ｃｍ）をＡＰＳ溶液中に浸漬し、
実施例２に記載されるのと同一の方法で処理した。唯一の差異は、「決して乾燥されてい
ない」メンブランを利用したので、アルコール中でメンブランを予め湿潤させる工程およ
びアルコールを洗浄除去する工程が除かれたことであった。得られたメンブランの親水性
は、表２の試験Ｂに示されている。
【００８３】
　見てわかるように、両タイプのサンプル（予め乾燥されたメンブランおよびゲル形態の
メンブラン）を用いて作製されて得られたメンブランは、高い親水性を示した。メンブラ
ン滅菌プロセスをシミュレートする取組みで、得られたメンブランを１２４℃のオートク
レーブ処理に付した。最終的に、試験したすべてのサンプルの親水性は、顕著に変化しな
かった。それと同時に、クエンチングおよび洗浄の後でメンブランを乾燥させる操作なら
びに酸化の前にメンブランを予め湿潤させる操作および洗浄する操作を含んでいないので
、「ゲル」メンブランの親水化プロセスは、有意により短い。
【００８４】
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【表２】

　製造プロセスにおける「サンドイッチ」スキームの利用に伴いうる経済的な欠点の１つ
は、Ｍｙｌａｒフィルムの有意な消費量である。しかしながら、たとえば８０～９５℃の
ような高温で処理している間にポリエーテルスルホン・メンブランが乾燥しないようにす
るために、Ｍｙｌａｒのような液体不浸透性フィルムの適用が必要である。フィルムカバ
ーを用いない場合、メンブランは、ホットプレート上で非常に速く乾燥するので、酸化反
応は、親水性メンブランを製造するのに不十分である。なぜなら、ＡＰＳは、ＡＰＳが溶
存状態であるときにかぎりメンブランと反応しうるからである。
【００８５】
　親水性ポリエーテルスルホン・メンブラン製造プロセスを単純化し経済的に使用するた
めの我々の継続的な取組みで、我々は、メンブランの酸化処理のためにＭｙｌａｒフィル
ムを使用する必要がなくかつ「サンドイッチ」法よりも単純であると考えられる連続的メ
ンブラン親水化法を見いだした。酸化反応時の非被覆メンブランの乾燥を防ぐために、我
々は、フィルムを適用することなく酸化プロセスを完了させるのに必要な条件を取得し保
持するのに飽和蒸気の媒質中でメンブランを加熱することで十分であることを見いだした
。
【００８６】
　飽和水蒸気は、特定の温度で最大可能湿度を有し、いかなる追加量の水をも受容しえな
いことが知られている。このため、我々の実験条件で、飽和蒸気媒質は、メンブランの乾
燥を確実に防ぐ。
【００８７】
　酸化プロセスを比較的低い温度（１００℃未満）で行えば、加圧することなく蒸熱処理
プロセスの適用が容易に行えるようになる。上記の条件で、いくつかの先行技術の方法と
比較して、プロセスは安全であり、かつ所要の装置は比較的簡単かつ安価である。
【００８８】
　以下の実施例では、非被覆メンブランの親水化法を例示する（プロセス時にＭｙｌａｒ
フィルムを利用しない）。
【００８９】
　実施例５：
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　疎水性の予め乾燥されたポリエーテルスルホン・メンブランの５ｃｍ×８ｃｍサンプル
（サンプルＡ）をイソプロピルアルコール中で予め湿潤させ、水により１０分間洗浄し、
そして６％のＡＰＳ溶液中に５分間浸漬した。疎水性の「決して乾燥されていない」ポリ
エーテルスルホン・メンブランの５ｃｍ×８ｃｍサンプル（サンプルＢ）を６％のＡＰＳ
溶液中に浸漬した（前の段階で予め湿潤させたり洗浄したりしない）。両サンプルを１片
の金属製ネット（１０ｃｍ×１０ｃｍ）上に配置した。２Ｌビーカーをその容積の１／４
まで水で満たし、水を沸騰させた。メンブランサンプルを有するネットを近似的に水位の
１０ｃｍ上の位置でビーカーの内部に固定した。ビーカーにカバーをかけて、飽和蒸気の
媒質に６分間暴露した後、サンプルを取り出し、水で１０分間洗浄し、そして７０℃で乾
燥させた。表３に示されるように、両サンプル（予め乾燥させたメンブランから得られた
サンプルおよび「ゲル」メンブランから得られたサンプル）とも、高い親水性を示した。
明らかであろうが、両サンプルは、水中および２０％ＮａＣｌ溶液中で瞬時に湿潤された
。
【００９０】
　この時点で、蒸気媒質を適用しないメンブランサンプルの処理を含む対照プロセスを行
った。以下の表３のサンプルＣに示されるように、サンプルＡのプロセスに記載されるの
と同一の方法で、疎水性の予め乾燥させたポリエーテルスルホン・メンブランを予め湿潤
させ、洗浄し、そしてＡＰＳ溶液中に浸漬した。また、サンプルＢのプロセスに記載され
るのと同一の方法で、ゲル・メンブランのサンプルＤをＡＰＳ溶液中に浸漬した。両サン
プル（ＣおよびＤ）とも、フィルム間に配置することなく、９５℃に予め加熱された金属
プレートの表面上に配置し、次に、９５℃のこのプレート上で６分間加熱した。次に、プ
ロセス１に記載されるのと同一の方法で、サンプルを洗浄し、そして乾燥させた。
【００９１】
　以下の表３は、以下の実施例５で得られたサンプルＡ、Ｂ、Ｃ、およびＤの親水性を示
している。
【００９２】
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【表３】

　表３に提示された結果は、両タイプのメンブラン（予め乾燥させたメンブランおよびゲ
ル・メンブラン）が、蒸気媒質中での親水化の後、高くかつ安定な親水性を取得したこと
を示している。それと同時に、蒸気媒質を適用しないこと以外は同一の方法で処理された
メンブランは、疎水性であった。そのようなメンブランは、酸化反応が完了する前に加熱
プロセスにより乾燥させたので、湿潤しなかったと考えられる。これらの結果は、本開示
に従って蒸気媒質中で非被覆メンブランの酸化を行う提案された方法の有効性を明確に示
している。
【００９３】
　蒸気チャンバ内を貫通する連続的メンブラン搬送を行いうる代表的なスキームを図４Ａ
～Ｃに示す。非被覆メンブラン６２は、図４Ａに示されるように、支持せずに蒸気チャン
バ６０内を通過しうるか、または図４Ｂに示されるように、搬送ベルト６４で支持されう
る。現在のところ、蒸気チャンバ内を貫通して非被覆メンブランを搬送する最も信頼性の
高い方法は、図４Ｃに示されるように高温回転ドラム６８の表面を用いるかまたはいくつ
かの逐次的なドラムの表面を用いるものであると考えられる。
【００９４】
　図５は、蒸気媒質を適用することにより「ゲル」（決して乾燥されていない）メンブラ
ンを親水化するための現在のところ好ましい製造方法を示している。図５に示されるよう
に、この方法は、図１に示されるようにメンブラン被覆を行うこれまでの伝統的なプロセ
スよりも有意に短くかつ単純である。
【００９５】
　図５は、８０に位置する「ゲル」メンブランのロールを示している。メンブラン８０は
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、巻返しシステム（図示せず）に接続される。メンブラン８０が巻き戻されるにつれて、
それは、ＡＰＳの水溶液中にメンブランが浸漬される第１のステーション８２内を通り抜
ける。溶液中のＡＰＳの濃度は、たとえば、３～６重量％であり、温度は２０～３０℃で
あり、浸漬時間は２～４分間である。ステーション８２を出た後、このように処理された
メンブラン８０は、図４Ａまたは図４Ｂまたは図Ｃに示される図に従ってメンブランが飽
和水蒸気で加熱される第２のステーション８３（蒸気チャンバ）内を通り抜ける。蒸気温
度は、９０℃～９８℃でありうる。また、蒸気チャンバ内でのメンブランの加熱時間は、
２～４分間でありうる。第２のステーション８３で処理が施された後、処理されたメンブ
ランは、酸化反応が完了した後でメンブラン内に残存する可能性のある酸化剤の残留物が
水で洗浄除去される８４に位置する第３のステーション（洗浄チャンバ）内を継続して通
り抜ける。第３のステーション８４での処理が完了した後、メンブランは、たとえば７０
～８０℃の温度でメンブランが５～３０分間乾燥される第４のステーション８５（乾燥機
）に継続して進む。ステーション８５で乾燥された後、親水化プロセスが達成され、本開
示に係る親水性ポリエーテルスルホン・メンブランが得られる。
【００９６】
　親水性の増大に加えて、提案された方法を用いて作製されるメンブランは、低いタンパ
ク質結合性を有する。
【００９７】
　図５は、８０に位置する「ゲル」メンブランのロールを示している。メンブラン８０は
、巻返しシステム（図示せず）に接続される。メンブラン８０が巻き戻されるにつれて、
それは、ＡＰＳの水溶液中にメンブランが浸漬される第１のステーション８２内を通り抜
ける。溶液中のＡＰＳの濃度は、たとえば、３～６重量％であり、温度は２０～３０℃で
あり、浸漬時間は２～４分間である。ステーション８２を出た後、このように処理された
メンブラン８０は、図４Ａまたは図４Ｂまたは図４Ｃに示される図に従ってメンブランが
飽和水蒸気で加熱される第２のステーション８３（蒸気チャンバ）内を通り抜ける。蒸気
温度は、９０℃～９８℃でありうる。また、蒸気チャンバ内でのメンブランの加熱時間は
、２～４分間でありうる。第２のステーション８３で処理が施された後、処理されたメン
ブランは、酸化反応が完了した後でメンブラン内に残存する可能性のある酸化剤の残留物
が水で洗浄除去される８４に位置する第３のステーション（洗浄チャンバ）内を継続して
通り抜ける。第３のステーション８４での処理が完了した後、メンブランは、たとえば７
０～８０℃の温度でメンブランが５～３０分間乾燥される第４のステーション８５（乾燥
機）に継続して進む。ステーション８５で乾燥された後、親水化プロセスが達成され、本
開示に係る親水性ポリエーテルスルホン・メンブランが得られる。
                                                                              
【００９８】
　図６は、タンパク質結合性の結果を示している。この図には、以下に基づいて調製され
た異なるメンブランのタンパク質結合性が提示されている。
【００９９】
　　１　－　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｄｕｒａｐｏｒｅ　ＰＶＤＦ
　　２　－　Ｍｅｍｂｒａｎａ　ポリエーテルスルホン
　　３　－　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ
　　４　－　Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｐｏｒｅ
　　５　－　ポリエーテルスルホン酸化メンブラン
　　６　－　ナイロンＳｔｅｒＡＳＳＵＲＥ
　図６は、酸化ポリエーテルスルホン・メンブランのタンパク質吸着量が、低いタンパク
質結合性の市販のメンブラン（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ’ｓ　ＰＶＤＦ膜、Ｍｅｍｂｒａｎａ
　ＰＥＳ、Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ　Ｓａｒｔｏｐｏ
ｒｅ）のタンパク質吸着量に近く、高いタンパク質結合性のメンブラン（ナイロン膜）の
タンパク質吸着量よりもはるかに少なかったことを示している。得られた結果から明らか
なように、本開示に係る提案された親水化方法により作製されたメンブランは、低いタン
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パク質結合特性を呈することが知られる一群のメンブランに性能がかなり近かった。
【０１００】
　上述したプロセスをさらに最適化することにより酸化ポリエーテルスルホンのタンパク
質結合性をさらに改良しうると考えられる。
【０１０１】
　予言的な実施例
　実施例６
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（５ｃｍ×１０ｃｍ）を５０％の
メタノール水溶液中に導入して予め湿潤させ、脱イオン水で洗浄し、そして２０％の過酸
化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液中に浸漬する。過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液中、５０℃～７０℃の温
度で、メンブランを３０分間加熱し、次に、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）溶液の温度を９８℃ま
で上昇させ、そして９８℃の温度に４０分間保持する。次に、メンブランを過酸化水素（
Ｈ2Ｏ2）溶液から取り出した後、メンブランを４０℃の温度で脱イオン水により１０分間
洗浄し、そして６０℃で４０分間乾燥させる。
【０１０２】
　いかなる理論にも拘束されることを望むものではないが、現在のところ、これらの条件
でメンブラン酸化プロセスが次のように行われたと考えられる。すなわち、第１のメンブ
ラン加熱（５０℃～７０℃）工程の後、メンブラン酸化プロセスは、ほとんど完了すると
考えられ、溶液中の過酸化水素濃度は激減する。酸化を十分に完了させ、かつ残留するＨ

2Ｏ2を分解するために、高温（９８℃）でメンブラン加熱する追加の工程が行われると考
えられる。高温でのＨ2Ｏ2の分解生成物は水および酸素であるので、得られるメンブラン
は、いかなる有害物質をも含有していないはずである。
【０１０３】
　実施例７
　上記の実施例６に記載されるのと同一の方法で、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブ
ランのサンプル（５ｃｍ×１０ｃｍ）を予め湿潤させ、そして洗浄する。次の成分、すな
わち、７１％の脱イオン水、１５％の過酸化水素（第１の酸化剤）、および４％のＡＰＳ
（第２の酸化剤）を含有する水溶液中にサンプルを浸漬する。上記の水溶液中、５０℃～
７０℃の温度で、メンブランを３０分間加熱する。次に、現時点で好ましくは、水溶液の
温度を２０分間かけて９２℃に均一に上昇させ、その後、メンブランの入った水溶液の温
度を９２℃に２０分間保持する。上記の水溶液から取り出した後、メンブランを４０℃の
温度で脱イオン水により１５分間洗浄し、そして６５℃で３５分間乾燥させる。
【０１０４】
　いかなる理論にも拘束されることを望むものではないが、現在のところ、これらの条件
でメンブラン酸化プロセスが次のように進行するのではないかと考えられる。すなわち、
プロセスの第１の工程時（５０℃～７０℃）、Ｈ2Ｏ2は、唯一のメンブラン酸化剤として
機能する。ＡＰＳは、その作用温度がはるかに高いので（８０℃超）、酸化反応に関与し
ないと思われる。酸化プロセスのこの第１の工程が完了した後、温度を９２℃まで上昇さ
せ、メンブラン酸化にＡＰＳを含めて酸化プロセスの第２の工程を開始させる。
【０１０５】
　現時点で考えられることとして、多重酸化プロセスに起因して、酸化度は高くなると考
えられ、酸化メンブランの親水性（タンパク質結合性を包含する）は改良されると考えら
れる。
【０１０６】
　実施例８
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（８ｃｍ×２４ｃｍ）をイソプロ
ピルアルコールで予め湿潤させ、脱イオン水により５分間洗浄し、そして２０％の過酸化
水素溶液中で浸漬する。次に、Ｍｙｌａｒフィルムの２つのバー間にサンプルを挟み込む
。得られたサンドイッチをホットプレートの表面に沿って移動させる。このプロセスのス
キームは、図３に示されるプロセスに類似しているが、唯一の差異は、１つのホットプレ
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ート（図３に示されるとおり）の代わりに２つのホットプレートが使用されることである
。２つのホットプレートは、異なる温度を有し、第１のホットプレートは、５５℃～７５
℃の温度に予め加熱され、第２のプレートは、１０２℃の温度を有する。それぞれのホッ
トプレートの長さは、６０ｃｍであり、挟み込まれた状態での移動の速度は、３０ｃｍ／
ｍｉｎである。メンブランは、それぞれのホットプレート上で２分間加熱される。
【０１０７】
　このスキームに基づく上述のメンブラン処理は、実施例６に記載されるメンブラン処理
にほぼ等しく、プロセスの利点に関する同一の説明があてはまると考えられる。
【０１０８】
　５０℃～７０℃で第１のプレートを加熱する間に、溶液中の過酸化水素濃度は、激減す
る。第２の加熱サイクル時（高温の第２のプレート上での加熱時）、Ｈ2Ｏ2の残分はすべ
て、分解される。Ｈ2Ｏ2の分解生成物は水および酸素であるので、得られるメンブランは
、いかなる有害物質をも含有していないと予想される。
【０１０９】
　実施例９
　上記の実施例６に記載されるのと同一の方法で、疎水性ポリエーテルスルホン・メンブ
ランのサンプル（５ｃｍ×５０ｃｍ）を予め湿潤させ、そして洗浄する。このサンプルを
７ｃｍの幅および４メートルの長さのＭｙｌａｒフィルムのバー上に配置する。ステープ
ルを用いてサンプルの端を支持Ｍｙｌａｒフィルムに取り付ける。
【０１１０】
　連続的親水化プロセスをシミュレートする実験的システム９０のスキームを図７に提示
する。取り付けられたメンブランサンプル９２を有するＭｙｌａｒフィルム９１をローラ
９３により牽引し、そして第１の酸化剤水溶液の入った浴９４中を通って、次に、蒸気チ
ャンバ９５に沿って、次に、第２の酸化剤水溶液の入った浴９６中を通って、次に、蒸気
チャンバ９７に沿って移動させ、そして最後に、ローラ９２上に巻き取る。
【０１１１】
　酸化プロセスの条件は、以下のとおりである。
【０１１２】
　第１の酸化剤水溶液：１２％の濃度の漂白剤（ＨＣｌＯ）水溶液；第２の酸化剤水溶液
：６％の濃度のＡＰＳ水溶液。Ｍｙｌａｒフィルムの移動速度は２０ｃｍ／分であり、蒸
気チャンバの長さは５０ｃｍである。
【０１１３】
　メンブランサンプルがローラ９２に達した後、それをＭｙｌａｒフィルムから取り外し
、４０℃～５０℃の水中で３０分間洗浄し、そして６５℃で乾燥させる。
【０１１４】
　現在のところ、より低い酸化電位を有する酸化剤（漂白剤）を利用するメンブラン酸化
の第１のサイクルは、高い酸化電位を有する酸化剤（ＡＰＳ）を適用する最終的な酸化サ
イクルの「前処理」として機能すると考えられる。
【０１１５】
　実施例１０
　実施例９に記載されるのと同一の方法でメンブラン酸化実験を行うが、ただし、浴９４
中の溶液は３％のＡＰＳであり、浴９６中の溶液は６％のＡＰＳである。
【０１１６】
　現在のところ、２回の酸化サイクルの後で得られるメンブランは、１回の酸化サイクル
の後で得られるメンブランと比較して、より高い酸化度およびより高い親水性を有するで
あろうと考えられる。
【０１１７】
　実施例１１
　疎水性ポリエーテルスルホン・メンブランのサンプル（６ｃｍ×６ｃｍ）を５０％のメ
タノール水溶液中に導入して予め湿潤させ、そして脱イオン水で洗浄し、さらに、９５．
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８％の水と４％のＡＰＳと０．２％の水溶性Ｃｕ（ＩＩ）錯体（酸化触媒）とを含有する
水溶液中に浸漬する。
【０１１８】
　既刊文献中の利用可能なデータに基づいて公知のごとく、遷移金属（たとえば、限定さ
れるものではないが、銅、亜鉛、鉄など）の錯体は水溶性物質であり、酸化反応用の触媒
として利用しうるとともに、酸化剤の活性を有意に増大させうる。遷移金属のそのような
錯体は、駆動エネルギー障壁を低下させると考えられる。
【０１１９】
　上述した溶液中、７０℃の温度でメンブランを１０分間加熱し、次に、メンブランを溶
液から取り出し、４０℃の温度で脱イオン水により１５分間洗浄し、そして７０℃で４０
分間乾燥させる。
【０１２０】
　上述した触媒および類似の性質を有する任意の他の触媒の存在下で行われるメンブラン
酸化プロセスにより、増大された親水性および低減されたタンパク質結合性を有するメン
ブランが提供されるであろうと考えられる。
【０１２１】
　以上の状況に鑑みて、要約すると、特定的に上述されるような多くの可能性のある潜在
的なプロセスの変形形態が存在すると思われる。たとえば、以下のものが挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【０１２２】
　１．　乾燥されたメンブラン（このメンブランは、たとえば、限定されるものではない
が、キャスティング、転相、洗浄、乾燥などの製造プロセスの段階をすべて終了したもの
である）が酸化される、酸化によるポリエーテルスルホン・メンブランの親水化方法。
【０１２３】
　２．　親水化プロセスを有意により単純にかつより短くするために、決して乾燥されて
いないゲル・メンブラン（キャスティング段階後、転相段階後、および洗浄段階後の状態
にあるが、ただし、乾燥段階前の状態にあるメンブラン）が酸化される、酸化によるポリ
エーテルスルホン・メンブランの親水化方法。
【０１２４】
　３．　バッチ処理の製造法によりメンブランのロールを用いる、酸化によるポリエーテ
ルスルホン・メンブランの親水化法。
【０１２５】
　４．　メンブランがＭｙｌａｒフィルム間に挟み込まれる、連続プロセスを用いる酸化
によるポリエーテルスルホン・メンブランの親水化法。
【０１２６】
　５．　メンブランの乾燥を防ぐために、酸化剤水溶液中への浸漬後の非被覆メンブラン
が飽和蒸気環境中で加熱される、フィルムを適用せずに連続プロセスを用いる酸化による
ポリエーテルスルホン・メンブランの親水化法。
【０１２７】
　６．　非被覆メンブランが支持されずに蒸気チャンバ内を通り抜けるか、または非被覆
メンブランが搬送ベルトで支持されうるか、または非被覆メンブランが回転ドラムもしく
はいくつかの逐次的ドラムの表面で搬送されうる、上記の４に記載される酸化によるポリ
エーテルスルホン・メンブランの親水化方法。
【０１２８】
　７．　メンブラン処理の温度が酸化プロセス時に変更される、上記の１～５に記載され
る酸化によるポリエーテルスルホン・メンブランの親水化方法。この方法は、予言的な実
施例６により先に例示されている。
【０１２９】
　８．　２種以上の異なる酸化剤の混合物が利用される、１～６に記載される酸化による
ポリエーテルスルホン・メンブランの親水化方法。酸化剤は、異なる作用温度を有するこ
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とが可能であり、温度上昇により本開示に係るメンブラン酸化プロセスで望ましい逐次プ
ロセスが提供されるように分類可能である。この方法は、上記の予言的な実施例７により
例示されている。
【０１３０】
　９．　１回ではなく複数回の酸化サイクルが利用される、６～７に記載される酸化によ
るポリエーテルスルホン・メンブランの親水化方法。これらの酸化サイクルは、異なる温
度、異なる酸化剤、異なる酸化剤濃度で実施可能である。上記の予言的な実施例８には、
異なる温度で行われる２回の酸化サイクルの利用法が例示されており、上記の予言的な実
施例９には、異なる酸化剤で行われる２回の酸化サイクルの利用法が例示されており、上
記の予言的な実施例１０には、異なる酸化剤濃度で行われる２回の酸化サイクルの利用法
が例示されている。
【０１３１】
　１０．　酸化プロセスの触媒、たとえば、遷移金属（たとえば、限定されるものではな
いが、鉄、銅、亜鉛など）の酸化物または錯体の存在下でメンブラン酸化が行われる、上
記の１～９に記載されるようなポリエーテルスルホン・メンブランの親水化方法。この方
法は、予言的な実施例１１により先に例示されている。
【０１３２】
　本明細書に含まれる物品、本物品を作製するための装置および方法は、現時点で好まし
い本発明の実施形態を構成するものであるが、当然のことながら、本開示は、これらの明
確な物品、装置、および方法に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲に規定さ
れる本開示の範囲から逸脱することなく、それらに変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】ポリエーテルスルホン・メンブラン被覆により親水性ポリエーテルスルホン・メ
ンブランを製造するための典型的かつ代表的な先行技術のシステムの概略図である。
【図２】本開示に係るポリエーテルスルホン・メンブラン親水化プロセス用の代表的な乾
燥メンブランバッチ処理システムの概略図である。
【図３】サンドイッチ法を用いてメンブラン酸化を行うための実験的システムの概略図で
ある。
【図４Ａ】蒸気媒質中における非被覆非支持メンブランの代表的な加熱方法の概略図であ
る。
【図４Ｂ】蒸気媒質中における搬送ベルト上の非被覆メンブランの代表的な加熱方法の概
略図である。
【図４Ｃ】蒸気媒質中における回転ドラム上の非被覆メンブランの代表的な加熱方法の概
略図である。
【図５】非被覆「ゲル」メンブランの代表的な酸化方法の概略図である。
【図６】種々のメンブランのタンパク質結合結果を示している。
【図７】代表的な二サイクルのポリエーテルスルホン・メンブラン酸化処理の代表的な方
法の概略図である。
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