
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 主としてポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンよりなる選択透過性分離
膜

表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割
合が２５～５０質量％、

かつ

を装填して作製したモジュールに
ヘマトクリット３０％、総タンパク濃度６～７ｇ／ｄｌ、クエン酸ナトリウムを添

加した３７℃の牛血液を２００ｍｌ／分、濾過流量２０ｍｌ／分で流したとき、１５分後
のアルブミンの篩い係数［Ａ］が０．０１以上０．１以下で、

かつ２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］が０．００５以上０．０４未満である
ことを特徴とする選択透過性分離膜。
【請求項２】
　２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］が１５分後のアルブミンの篩い係数［Ａ］より
小さいことを特徴とする請求項１に記載の選択透過性分離膜。
【請求項３】
　１５分後のアルブミンの篩い係数［Ａ］と２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］の関
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（ａ）
であって、

（ｂ）該選択透過性分離膜の血液非接触側の

（ｃ） （血液非接触側の表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合）／（血液接
触側の表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合）が１．１倍以上
（ｄ）スキン層厚みが０．１～１．２μｍ
の特性を有し、該選択透過性分離膜
（ｅ）

（ｆ）



係が下記式を満足することを特徴とする請求項１または２に記載の選択透過性分離膜。
　　　　　　［Ｂ］／［Ａ］＝０．１～０．４
【請求項４】
　α１マイクログロブリンのクリアランスが１５ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上である
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の選択透過性分離膜。
【請求項５】
　α１マイクログロブリンの吸着量が２．０～２０ｍｇ／ｍ２ であることを特徴とする請
求項１～４のいずれかに記載の選択透過性分離膜。
【請求項６】
　選択透過性分離膜の膜厚が２５～４５μｍであることを特徴とする請求項１～ のいず
れかに記載の選択透過性分離膜。
【請求項７】
　ポリビニルピロリドンが実質的に非架橋であることを特徴とする請求項１～ のいずれ
かに記載の選択透過性分離膜。
【請求項８】
　選択透過性分離膜の血液接触側 表面最表層におけるポリビニルピロリドンの存在割合
が２０～４０質量％であることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の選択透過性
分離膜。
【請求項９】
　選択透過性分離膜の血液接触側の表面近傍層におけるポリビニルピロリドンの存在割合
が５～２０質量％であることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の選択透過性分
離膜。
【請求項１０】
　選択透過性分離膜における 表面の開孔率が２０～３５％であることを特
徴とする請求項１～ のいずれかに記載の選択透過性分離膜。
【請求項１１】
　

【請求項１２】
　中空糸膜のバースト圧が０．５ＭＰａ以上であることを特徴とする請求項１～１１のい
ずれかに記載の選択透過性分離膜。
【請求項１３】
　中空糸膜の偏肉度が０．６以上であることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記
載の選択透過性分離膜。
【請求項１４】
　中空糸膜を長手方向に１０分割し、各々より抽出した抽出液について測定した過酸化水
素の溶出量が全て５ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載
の選択透過性分離膜。
【請求項１５】
　製膜溶液と内部液をチューブインオリフィス型ノズルから吐出させた後、エアギャップ
を経て凝固浴で凝固させる選択透過性分離膜の製造方法において、製膜溶液がポリスルホ
ン系高分子、ポリビニルピロリドンおよび溶剤からなり、ポリスルホン系高分子に対する
ポリビニルピロリドンの比率が１０～１８質量％であり、内部液がアミド系溶剤を３０～
６０質量％含む水溶液であり、該内部液の液温を製膜溶液の液温より３０～６０℃低くし
、かつその液温が０～４０℃である条件で吐出することを特徴とする選択透過性分離膜の
製造方法。
【請求項１６】
　チューブインオリフィス型ノズルが内部液熱媒循環型ブロックであることを特徴とする
請求項１５に記載の選択透過性分離膜の製造方法。
【請求項１７】
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５

６

の
７

８

血液非接触側の
９

選択透過性分離膜が中空糸膜であることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載
の選択透過性分離膜。



　チューブインオリフィス型ノズルのノズルスリット幅の最大値と最小値との比が１．０
０～１．１１であるノズルを用いることを特徴とする請求項１５または１６に記載の選択
透過性分離膜の製造方法。
【請求項１８】
　製膜溶液を濾過精度が２５μｍ以下のフィルターで濾過することを特徴とする請求項１
５～１７のいずれかに記載の選択透過性分離膜の製造方法。
【請求項１９】
　過酸化水素含有量が３００ｐｐｍ以下のポリビニルピロリドンを原料として用いること
を特徴とする請求項１５～１８のいずれかに記載の選択透過性分離膜の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液浄化治療に用いられる選択透過性分離膜に関する。さらに詳しくは分離
特性のバランスが良く、安全性や性能の安定性が高く、かつモジュールの組み立て性に優
れたポリスルホン系選択透過性分離膜およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腎不全治療などにおける血液浄化療法では、血液中の尿毒素、老廃物を除去する目的で
、天然素材であるセルロース、またその誘導体であるセルロースジアセテート、セルロー
ストリアセテート、合成高分子としてはポリスルホン、ポリメチルメタクリレート、ポリ
アクリロニトリルなどの高分子を用いた透析膜や限外濾過膜を分離材として用いた血液透
析器、血液濾過器あるいは血液透析濾過器などのモジュールが広く使用されている。特に
中空糸型の膜を分離材として用いたモジュールは体外循環血液量の低減、血中の物質除去
効率の高さ、さらにモジュール生産時の生産性などの利点から透析器分野での重要度が高
い。
【０００３】
　上記した膜素材の中で透析技術の進歩に最も合致したものとして透水性能が高いポリス
ルホン系樹脂が注目されている。しかし、ポリスルホン単体で半透膜を作った場合は、ポ
リスルホン系樹脂が疎水性であるために血液との親和性に乏しく、エアーロック現象を起
こしてしまうため、そのまま血液処理用などに用いることはできない。
【０００４】
　上記した課題の解決方法として、ポリスルホン系樹脂に親水性ポリマーを配合し製膜す
ることにより、膜に親水性を付与する方法が提案されている。例えば、ポリエチレングリ
コール等の多価アルコールを配合する方法が開示されている（例えば、特許文献１，２参
照）。
【特許文献１】特開昭６１－２３２８６０号公報
【特許文献２】特開昭５８－１１４７０２号公報
【０００５】
　また、ポリビニルピロリドンを配合する方法が開示されている（例えば、特許文献３，
４参照）。
【特許文献３】特公平５－５４３７３号公報
【特許文献４】特公平６－７５６６７号公報
【０００６】
　特に、後者のポリビニルピロリドンを用いた方法が安全性や経済性の点より注目されて
おり、該方法により上記した課題は解決される。しかしながら、ポリビニルピロリドンを
配合することによる親水性化技術に於いては、透析時にポリビニルピロリドンが溶出し浄
化された血液に混入するという課題が発生する。該ポリビニルピロリドンの溶出が多くな
ると人体に取り異物であるポリビニルピロリドンの長期透析時の体内蓄積が増え副作用や
合併症等を引き起こす可能性がある。そこで、ポリビニルピロリドンの溶出量は、透析型
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人工腎臓装置製造承認基準により定められている。該透析型人工腎臓装置製造承認基準に
おいては、ポリビニルピロリドン等の溶出量はＵＶ吸光度で定量されている。該透析型人
工腎臓装置製造承認基準で溶出量制御の効果を判定した技術が開示されている（例えば、
特許文献５～７参照）。
【特許文献５】特許第３３１４８６１号公報
【特許文献６】特開平６－１６５９２６号公報
【特許文献７】特開２０００－３５０９２６号公報
【０００７】
　上記方法により上記の課題は解決される。しかしながら、ポリビニルピロリドンを配合
することによる親水性化技術に於いては、血液と接触する膜内面（内表面と称する）およ
び反対面の膜外面（外表面と称する）に存在するポリビニルピロリドンの濃度により選択
透過性分離膜の膜性能が大きく影響し、その最適化が重要となる。例えば、膜内面のポリ
ビニルピロリドン濃度を高めることにより血液適合性を確保できるが、該表面濃度が高く
なりすぎると該ポリビニルピロリドンの血液への溶出量が増加し、この溶出するポリビニ
ルピロリドンの蓄積により長期透析時の副作用や合併症が起こるので好ましくない。
【０００８】
　一方、反対面の外表面に存在するポリビニルピロリドンの濃度が高すぎると、透析液に
含まれる親水性の高いエンドトキシン（内毒系）が血液側へ浸入する可能性が高まり、発
熱等の副作用を引き起こすことにつながるとか、膜を乾燥させた時に外表面に存在するポ
リビニルピロリドンが介在し中空糸膜同士がくっつき（固着）し、モジュール組み立て性
が悪化する等の新たな課題が引き起こされる。逆に、外表面に存在するポリビニルピロリ
ドン量を低くすることは、エンドトキシンの血液側への浸入を抑える点では好ましいこと
であるが、外表面の親水性が低くなるため、モジュール組み立て後に組み立てのために乾
燥した中空糸膜を湿潤状態に戻す際に、湿潤のために用いる生理食塩水との馴染みが低く
なるので、該湿潤操作の折の空気の追い出し性であるプライミング性が低下するという課
題の発生につながるので好ましくない。
【０００９】
　上記した課題解決の方策として、選択透過性分離膜の内表面のち密層に存在するポリビ
ニルピロリドンの濃度を特定範囲とし、かつ内表面の上記ち密層に存在するポリビニルピ
ロリドンの質量比率が外表面に存在するポリビニルピロリドンの質量比率の少なくとも１
．１倍以上にする方法が開示されている（特許文献８参照）。すなわち、上記技術は内表
面のち密層表面に存在するポリビニルピロリドンの質量比率を高め血液適合性を改善し、
逆に外表面に存在するポリビニルピロリドンの質量比率を低くし、膜を乾燥させた時に発
生する中空糸膜同士の固着の発生を抑える思想の技術である。本技術により固着発生の課
題に加え、上記した課題の一つである透析液に含まれるエンドトキシン（内毒系）が血液
側へ浸入する課題も改善されるが、外表面に存在するポリビニルピロリドンの質量比率が
低く過ぎるために前記したもう一つの課題であるプライミング性が低下すると言う課題の
発生につながるという問題が残されておりその改善が必要である。
【特許文献８】特開平６－１６５９２６号公報
【００１０】
　また、赤外線吸収法で定量された表面近傍のポリビニルピロリドンの選択透過性分離膜
の内表面、外表面および膜中間部におけるポリビニルピロリドンの存在割合が特定化する
ことにより、前記した課題の一つである透析液に含まれるエンドトキシン（内毒系）が血
液側へ浸入する課題を改善する方法が開示されている（例えば、特許文献９参照）。該技
術により上記課題の一つは改善されるが、例えば、前記技術と同様に、プライミング性が
低下すると言う課題が解決されないし、また、該技術で得られた選択透過性分離膜は膜外
表面の開孔率が２５％以上と高くなるので膜強度が低くなり血液リーク等の課題につなが
るという問題を有している。
【特許文献９】特開２００１－３８１７０号公報
【００１１】
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　さらに、選択透過性分離膜の内表面のポリビニルピロリドンの表面存在割合を特定化す
ることにより、血液適合性とポリビニルピロリドンの血液への溶出量を改善する方法が開
示されている（例えば、特許文献１０～１２参照）。
【特許文献１０】特開平６－２９６６８６号公報
【特許文献１１】特開平１１－３０９３５５号公報
【特許文献１２】特開２０００－１５７８５２号公報
【００１２】
　上記技術は、いずれもが中空糸膜の反対面の外表面のポリビニルピロリドンの存在比率
に関しては全く言及されておらず、前記した外表面のポリビニルピロリドンの存在比率に
よる課題の全てを改善できてはいない。
【００１３】
　上記した課題の内、エンドトキシン（内毒系）が血液側へ浸入する課題に関しては、エ
ンドトキシンが、その分子中に疎水性部分を有しており、疎水性材料へ吸着しやすいとい
う特性を利用した方法が開示されている（例えば、特許文献１３参照）。すなわち、中空
糸膜の外表面における疎水性高分子に対するポリビニルピロリドンの比率を５～２５％に
することにより達成できる。確かに、該方法はエンドトキシンの血液側への浸入を抑える
方法としては好ましい方法ではあるが、この特性を付与するには、膜の外表面に存在する
ポリビニルピロリドンを洗浄で除去する必要があり、この洗浄に多大の処理時間を要し、
経済的に不利である。例えば、上記した特許の実施例では、６０℃の温水によるシャワー
洗浄および１１０℃の熱水での洗浄をそれぞれ１時間づつかけて行われている。
【特許文献１３】特開２０００－２５４２２２号公報
【００１４】
　また、外表面に存在するポリビニルピロリドン量を低くすることは、エンドトキシンの
血液側への浸入を抑える点では好ましいことであるが、外表面の親水性が低くなるため、
モジュール組み立て後に組み立てのために乾燥した中空糸膜を湿潤状態に戻す際に、湿潤
のために用いる生理食塩水との馴染みが低くなるので、該湿潤操作の折の空気の追い出し
性であるプライミング性が低下すると言う課題の発生につながるので好ましくない。この
点を改良する方法として、例えばグリセリン等の親水性化合物を配合する方法が開示され
ている（例えば、特許文献１４、１５参照）。しかし、該方法は親水性化合物が透析時の
異物として働き、かつ該親水性化合物は光劣化等の劣化を受けやすいため、モジュールの
保存安定性等に悪影響をおよぼす等の課題につながる。また、モジュール組み立てにおい
て中空糸膜をモジュールに固定する時の接着剤の接着阻害を引き起こすという課題もある
。
【特許文献１４】特開２００１－１９０９３４号公報
【特許文献１５】特許第３１９３２６２号公報
【００１５】
　一方、膜の外表面の開孔率や孔面積を特定値化した膜が開示されている（例えば、特許
文献１６参照）。
【特許文献１６】特開２０００－１４０５８９号公報
【００１６】
　また内表面のポリビニルピロリドン濃度は、選択透過性分離膜の分離の選択性に関して
も大きな影響を与える。例えば、慢性腎不全患者の血液処理法に関しては有効蛋白質であ
るアルブミンの漏れは最小限に抑えつつ、その他の低分子蛋白を積極的に除去する必要が
ある。該選択性に関しても大きく係る。例えば、アルブミンの透過率が０．５～０．００
０１％であるポリスルホン系選択分離膜に関する技術が開示されている（特許文献１７参
照）。確かに、該特許文献の技術はアルブミンの透過率が極めて低いレベルに抑えられて
いる点では優れた技術であるが、該技術で得られた選択透過性分離膜は、例えばα１－マ
イクログロブリンの除去率が低いという課題がある。近年、長期透析患者の増加に伴う透
析合併症が注目されており尿素、尿酸、クレアチニンなどの低分子量物質だけでなく、分
子量５０００ダルトン前後の中分子量領域から分子量一万ダルトン以上の低分子量蛋白ま
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で除去対象が広がっており、血中に存在するα１－マイクログロブリンに代表される分子
量の尿毒症物質を効率よく除去できることが求められているが、特許文献１７の技術は蛋
白質分離の選択性が劣るので、この要求には答えることが出来ない。一方、卵白アルブミ
ンの篩い係数が０．２以上のポリスルホン系選択分離膜に関する技術が開示されている（
特許文献１８参照）。該特許文献で得られた選択透過性分離膜は尿毒症物質を効率よく除
去できる点では有効であるが、有効蛋白質の除去率も高くなりすぎるという課題を有して
いる。従って、アルブミンとα１－マイクログロブリン両者の除去バランスの取れた選択
透過性分離膜の開発が強く望まれている。
【特許文献１７】特開平１１－３０９３５６号公報
【特許文献１８】特開平７－２８９８６３号公報
【００１７】
　また、本発明者等はポリビニルピロリドンの溶出挙動について、詳細な検討をした結果
、上記の透析型人工腎臓装置製造承認基準により定められた試験法で抽出された抽出液中
には、従来公知のＵＶ吸光度では測定できない過酸化水素が含まれていることを見出した
。ここで、過酸化水素が存在すると、例えばポリビニルピロリドンの酸化劣化を促進し、
選択透過性分離膜を保存中にポリビニルピロリドンの溶出量が増加するという保存安定性
が悪化することを見出し、本発明に到達した。
【００１８】
　さらに、上記した特許文献５～７に開示されている従来技術においては、いずれもが選
択透過性分離膜の特定部位について評価されたものである。例えば、モジュール組み立て
等において中空糸膜を乾燥する等の処理を行うと乾燥条件の変動等の影響により上記の溶
出量が大きく変動することが判明し、特定部位のみの評価では高度な安全性の要求に答え
られない。特に、本発明者らが明らかにした、過酸化水素は選択透過性分離膜の特定部位
に存在しても、その個所より選択透過性分離膜素材の劣化反応が開始され選択透過性分離
膜の全体に伝播していくため、モジュールと用いられる選択透過性分離膜の長さ方向の存
在量が全領域に亘り、一定量以下を確保する必要がある。
【００１９】
　中空糸膜束の乾燥を、マイクロ波を照射して乾燥する場合に、平均含水率が２０～７０
質量％になる時点でマイクロ波の照射出力を低下させることが提案されている。（特許文
献１９、２０、２１参照）。該文献においては、具体的には最初３０ｋＷ、次いで２１ｋ
Ｗ程度の出力で乾燥することが示されている。しかし、減圧下でマイクロ波を照射すると
いう手法は認識されていない。また、通常の乾燥工程とマイクロ波を用いることも開示さ
れているが、マイクロ波に減圧という手段を併用するという手法は示されていない。また
、該特許文献では、中空糸膜束の中心部と外周部における乾燥の均一性に関しては配慮が
なされているが、中空糸膜束の長さ方向についての乾燥の均一性に関しては何ら配慮がな
されていない。
【特許文献１９】特開２００３－１７５３２０号公報
【特許文献２０】特開２００３－１７５３２１号公報
【特許文献２１】特開２００３－１７５３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、血液浄化治療に用いられる選択透過性分離膜に関する。さらに詳しくは分離
特性のバランスが良く、安全性や性能の安定性が高く、かつモジュールの組み立て性に優
れた選択透過性分離膜およびその製造方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は上記課題を解決するため、鋭意研究した結果、遂に本発明を完成するに到った
。即ち本発明は、主としてポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンよりなる選択透
過性分離膜
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であって、該選択透過性分離膜の血液非接触側の表面最表層のポリビニルピロ



を装填して作製したモジュールに、ヘマトクリット３０％、総タンパク濃度６～７ｇ／ｄ
ｌ、クエン酸ナトリウムを添加した３７℃の牛血液を２００ｍｌ／分、濾過流量２０ｍｌ
／分で流したとき、１５分後のアルブミンの篩い係数［Ａ］が０．０１以上０．１以下で
、かつ２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］が０．００５以上０．０４未満であること
を特徴とする選択透過性分離膜である。また、本発明は、製膜溶液と内部液をチューブイ
ンオリフィス型ノズルから吐出させた後、エアギャップを通過させてから凝固浴で凝固さ
せる選択透過性分離膜の製造方法において、製膜溶液がポリスルホン系高分子、ポリビニ
ルピロリドンおよび溶剤からなり、ポリスルホン系高分子に対するポリビニルピロリドン
の比率が１０～１８質量％であり、内部液としてアミド系溶剤を３０～６０質量％含む水
溶液であり、該内部液の液温を製膜溶液の液温より３０～６０℃低くし、かつその液温が
０～４０℃である条件で吐出することを特徴とする選択透過性分離膜の製造方法である。
 
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の選択透過性分離膜は、分離特性のバランスが良く、安全性や性能の安定性が高
く、かつモジュールの組み立て性に優れており、慢性腎不全の治療に用いる高透水性能を
有する血液浄化器用として好適であるという利点がある。また、本発明の製造方法により
上記特性の選択透過性分離膜が、経済的に、かつ安定して製造できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明に用いる選択透過性分離膜は、ポリビニルピロリドンを含有するポリスルホン系
樹脂で構成されているところに特徴を有する。本発明におけるポリスルホン系樹脂とは、
スルホン結合を有する樹脂の総称であり特に限定されないが、例を挙げると
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
で示される繰り返し単位をもつポリスルホン樹脂やポリエーテルスルホン樹脂がポリスル
ホン系樹脂として広く市販されており、入手も容易なため好ましい。
【００２４】
　本発明に用いられるポリビニルピロリドンは、Ｎ－ビニルピロリドンをビニル重合させ
た水溶性の高分子化合物であり、例えばＢＡＳＦ社より「ルビテック」、ＩＳＰ社より「
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リドンの存在割合が２５～５０質量％、かつ（血液非接触側の表面最表層のポリビニルピ
ロリドンの存在割合）／（血液接触側の表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合）
が１．１倍以上、スキン層厚みが０．１～１．２μｍの特性を有し、該選択透過性分離膜



プラスドン」、第一工業製薬社より「ピッツコール」の商品名で市販されており、それぞ
れ各種の分子量の製品がある。一般には、親水性の付与効率では低分子量のものが、一方
、溶出量を低くする観点では高分子量のものを用いるのが好適であるが、最終製品の中空
糸膜の要求特性に合わせて適宜選択される。単一の分子量のものを用いても良いし、分子
量の異なる製品を２種以上混合して用いても良い。また、市販の製品を精製し、例えば分
子量分布をシャープにしたものを用いても良い。ポリビニルピロリドンの分子量としては
質量平均分子量１０，０００～１，５００，０００のものを用いることができる。具体的
には、例えばＢＡＳＦ社より市販されている分子量９，０００のもの（Ｋ１７）、以下同
様に４５，０００（Ｋ３０）、４５０，０００（Ｋ６０）、９００，０００（Ｋ８０）、
１，２００，０００（Ｋ９０）を用いるのが好ましく、目的とする用途、特性、構造を得
るために、それぞれ単独で用いてもよく、適宜２種以上を組み合わせて用いても良い。本
願発明においては、Ｋ９０を単独で用いるのが最も好ましい。
【００２５】
　本発明においては、該ポリビニルピロリドンとして過酸化水素含有量が３００ｐｐｍ以
下のものを用いて製造することが重要である。２５０ｐｐｍ以下がより好ましく、２００
ｐｐｍ以下がさらに好ましく、１５０ｐｐｍ以下がよりさらに好ましい。原料として用い
るポリビニルピロリドン中の該過酸化水素含有量を３００ｐｐｍ以下にすることで、選択
透過性分離膜中の過酸化水素溶出量を５ｐｐｍ以下に常に安定して達成することに繋がり
、本発明の選択透過性分離膜の品質安定化が達成できるので好ましい。
【００２６】
　上記した原料として用いるポリビニルピロリドン中に含有される過酸化水素は、ポリビ
ニルピロリドンの酸化劣化の過程で発生すると推定される。従って、過酸化水素含有量を
３００ｐｐｍ以下にするには、ポリビニルピロリドンの製造工程でポリビニルピロリドン
の酸化劣化を抑える方策をとることが有効である。また、ポリビニルピロリドンの搬送や
保存時の劣化を抑える手段を取る事も有効であり推奨される。例えば、アルミ箔ラミネー
ト袋を用いて、遮光し、かつ窒素ガス等の不活性ガスで封入するとか、脱酸素剤を併せて
封入し保存することが好ましい実施態様である。また、該包装体を開封し小分けする場合
の計量や仕込みは不活性ガス置換をして行い、かつその保存についても上記の対策を取る
のが好ましい。また、中空糸膜の製造工程においても、原料供給系での供給タンク等を不
活性ガス置換する等の手段をとることも好ましい実施態様として推奨される。また、再結
晶法や抽出法で過酸化水素量を低下させる方法をとることも排除されない。また、該ポリ
ビニルピロリドンを溶媒に溶解する場合は７０℃以下の温度で溶解するのが好ましい。
該溶解を不活性ガス置換した状態で行うのも好ましい実施態様である。
【００２７】
　本発明においては、上記のポリビニルピロリドンのみの使用で本発明の必要特性を付与
することができるので、例えば特許文献６に記載されているようなポリグリコール等の他
の親水性高分子の併用は必要でない。生産管理の点等よりポリビニルピロリドンのみを使
用するのが好ましい実施態様である。
【００２８】
　本発明の選択透過性分離膜の製造方法は何ら限定されるものではないが、例えば特開２
０００－３００６６３号公報で知られるような方法で製造できる中空糸膜タイプのものが
好ましい。例えば、該特許文献に開示されているポリエーテルスルホン（４８００Ｐ、住
友化学社製）１６質量部とポリビニルピロリドン（Ｋ－９０、ＢＡＳＦ社製）５質量部、
ジメチルアセトアミド７４質量部、水５質量部を混合溶解し、脱泡したものを製膜溶液と
して、５０％ジメチルアセトアミド水溶液を芯液として使用し、これを２重管オリフィス
の外側、内側より同時に吐出し、５０ｃｍの空走部を経て、７５℃、水の凝固浴中に導き
中空糸膜を形成し、水洗後まきとり、１００００本束ねたところで筒状ポリプロピレン製
フィルムに装填して２７ｃｍの長さにカットし、ウェットの中空糸膜を製造し、得られた
ウェットの中空糸膜を６０℃のエアを中空糸膜束の長手方向に、一方向から２０時間通風
することによる乾燥が例示できる。
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【００２９】
　上記のごとく、本発明の選択透過性分離膜は、その構成成分である上記のポリスルホン
系高分子とポリビニルピロリドンとを溶媒に溶解した製膜溶液を用いた湿式製膜法で製造
されるが、該溶媒としては両成分を溶解することのできるジメチルホルムアミド、ジメチ
ルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン等のアミド系やジメチルスルホキサイド等のスル
ホキサイド系の極性溶媒が用いられる。また、１０質量％以下であれば水やアルコール等
のポリスルホン系高分子に対する非溶媒を併用しても良い。このことによりポリスルホン
系高分子に対するポリビニルピロリドンの相分離の制御ができる。
【００３０】
　本発明の選択透過性分離膜は、上記組成よりなる選択透過性分離膜を装填して作製した
モジュールに、ヘマトクリット３０％、総タンパク濃度６～７ｇ／ｄｌ、クエン酸ナトリ
ウムを添加した３７℃の牛血液を２００ｍｌ／分、濾過流量２０ｍｌ／分で流したとき、
１５分後のアルブミンの篩い係数［Ａ］が０．０１以上０．１以下で、かつ２時間後のア
ルブミンの篩い係数［Ｂ］が０．００５以上０．０４未満であることが好ましい（要件１
）。１５分後のアルブミンの篩い係数は０．０１以上０．０９以下がより好ましく、０．
０１以上０．０８以下がさらに好ましい。一方、２時間後のアルブミンの篩い係数は０．
００５以上０．０３５以下がより好ましく、０．００５以上０．０３以下がさらに好まし
い。１５分後および２時間後のアルブミンの篩い係数がそれぞれ０．１および０．０４を
超えた場合は、有用蛋白質であるアルブミンの透過率が高くなり、患者に対する負担が大
きくなる可能性がある。一方、１５分後および２時間後のアルブミンの篩い係数がそれぞ
れ０．０１および０．００５未満では、アルブミンの透過率が低い点では好ましいが、α
１マイクログロブリン等の尿毒症物質を効率よく除去できない可能性がある。
【００３１】
　アルブミンは生体にとって有用なタンパク質であり、臨床においては血液透析治療１回
（除水量３Ｌ）あたりのアルブミン漏出量は３ｇ以下が適当と考えられている。アルブミ
ン漏出量が多すぎると、食事摂取量の少ない患者では低アルブミン血症などの障害を引き
起こす可能性がある。したがって、血液透析１回あたりのアルブミン漏出量は２．５ｇ以
下がより好ましく、２．０ｇ以下がさらに好ましく、１．５ｇ以下がよりさらに好ましい
。逆に、生体内にはアルブミンに結合する毒素の存在も知られており、アルブミン漏出量
が少なすぎても、種々の障害を引き起こすことがある。したがって、透析治療１回あたり
のアルブミン漏出量は０．０５ｇ以上が好ましく、０．１ｇ以上がより好ましく、０．１
５ｇ以上がさらに好ましい。
【００３２】
　また、本発明においては、２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］が１５分後のアルブ
ミンの篩い係数［Ａ］より小さいことがより好ましい実施態様である（要件２）。該要件
を満たすことにより本発明の効果が顕著に発現できる。さらに、請求項３に記載のごとく
１５分後のアルブミンの篩い係数［Ａ］と２時間後のアルブミンの篩い係数［Ｂ］の関係
が、［Ｂ］／［Ａ］＝０．１～０．４を満足することがさらに好ましい実施態様である（
要件３）。［Ｂ］／［Ａ］＝０．１５～０．３８がより好ましい。［Ｂ］／［Ａ］が０．
４を超えた場合は、有用タンパク質であるアルブミンの透過率が高くなり、患者に対する
負担が大きくなることがある。一方、［Ｂ］／［Ａ］が０．１未満では、α１マイクログ
ロブリン等の尿毒症物質を効率よく除去できなくなる可能性がある。
【００３３】
　本発明においては、α１マイクログロブリン（分子量３３，０００）のクリアランスが
１５ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上であることが好ましい実施態様である（要件４）。
α１マイクログロブリンのクリアランスが小さすぎると、分子量３０，０００程度の物質
の除去量が少ないため、透析合併症の予防効果やかゆみ・痛みといった臨床症状の改善効
果を得られないことがある。したがって、α１マイクログロブリンのクリアランスは１８
ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上がより好ましく、２１ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上
がさらに好ましく、２４ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上がよりさらに好ましく、２７ｍ
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ｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以上が特に好ましい。また、α１マイクログロブリンの除去性
を高める意味でクリアランスは大きい方が好ましいが、クリアランスを大きくしすぎると
有用タンパクであるアルブミンの漏出量を抑えることが難しくなるので、α１マイクログ
ロブリンのクリアランスは１００ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以下が好ましく、８０ｍｌ
／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以下がより好ましく、６０ｍｌ／ｍｉｎ（１．０ｍ２ ）以下がさ
らに好ましい。
【００３４】
　慢性腎不全患者の血液処理において、有用なタンパク質であるアルブミンの漏れを最小
限に抑えることが重要であるが、これを抑えると、一方でα１マイクログロブリンなどの
除去率が非常に低下してくる。その適正なバランスを持たせるために、選択透過性分離膜
の性能について検討すると、ポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンよりなる選択
透過性分離膜を装填して作製したモジュールに、ヘマトクリット３０％、総タンパク濃度
６～７ｇ／ｄｌ、クエン酸ナトリウムを添加した３７℃の牛血液を２００ｍｌ／ｍｉｎ、
ろ過流量２０ｍｌ／ｍｉｎで流したとき、１５分後のアルブミンの篩い係数が０．０３以
上０．１以下で、かつ２時間後のアルブミンの篩い係数が０．００５以上０．０３未満の
範囲に収まるような特徴を有する選択透過性分離膜とすることが最適な条件であることを
見出した。このような最適な条件を備えた分離膜を製造するためには、各種の材料、その
仕様、製造プロセス、乾燥条件などが起因するが、この分離膜の構造的な特徴と、アルブ
ミンの関係を解析するのも一つの手法である。
【００３５】
　本発明の分離膜の有する特性の最も典型的な特徴の一つである中空糸膜の内表面最表層
のポリビニルピロリドンの存在割合［Ｃ］と外表面最表層のポリビニルピロリドンの存在
割合［Ｄ］の関係における［Ｄ］／［Ｃ］と、１５分後のアルブミン篩い係数［Ａ］と２
時間後のアルブミン篩い係数［Ｂ］との関係を表わしたものが図２である。これによると
、本発明の請求項１で特定している［Ｄ］／［Ｃ］が１．１倍以上になると、アルブミン
篩い係数［Ａ］に関しては、実施例１～３においては、所定の０．０３以上０．１以下と
、０．００５以上０．０３未満の範囲に適正に収まり、アルブミンとα１マイクログロブ
リンとのバランスの取れた、安定した分離膜が得られる。もちろん、ポリビニルピロリド
ンの分子量、分離膜中の存在量・存在割合などが、そのアルブミン篩い係数に影響するも
のと考えられるが、本件実施例において検証した範囲では、１．１＜［Ｄ］／［Ｃ］とい
う点が、アルブミン篩い係数が所定の範囲に収まるという点で、大きな影響を与えている
要因の一つであることが容易に理解できる。
 
【００３６】
　同様に、アルブミン篩い係数の比である［Ｂ］／［Ａ］とポリビニルピロリドン存在比
である［Ｄ］／［Ｃ］の関係を調べると（図３参照）、本件実施例１～３においては、１
．１＜［Ｄ］／［Ｃ］において、［Ｂ］／［Ａ］が、０．１～０．４の範囲に適性に収ま
るが、比較例１～６においては、分布が大きく外れるということは、［Ａ］と［Ｂ］の較
差に大きな不安定な分布があるために、品質が安定していないということを示す指標とも
なる。
【００３７】
　この［Ｄ］／［Ｃ］と、α１マイクログロブリンクリアランスとの関係を定量的に解析
したのが、図４である。やはり、［Ｄ］／［Ｃ］＝１．１を起点にして、その分布が本件
実施例１～３では、α１マイクログロブリンのクリアランスが１５ｍｌ／ｍｉｎ（１．０
ｍ２ ）という安定した領域に集中する傾向にある。一方、比較例１～６においては、α１
マイクログロブリンクリアランスの分散状態が大きく、これは品質の不安定な分離膜が得
られていることを示唆する。これらの図２～４より、本発明の実施例１～３を総合的に判
断すれば、本件発明の各請求項で特定するアルブミン篩い係数の範囲、α１マイクログロ
ブリンの限定量、ポリビニルピロリドンの存在割合の各限定事項は、技術事項として、必
須要件であるばかりでなく、臨界的な技術的意味を有する範囲であることが容易に理解で
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きる。
【００３８】
　さらに、図５は、［Ｄ］／［Ｃ］と、α１マイクログロブリン吸着量との関係を定量的
に解析したものである。α１マイクログロブリン吸着は、［Ｄ］／［Ｃ］だけでなく、膜
の細孔径や血液接触面の構造、たとえばミクロな凹凸など、さらに表面の親水性度が、そ
の吸着量に影響するため、一概には言えないが、やはり１．１＜［Ｄ］／［Ｃ］という点
が、α１マイクログロブリンが所定の範囲に収まるという点で、大きな影響を与えている
要因の一つであることが容易に理解できる。
【００３９】
　本発明の選択透過性分離膜を構成する主要な要件の１つである、血液接触側表面最表層
におけるポリビニルピロリドンの存在割合を２０～４０質量％としている。分離膜の性能
を決める要因には、ポリスルホン系高分子のグレード、ポリビニルピロリドンのグレード
、ポリビニルピロリドンのトータル配合量、外表面の存在量、選択透過性分離膜の製造方
法などの多くの技術的要因が関与しているが、血液接触側表面最表層におけるポリビニル
ピロリドンの存在割合が本発明の分離膜の性能に大きく関与している。図６には、内表面
ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）の存在割合（質量％）と、α１マイクログロブリン吸着
量との関係を示す。本件請求項５では、α１マイクログロブリン（ＭＧ）吸着量が２．０
～２０ｍｇ／ｍ２ であることを規定している。このような選択透過性分離膜の性能を表わ
す要因の１つとして、血液接触側表面最表層におけるＰＶＰの存在割合を２０～４０質量
％と特定することが重要であることを明示している。このように図６は、選択透過性分離
膜に要求される性能の１つであるα１ＭＧ吸着量が選択透過性分離膜の物質または構造を
特定するＰＶＰの存在割合と密接な関係にあることも定量的に明らかにしている。
 
【００４０】
　本発明において、選択透過性分離膜に上記した蛋白質分離の選択性バランスを付与する
方法は限定されないが、本発明における血液浄化用中空糸膜は、内表面にスキン層を有し
、外表面に向かって孔径が拡大するいわゆる非対称構造を有することが好ましい。さらに
、スキン層の厚みは０．１～１．２μｍ未満であることが好ましい（要件６）。実質の分
離活性層であるスキン層の厚みは薄い方が、溶質の移動抵抗が小さくなるため好ましく、
１．１μｍ以下がより好ましく、１．０μｍ以下がさらに好ましい。しかし、スキン層の
厚みが薄すぎると、潜在的な細孔構造の欠陥が顕在化しやすくなり、有用タンパクである
アルブミンの漏出を抑えることができなくなるとか、耐圧性を確保するのが難しくなるな
どの問題が発生することがある。したがって、スキン層厚みは０．２μｍ以上が好ましく
、０．３μｍ以上がより好ましく、０．４μｍ以上がさらに好ましい。
【００４１】
　また、前記の製造方法において、製膜溶液がポリスルホン系高分子、ポリビニルピロリ
ドンおよび溶剤からなり、ポリスルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの比率が
１０～１８質量％であり、内部液がアミド系溶剤を３０～６０質量％含む水溶液であり、
該内部液の液温を製膜溶液の液温より３０～６０℃低くし、かつその液温が０～４０℃で
ある条件で吐出することも好ましい実施態様である。ポリビニルピロリドン比率としては
１２．０～１７．５質量％がより好ましく、１３．０～１７．５質量％がさらに好ましい
。内部液のアミド系溶剤量は３２～５８質量％がより好ましく、３４～５６質量％がさら
に好ましく、３５～５４質量％がよりさらに好ましい。内部液の液温を製膜溶液の液温の
差は３０～６０℃がより好ましく、３０～５５℃がさらに好ましく、３５～５０℃がより
さらに好ましい。内部液の液温は０～３５℃がより好ましく、５～３０℃がさらに好まし
く、１０～３０℃がよりさらに好ましい。これらの条件を選ぶことにより選択透過性分離
膜のスキン層厚み、内表面のポリビニルピロリドン存在割合、平均孔径や孔径分布等の内
表面特性が最適化され蛋白質の選択性が向上し、本発明の選択透過性分離膜が具備すべき
必要特性が達成できる。
【００４２】
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　また、内部液の温度を前記範囲に設定することにより、内部液をノズルより吐出した際
、溶け込んでいた溶存気体が気泡となって発生するのを抑制できる。すなわち、内部液中
の溶存気体の気泡化を抑制することにより、ノズル直下での糸切れや、ノブの発生を抑え
るという副次効果も有する。
【００４３】
　内部液の液温と製膜溶液の液温に温度差を付ける方法も限定されないが、チューブイン
オリフィス型ノズルとして内部液タンクからノズルまでの配管およびノズルブロック内に
熱交換器が設けられ製膜溶液の温度とは別個に液温調整ができる内部液熱媒循環型ブロッ
クを用いるのが好ましい実施態様である。
【００４４】
　また、前記の蛋白質の選択性のバランスを付与する達成手段として、ポリビニルピロリ
ドンが実質的に非架橋であることが挙げられる（要件８）。本発明においては選択透過性
分離膜中に存在するポリビニルピロリドンの血液通過による膨潤効果により、上記の蛋白
質の選択性のバランスを付与することをその達成手段の一つの要素としている。すなわち
、治療開始時は蛋白質の透過性を高くしておき、透析の進行による血液の通過にともなっ
て選択透過性分離膜中のポリビニルピロリドンの膨潤が進行することによりアルブミンの
透過性を低減させて蛋白質分離の選択性を向上させるという効果を利用している。ポリビ
ニルピロリドンが架橋されるとポリビニルピロリドンの分子運動性や血液による膨潤性が
低下するので該作用機能が低下し蛋白質分離の選択性が低下することがある。
【００４５】
　本発明において、不溶分の含有率は、選択透過性分離膜中に存在する全ポリビニルピロ
リドンに対して３０質量％以下が好ましい。２５質量％以下がより好ましく、２０質量％
以下がさらに好ましく、１５質量％以下がよりさらに好ましく、１０質量％以下が特に好
ましく、５質量％未満が最も好ましい。該不溶分の含有率はポリビニルピロリドンの架橋
度の尺度であり、不溶分の含有率が３０質量％を超えた場合は、選択透過性分離膜中に存
在するポリビニルピロリドンの架橋が進行しているということであり、上記の作用機能が
低下し蛋白質の選択性の低下や、選択透過性分離膜の血液適合性低下につながることがあ
る。ただし、本願発明の選択透過性分離膜は、乾燥後の含水率を１～１０質量％に保つの
が好ましいため、照射滅菌時にわずかに存在する水分の影響によりある程度の架橋反応が
起こる。また、極わずかに架橋（不溶化）させることにより、血液通液時の残血等に悪影
響を及ぼさず、かつ溶出物量を減ずるという副次的な効果を発現することができる。した
がって、不溶分の含有率は０．１質量％以上が好ましく、０．２質量％以上がより好まし
く、０．３質量％以上がさらに好ましく、０．５質量％以上がよりさらに好ましい。
【００４６】
　上記の不溶分の含有量は、簡易的には選択透過性分離膜をジメチルホルムアミドに浸漬
し溶解させて得られる溶液の不溶分の有無により判断ができる。すなわち、選択透過性分
離膜１０ｇを１００ｍｌのジメチルホルムアミドに溶解して目視で観察して不溶分が見え
ないものを非架橋と判定する。
【００４７】
　本発明においては、選択透過性分離膜の膜厚が２５～４５μｍであることが好ましい（
要件７）。膜厚が薄すぎると、耐圧性が低下することがある。また、選択透過性分離膜の
腰が弱くなりモジュールの組み立て性が低下するという課題にもつながることがある。し
たがって、膜厚は２６μｍ以上がより好ましく、２７μｍ以上がさらに好ましい。一方、
膜厚が厚すぎると、α１マイクログロブリンのクリアランの低下やポリビニルピロリドン
の溶出量増大につながる。また、膜厚の増大に伴いモジュールを大きくする必要があるな
ど、例えば、中空糸膜の場合、モジュールがコンパクトであるというメリットを損なうお
それがある。したがって、膜厚は４０μｍ以下がより好ましく、３５μｍ以下がさらに好
ましく、３３μｍ以下がよりさらに好ましい。
【００４８】
　本発明においては、選択透過性分離膜の血液接触側表面（内表面）の最表層におけるポ
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リビニルピロリドンの存在割合が２０～４０質量％であることが好ましい（要件９）。２
０質量％未満では、中空糸膜内表面の親水性が低く血液適合性が悪化し中空糸膜表面で血
液の凝固が発生しやすくなり、凝固した血栓による中空糸膜の閉塞が発生し中空糸膜の分
離性能が低下したり、血液透析に使用した後の残血が増えたりすることがある。中空糸膜
内表面の最表層のポリビニルピロリドンの存在割合は、２１質量％以上がより好ましく、
２２質量％以上がさらに好ましく、２３質量％以上がよりさらに好ましい。一方、４０質
量％を超えた場合は、血液に溶出するポリビニルピロリドン量が増大し、該溶出したポリ
ビニルピロリドンによる長期透析による副作用や合併症が起こる可能性がある。中空糸膜
内表面の最表層のポリビニルピロリドンの存在割合は３８質量％以下がより好ましく、３
６質量％以下がさら好ましい。
【００４９】
　また、血液適合性は血しょうタンパクの吸着量によっても影響を受ける。すなわち、親
水性の蛋白質である血しょうタンパクが、選択透過性分離膜の血液接触側表面に吸着され
ることにより、表面の親水性が増し血液適合性が向上する。本発明においては、臨床症状
（かゆみ・痛み）改善効果および選択透過性分離膜の血液適合性の程度を代替するものと
して、血しょうタンパク中のα１マイクログロブリン（分子量３３，０００）の吸着量が
２．０～２０ｍｇ／ｍ２ であることが好ましい（要件５）。また、α１マイクログロブリ
ンは、血液（血しょう）中で免疫グロブリン（分子量１０万以上）と結合しやすい性質を
有する。免疫グロブリンに結合したα１マイクログロブリンは選択透過性分離膜の細孔よ
りも大きくなるため、篩い効果だけでは十分に除去しきれない問題がある。そのため、臨
床症状の改善効果を高める目的で、選択透過性分離膜への吸着という効果により除去量を
高めるのが本発明の別の態様である。α１マイクログロブリンの吸着量が少なすぎると、
血液適合性の低下や臨床症状改善効果が不足することがある。したがって、該吸着量は２
．５ｍｇ／ｍ２ 以上がより好ましく、３．０ｍｇ／ｍ２ 以上がさらに好ましく、３．５ｍ
ｇ／ｍ２ 以上がよりさらに好ましい。逆に、該吸着量が多すぎると、有効細孔径の減少に
つながり、ひいては中分子量物質～低分子量タンパクの除去性が低下する可能性がある。
したがって、該吸着量は１９ｍｇ／ｍ２ 以下がより好ましく、１８ｍｇ／ｍ２ 以下がさら
に好ましく、１７ｍｇ／ｍ２ 以下がよりさらに好ましい。
【００５０】
　該α１マイクログロブリンの吸着量を上記範囲にするためには、前述の内表面の最表層
ポリビニルピロリドンの存在割合の最適化が大きく寄与している。その他、内表面の表層
の形態によっても影響を受ける。これらの特性を付与する方法は限定されないが、例えば
、前述および後述の製造条件を組み合わせることにより達成することができる。特に、内
部液の液温の影響を大きく受ける。従って、前述の内部液の液温を製膜溶液の液温より３
０～６０℃低くし、かつその液温が０～４０℃である条件で吐出することが重要である。
このことにより、内表面の最表層面ポリビニルピロリドンの存在割合が最適化される。さ
らに、上記条件において製膜時のドラフト比を高めることで、内表面の表層に中空糸膜の
長手方向に連続した筋状のミクロの凹凸が形成される。このミクロの凹凸により、内表面
の表面積が増大し吸着量が最適化される。加えて、α１マイクログロブリンの吸着量は中
空糸膜の内表面のポリビニルピロリドンの配向度の影響を受ける。配向度が高い方が吸着
量が増大する。従って、図１に示すように、製膜時のチューブインオリフィスノズル内の
製膜溶液の剪断応力を１×１０４ ～１×１０８ ｓ－ １ の範囲にすることが好ましい実施態
様である。剪断応力が小さすぎる場合には、中空糸膜内表面のポリビニルピロリドンの配
向度が小さくなるためα１マイクログロブリンの吸着量が減少する可能性がある。したが
って、ノズル内での剪断応力は５×１０４ ｓ－ １ 以上がより好ましく、１×１０５ ｓ－ １

以上が更に好ましく、５×１０５ ｓ－ １ 以上がより更に好ましい。また、剪断応力が大き
すぎる場合には、中空糸膜内表面のポリビニルピロリドンの結晶化が進行し、溶質の透過
性が低下する可能性がある。したがって、剪断応力は５×１０７ ｓ－ １ 以下がより好まし
く、１×１０７ ｓ－ １ 以下がさらに好ましく、５×１０６ ｓ－ １ 以下がよりさらに好まし
い。また、同様に製膜原液が剪断応力を受ける時間を規定することも重要な要件である。
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剪断応力時間は１×１０－ ５ ～０．１ｓｅｃが好ましい。より好ましくは５×１０－ ４ ～
５×１０－ ２ ｓｅｃ、さらに好ましくは１×１０－ ４ ～１×１０－ ２ ｓｅｃである。これ
らの要件を達成するための具体的なノズル形状としては、製膜原液吐出孔の最大外径が１
００～７００μ m、ランド長が０．１～５ｍｍであることが好ましい。最大外径は１５０
～６００μ mがより好ましく、１８０～５５０μ mがさらに好ましく、２００～５００μ m
がよりさらに好ましい。このようなノズルを用いることにより、ノズル内で剪断を受けた
製膜原液が、ノズルより吐出後、適度に配向し、かつ血液接触表面にミクロな凹凸を形成
することが可能となる。
【００５１】
　また、該α１マイクログロブリンの吸着量は、中空糸膜の血液接触側表面の荷電状態の
影響も受ける。本発明においては、中空糸膜の製造に用いる水はＲＯ水を用いることが効
果的である。例えば、中空糸膜の洗浄工程において、ＲＯ水を使用することで、膜に付着
している帯電性物質を効率よく除去することができる。当然のことながら、ＲＯ水にはイ
オン性物質は含有されていないので、イオンが膜に吸着することもない。使用するＲＯ水
は比抵抗が０．３～２ＭΩｃｍのものが好ましく、さらには０．４～１．９ＭΩｃｍのも
のが好ましい。
【００５２】
　前記α１マイクログロブリンの吸着量は、血液適合性の向上のみでなくα１マイクログ
ロブリンの除去に対しても寄与しており、透析合併症の予防効果やかゆみ・痛みといった
臨床症状の改善効果にも好結果を及ぼすものと思われる。
【００５３】
　本発明においては、選択透過性分離膜の血液接触側表面の表面近傍層におけるポリビニ
ルピロリドンの存在割合が５～２０質量％であることが好ましい（要件１０）。７～１８
質量％がより好ましい。上記のごとく選択透過性分離膜における血液接触側表面の最表層
のポリビニルピロリドンの存在割合は、血液適合性の点より高い方が好ましいが、該存在
割合が増加すると血液へのポリビニルピロリドンの溶出量が増大するという二律背反の現
象となる。したがって、中空糸膜内表面近傍のポリビニルピロリドンの存在割合は、１９
質量％以下がより好ましく、１８質量％以下がさらに好ましい。また、中空糸膜内表面近
傍のポリビニルピロリドンの存在割合が少なすぎると、最表層へのポリビニルピロリドン
の供給が行われないため、溶質除去性能や血液適合性の経時安定性が低下する可能性があ
る。したがって、中空糸膜内表面近傍のポリビニルピロリドンの存在割合は、６質量％以
上がより好ましく、７質量％以上がさらに好ましい。該要件を取り入れることにより上記
の二律背反の現象を打破し上記現象の最適化を従来技術で到達できなかった高度なレベル
で達成するための要因であり、本発明の新規な特徴の一つである。すなわち、血液適合性
を支配する選択透過性分離膜の最表層のポリビニルピロリドンの存在割合を血液適合性が
発現できる最低のレベルに設定した。ただし、該最表層の存在割合では、初期の血液適合
性は満足できるが長期透析をすると該最表層に存在するポリビニルピロリドンが少しずつ
であるが血液に溶出していき、透析の経過とともに段々と血液適合性が低下していくとい
う課題が発生する。本発明は、該課題を表面近傍層に存在するポリビニルピロリドンの最
表層への移動により補給することで解決するという技術思想により完成したものである。
従って、血液接触側表面の表面近傍層のポリビニルピロリドンの存在割合が５質量％未満
では血液適合性の持続性の低下を抑えることが不十分となる可能性がある。一方、２０質
量％を超えた場合は、血液に溶出するポリビニルピロリドンの量が増大し長期透析による
副作用や合併症が起こる可能性がある。
【００５４】
　本発明においては、選択透過性分離膜における 最表層におけるポリ
ビニルピロリドンの存在割合が２５～５０質量％であり、かつ

であることが好ましい実施態様である（要件１１）。
（外表面）の最表層におけるポリビニルピロリドンの存在割合が少なすぎ
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ると、中空糸膜の支持層部分への血中タンパクの吸着量が増えるため血液適合性や透過性
能の低下が起こる可能性がある。したがって、外表面最表層のポリビニルピロリドンの存
在割合は２７質量％以上がより好ましく、２９質量％以上がさらに好ましく、３１質量％
以上がよりさらに好ましい。また、乾燥膜の場合、プライミング性が悪化することがある
。逆に、外表面のポリビニルピロリドンの存在割合が多すぎると、透析液に含まれるエン
ドトキシン（内毒素）が血液側へ浸入する可能性が高まり、発熱等の副作用を引き起こす
ことに繋がるとか、膜を乾燥させた時に該表面に存在するポリビニルピロリドンが介在し
、中空糸膜同士が固着し、モジュール組み立て性が悪化する等の課題を引き起こす可能性
がある。外表面におけるポリビニルピロリドンの存在割合は４３質量％以下がより好まし
く、４１質量％以下がさらに好ましく、３９質量％以下がよりさらに好ましい。
 
【００５５】
　また、 最表層のポリビニルピロリドンの存在割合は、

最表層のポリビニルピロリドンの存在割合の１．１倍以上であ
ることが好ましい。ポリビニルピロリドンの存在割合は、製膜後の中空糸膜の収縮率に影
響を与える。すなわち、ポリビニルピロリドンの存在割合が高くなるに従い、中空糸膜の
収縮率は大きくなる。例えば、内表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合が外表面
最表層のポリビニルピロリドンの存在割合よりも高い場合、内表面側と外表面側の収縮率
の違いにより、内表面側にミクロな皺が発生したり、中空糸膜が破断することがある。内
表面側に皺が入ると、例えば、血液透析に使用した場合、血液を流したときに血中タンパ
ク質等が膜面に堆積しやすくなるため、経時的に透過性能が低下するなどの問題に繋がる
可能性がある。このような理由から、外表面側のポリビニルピロリドンの存在割合を高く
するのが好ましい。さらに、本発明の中空糸膜は、内表面に緻密層を有し、外表面に向か
って次第に孔径が拡大する構造を有している。すなわち、内表面側に比較して外表面側の
方が空隙率が高いため、より外表面側の収縮率が大きくなる特性を有している。そのあた
りの影響も加味すると、外表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合は、内表面最表
層のポリビニルピロリドンの存在割合の１．１倍以上であることが好ましい。より好まし
くは、１．２倍以上、さらに好ましくは１．３倍以上である。
　前記理由により、外表面最表層のポリビニルピロリドンの存在割合は高い方が好ましい
が、２．０倍を超えるとポリスルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの含量が高
くなりすぎ、強度不足や中空糸膜同士の固着、血液透析使用時のエンドトキシンの逆流入
、ポリビニルピロリドン溶出などの問題を引き起こす可能性がある。より好ましくは１．
９倍以下、さらに好ましくは１．８倍以下、よりさらに好ましくは１．７倍以下である。
【００５６】
　血液接触側表面最表層と血液接触側表面近傍層に関して、詳細にその二層の違いをみる
と、親水性高分子の濃度差による二層構造であり、選択透過性分離膜は一般に、血液接触
側表面のスキン層（ち密層）から反対側表面に向かうに従い、孔径が拡大する傾向にある
から、最表層部分と表面近傍部分で密度差のある二層構造となることもある。この各層の
厚み及びその境界線は、選択透過性分離膜の製造条件により任意に変わるものであり、ま
た、その層の構造は性能にも多少なりとも影響する。そうすると、溶媒交換による中空糸
膜の製造工程から推測しても、最表層と表面近傍層がほとんど同時に、しかも両層が隣接
して製造されている事情からすれば、一応二層が形成されることは認識できても、境界は
鮮明に線引きできるようなものではなく、二層にまたがる親水性高分子の存在量の分布曲
線をみるなら、連続線でつながるような場合が多く、ポリビニルピロリドンにおいて親水
性高分子の存在量の分布曲線に断層ができるために、材料挙動の違う不連続な２つの層が
できると仮定することは技術的に無理があろう。ポリビニルピロリドンの存在量を最表層
で２０～４０質量％、表面近傍層のそれを５～２０質量％ということが最適範囲として一
応規定しているが、ポリビニルピロリドンが表面近傍層から最表層へと拡散移動するとい
う機構からすれば、例えば、最表層が４０質量％で表面近傍層が５質量％というような設
計では機能上十分に作用しないこともありうる。要するに、二層に存在する単純なポリビ

10

20

30

40

50

(15) JP 3642065 B1 2005.4.27

血液非接触側の表面（外表面） 血
液接触側の表面（内表面）



ニルピロリドンの存在量の較差に着目して設計することも重要である。その適正な較差値
としては、両者のポリビニルピロリドンの存在量に表わす質量％で示す数値を算定の根拠
にして、例えば、最表層と表面近傍からなる二層間に、１．１倍以上ということを、二層
間のポリビニルピロリドンの存在量の質量％の差で換算して算定すれば、二層のポリビニ
ルピロリドンの存在割合（含有量）の単純な差を、１～３５質量％程度に、最適には５～
２５質量％程度の差の違いがあれば、ポリビニルピロリドンが表面近傍層から最表層へと
拡散移動が円滑にできるものといえる。例えば、最表層を３２質量％とすると、表面近傍
層は、７～２７質量％程度の範囲にあることになり、これは１．１～１０倍という程度の
要件を満たすことになる。
【００５７】
　なお、上記ポリビニルピロリドンの選択透過性分離膜最表層の存在割合は、後述のごと
くＥＳＣＡ法で測定し算出したものであり、選択透過性分離膜の最表層部分（表層からの
深さ数Å～数十Å）の存在割合の絶対値を求めたものである。通常は、ＥＳＣＡ法では、
表面より深さが１０ｎｍ（１００Å）程度までのポリビニルピロリドン含量を測定可能で
ある。また、表面近傍層のポリビニルピロリドンの存在割合は、表面赤外分光法（ＡＴＲ
法）によって測定したもので、ＡＴＲ法（表面近傍層）では、表面より深さ１０００～１
５００ｎｍ（１～１．５μ m）程度までのポリビニルピロリドン含有量を測定可能である
。両存在割合は、その存在位置を異にしている。もちろん、最表層および表面近傍層を表
面からどの程度の深さのものまでを認識し、その対象にするかは、選択透過性分離膜の種
類、構造およびグレードなどにより決まるものであり、その点に留意して上記の深さの範
囲内において任意に決定することができる。
【００５８】
　血液接触側表面および反対側表面のポリビニルピロリドンの存在割合は、ポリビニルピ
ロリドンの分子量にも関係することがある。例えば、分子量１２０万程度という高い分子
量のポリビニルピロリドンを使用した場合より、分子量４５万程度の低い分子量のポリビ
ニルピロリドンを使用すると、凝固において、ポリビニルピロリドンの溶解性や溶出量が
大きいことや、拡散移動が大きいという理由などにおいて、ポリスルホン系高分子に対す
るポリビニルピロリドンの平均質量割合１～２０質量％という存在割合に比較して、最表
層部分２０～４０質量％および表面近傍部分５～２０質量％というように、相対的に高い
ポリビニルピロリドンの濃度のものが製造できるという傾向にある。例えば、ポリスルホ
ン系高分子８０質量％に、分子量９０万のポリビニルピロリドン１５質量％および分子量
４．５万程度のポリビニルピロリドン５質量％という分子量の異なるものを併用して製造
する選択透過性分離膜も、その二層のポリビニルピロリドンの存在割合および性能に影響
すること、この観点から選択透過性分離膜を設計することも本発明の範疇に属する。
【００５９】
　本発明における上記要件５、９、１０および１１を達成する方法としては、例えば、ポ
リスルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの構成割合を前記した範囲にすること
や、選択透過性分離膜の製膜条件を最適化する等により達成できる。具体的には、選択透
過性分離膜内表面側に形成されるち密層において最表層部分と表面近傍部分で密度差のあ
る２層構造とするのが好ましい。すなわち、詳細な理由はわからないが、製膜溶液中のポ
リスルホン系高分子とポリビニルピロリドンの質量割合および内部液濃度と温度を後述す
るような範囲にすることにより、中空糸膜内表面の最表層部分と表面近傍部分の凝固速度
および／または相分離速度に差が生じ、かつポリスルホン系高分子とポリビニルピロリド
ンの溶媒／水への溶解性の違いが上記要件の特性を発現するのではないかと考える。また
、要件９に対しては乾燥条件の適正化が重要なポイントである。すなわち、湿潤状態の中
空糸膜を乾燥する際、水に溶解しているポリビニルピロリドンは水の移動に伴い、中空膜
内部より表面側に移動する。ここで、後述するような乾燥条件を用いることにより、水の
移動にある程度の速度を持たせ、かつ中空糸膜全体で移動速度を均一にすることができ、
中空糸膜内部のポリビニルピロリドンは斑なく速やかに両表面側に移動する。膜面からの
水の蒸発は中空糸膜内表面側よりも外表面側からの方がより多くなるので、したがって外

10

20

30

40

50

(16) JP 3642065 B1 2005.4.27



表面側に移動するポリビニルピロリドンの量が多くなり本願発明の選択透過性分離膜の特
徴である要件９を達成できるものと推測する。また、要件９を達成することに対しては、
中空糸膜の洗浄方法や条件も重要であり最適化が望ましい。
【００６０】
　本発明においては、選択透過性分離膜における血液接触側と反対表面の開孔率が２５～
３５％であることが好ましい実施態様である（要件１２）。２７～３３％がより好ましい
。開孔率が２５％未満では、選択透過性分離膜を中空糸膜として展開する場合に中空糸膜
内での中空糸膜間の固着が起こりやすくなる可能性がある。開孔率が大きすぎると、選択
透過性分離膜の空隙率が大きくなるため、所期のバースト圧を得ることが難しくなり、有
用タンパクであるアルブミン等の漏出を抑えきれない可能性がある。
【００６１】
　開孔率を上記範囲にする方法は限定されないが、例えば特許文献６に記載の方法に準じ
て実施する方法が挙げられる。ただし、該方法で実施した場合は、膜強度が低くなり血液
リーク等の課題につながるという可能性を有している。従って、選択透過性分離膜のバー
スト圧が０．５ＭＰａ以上という本発明における好ましい実施態様（要件１３）がクリア
できないので、この課題解決のための方策の導入が必要になる。なお、選択透過性分離膜
のバースト圧とは、中空糸膜よりなる選択透過性分離膜をモジュールにしてからの選択透
過性分離膜の耐圧性能の指標で、中空糸膜内側を気体で加圧し、加圧圧力を徐々に上げて
いき、中空糸が内部圧に耐えきれずに破裂（バースト）したときの圧力である。バースト
圧は高いほど使用時の中空糸膜の切断やピンホールの発生が少なくなるので０．５ＭＰａ
以上が好ましく、０．５５ＭＰａ以上がさらに好ましく、０．６ＭＰａ以上がよりさらに
好ましい。バースト圧が０．５ＭＰａ未満では潜在的な欠陥を有している可能性がある。
また、バースト圧は高いほど好ましいが、バースト圧を高めることに主眼を置き、膜厚を
上げすぎたり、空隙率を下げすぎると所望の膜性能を得ることができなくなることがある
。したがって、血液透析膜として仕上げる場合には、バースト圧は２．０ＭＰａ未満が好
ましい。より好ましくは、１．７ＭＰａ未満、さらに好ましくは１．５ＭＰａ未満、より
さらに好ましくは１．３ＭＰａ未満、特に好ましくは１．０ＭＰａ未満である。
【００６２】
　上記特性は、従来公知の膜強度等のマクロな特性により支配される血液リーク特性では
長期透析における中空糸膜の安全性を十分に証明することができないという知見に基づい
て見出したものである。すなわち、血液浄化器に用いられる中空糸型の選択透過性分離膜
（以下、単に中空糸膜と称する）の物理的性質について検討した結果、通常、血液浄化に
用いる中空糸膜は、製品となる最終段階で、中空糸膜や血液浄化器の欠陥を確認するため
、中空糸膜内部あるいは外部をエアによって加圧するリークテストを行う。加圧エアによ
ってリークが検出されたときには、血液浄化器は不良品として廃棄あるいは欠陥を修復す
る作業がなされる。このリークテストのエア圧力は血液浄化器の保証耐圧（通常５００ｍ
ｍＨｇ）の数倍であることが多い。しかしながら、特に高い透水性を持つ中空糸型血液浄
化膜の場合、通常の加圧リークテストで検出できない中空糸膜の微小な傷、つぶれ、裂け
目などが、リークテスト後の製造工程（主に滅菌や梱包）、輸送工程、あるいは臨床現場
での取り扱い（開梱や、プライミングなど）時に、中空糸の切断やピンホールの発生につ
ながり、ひいては治療時に血液がリークする等のトラブルの元になっていることを本発明
者らは見出した。上記事象に関して鋭意検討したところ、臨床使用時の中空糸膜の切断や
ピンホールの発生につながる潜在的な糸の欠陥は、通常の加圧エアリークテストにおける
圧力では検出することができず、より高い圧力が必要であり、また中空糸膜の偏肉糸の混
入を抑えることが、上記した潜在的な欠陥の発生抑制に対して有効であることを見出し、
本発明に至った。
【００６３】
　本発明は、従来公知の膜強度等のマクロな特性では中空糸膜の安全性を十分に保証する
ことができないという知見に基づいて見出したものである。すなわち、本発明の中空糸膜
においては、α１マイクログロブリンに代表される分子量３万程度の物質の透過性を向上
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させるために、膜厚およびスキン層を非常に薄くしている。そうすると、中空糸膜が潜在
的に擁する欠陥（ピンホール、傷など）が特に臨床使用時に顕在化する可能性がある。本
発明では、安全性を確保するために、マクロな特性に加え、上記したような潜在的な欠陥
を無くすことが極めて重要である。
【００６４】
　血液浄化器用として用いる場合は、上記のごとくバースト圧が０．５ＭＰａ以上の中空
糸膜よりなることおよび該血液浄化器の透水率が１５０ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以上
であることが好ましい。透水率が１５０ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ未満では透析効率が
低下することがある。透析効率を上げるためには細孔径を大きくしたり、細孔数を増やし
たりするが、そうすると膜強度が低下したり欠陥ができるといった問題が生じやすくなる
。従って、外表面の孔径を最適化することにより支持層部分の空隙率を最適化し、溶質透
過抵抗と膜強度をバランスさせたものであることが好ましい。より好ましい透水率の範囲
は２００ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以上、さらに好ましくは２５０ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／
ｍｍＨｇ以上、特に好ましくは３００ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以上である。また、透
水率が高すぎる場合、血液透析時の除水コントロールがしにくくなるため、２０００ｍｌ
／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以下が好ましい。より好ましくは１５００ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍ
ｍＨｇ以下、さらに好ましくは１０００ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以下、よりさらに好
ましくは８００ｍｌ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ以下、特に好ましくは５００ｍｌ／ｍ２ ／ｈ
ｒ／ｍｍＨｇ以下である。
【００６５】
　上記のバースト圧を０．５ＭＰａ以上にする方法は限定されないが、中空糸膜の偏肉度
を小さくすることも重要であり好ましい実施態様である（要件１４）。本発明における偏
肉度とは、血液浄化器中の１００本の中空糸膜断面を観察した際の膜厚の偏りのことであ
り、最大値と最小値の比で示す。本発明では１００本の中空糸膜の最小の偏肉度は０．６
以上であることが好ましい。１００本の中空糸膜に１本でも偏肉度０．６未満の中空糸膜
が含まれると、その中空糸膜が臨床使用時のリーク発生につながることがあるので、本発
明の偏肉度は平均値でなく、１００本の最小値を表す。偏肉度は高い方が、膜の均一性が
増し潜在欠陥の顕在化が抑えられバースト圧が向上するので、より好ましくは０．７以上
、さらに好ましくは０．８以上、よりさらに好ましくは０．８５以上である。偏肉度が低
すぎると、潜在欠陥が顕在化しやすく、前記バースト圧が低くなり、血液リークが起こり
やすくなる可能性がある。
【００６６】
　また、中空糸膜外表面における開孔部の平均孔面積が０．３～１．０μｍ２ であること
もバースト圧を高めるために有効であり好ましい実施態様である。平均孔面積は０．４～
０．９μｍ２ がより好ましい。平均孔面積が０．３μｍ２ よりも小さい場合には、膜全体
の細孔径が小さくなるので透水性や溶質透過性が低下する可能性がある。また、膜を乾燥
させた時に膜外表面に存在する親水性高分子が介在し中空糸膜同士が固着し、モジュール
組み立て性が悪化する等の課題を引き起こす可能性がある。逆に、平均孔面積が１．０μ
ｍ２ を超える場合には、細孔径や中空糸膜の空隙率が大きくなりすぎ、バースト圧が低下
することがある。
【００６７】
　本発明においては、上記特性を付与する方法も限定されないが、例えばチューブインオ
リフィス型ノズルのノズル幅の最大値と最小値との比を１．００以上１．１１以下にする
ことが好ましい実施態様である。中空糸膜の紡糸ノズルは、一般的に、製膜溶液を吐出す
る環状部と、その内側に内部液となる芯液吐出孔を有するチューブインオリフィス型ノズ
ルが用いられるが、スリット幅とは、前記製膜溶液を吐出する外側環状部の幅をさす。こ
のスリット幅のバラツキを小さくすることで、紡糸された中空糸膜の偏肉を減らすことが
できる。具体的にはスリット幅の最大値と最小値の比を１．００以上１．１１以下とし、
最大値と最小値の差を１０μｍ以下とすることがより好ましく、７μｍ以下とすることが
さらに好ましく、よりさらに好ましくは５μｍ以下、特に好ましくは３μｍ以下である。
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該方法により前記の偏肉度を好ましい範囲にすることが可能となる。
【００６８】
　また、製膜溶液をろ過精度が２５μｍ以下のフィルターでろ過されたものを用いるのが
好ましい実施態様である。ろ過精度が２０μｍ以下のフィルターがより好ましく、１５μ
ｍ以下のフィルターがさらに好ましい。具体的には均一溶解した製膜溶液を溶解タンクか
らノズルまで導く間に設けられたフィルターを通過させるのが好ましい。ろ過処理は少な
くとも１回行えば良いが、ろ過処理を何段階かにわけ、後段になるに従いフィルターの孔
径を小さくしていくのがろ過効率およびフィルター寿命を延ばす意味で好ましい。なお、
フィルターのろ過精度はＪＩＳ　Ｂ８３５６：１９７６年に準じて計測し、フィルターメ
ディアを透過した最大グラスビーズ粒径をろ過精度（μｍ）とする。該フィルターは上記
ろ過精度を満足すればその材質や構造は限定されない。フィルターは金網フィルターが一
般的に多く用いられており、平織り、綾織、平畳織、綾畳織など織り方の形状の変化、そ
れに使用する線の太さと積層構成によりろ過能力や微小化効率が変ってくる。それらの金
網フィルターと別に金属焼結フィルターというタイプがあり、粉末焼結したもの、不織布
のように金属を織ることなく固めたものの大きく２種類がある。特に不織布のように金属
を織ることなく固めたものは、ミクロンオーダーのステンレス鋼繊維を均一に積層焼結し
たもので、繊維相互の無数の接点が金属同士接合一体化しており、目開き・抜け落ち少な
く高いろ過精度を有する上、他の金属ろ過材より空隙率が大きい影響で、圧力損失が小さ
く、金網・金属粉末焼結フィルターに比べて、異物保持能力が高いので好ましい。金網フ
ィルターでも織り方、積層法を改良するとそれに同等以上の性能が出るものも有り、排除
はしない。選定ポイントは、圧力損失が低く、ろ過能力の高いものを選ぶことである。該
ろ過フィルターの最適化により、ろ過効果による異物混入の抑制と共に選択透過性分離膜
中のポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンとの相分離の均一性が向上する。該膜
中の相分離の均一性は、以下に示す中空糸膜の外表面の顕微鏡観察により判定される。
［選択透過性分離膜中の相分離の均一性］
　測定はリアルサーフェスビュー顕微鏡ＶＥ－７８００（キーエンス社製）を用いて評価
した。試料台に３ｍｍピッチで中空糸膜を並べて両面テープで固定し、２００倍の倍率で
異物の存在有無をスキャンしながら総長１ｍ分の確認を実施した。また、ボイドの観察は
中空糸膜をかみそりにて斜め切りにし、切断面が上方を向くように試料台に両面テープで
固定して、３００倍の倍率で３０視野観察してボイドの有無を確認した。
【００６９】
　上記方法により相分離の均一性が向上するのは、製膜溶液を特定化されたフィルターで
ろ過する際に、製膜溶液中に存在するポリビニルピロリドンの分散不良部分がフィルター
通過により分散される効果と分散不良部分が除去されることにより引き起こされているも
のと推測している。
【００７０】
　以上の方法を採用することにより選択透過性分離膜を構成する膜中におけるポリスルホ
ン系高分子とポリビニルピロリドンとの相分離の均一性が向上して膜厚およびスキン層を
非常に薄くしても膜中の相分離の不均一性に起因した膜強度低下の欠点部の形成が抑制さ
れ上記のバースト圧の向上につながる。
【００７１】
　また、ノズル温度を最適化することも重要である。ノズル温度は２０～９０℃が好まし
い。２０℃未満では室温の影響を受けやすくなりノズル温度が安定せず、製膜溶液の吐出
斑が起こることがある。そのため、ノズル温度は３０℃以上がより好ましく、３５℃以上
がさらに好ましく、４０℃以上がよりさらに好ましい。また９０℃を超えると製膜溶液の
粘度が下がりすぎ吐出が安定しなくなることがあるし、ポリビニルピロリドンの熱劣化・
分解が進行する可能性がある。よって、ノズル温度は、より好ましくは８５℃以下、さら
に好ましくは８０℃以下である。
【００７２】
　また、製膜溶液の粘度が２０００～６０００ｃｐｓであることも好ましい実施態様であ

10

20

30

40

50

(19) JP 3642065 B1 2005.4.27



る。３０００～５０００ｃｐｓがより好ましい。該粘度範囲に設定することにより、該溶
液の撹拌効率が良くなるので、前記の相分離の均一化、ノズルからの吐出斑低減および脱
泡の容易性等の効果が発現しバースト圧の向上につながる。
【００７３】
　さらに、バースト圧を高くする方策として、中空糸膜表面の傷を少なくし潜在的な欠陥
を低減するのも有効な方法である。傷発生を低減させる方法としては、中空糸膜の製造工
程のローラーやガイドの材質や表面粗度を最適化する、モジュールの組み立て時に中空糸
膜をモジュール容器に挿入する時に容器と中空糸膜との接触あるいは中空糸膜同士のこす
れが少なくなるような工夫をする等が有効である。本発明では、使用するローラーは中空
糸膜がスリップして中空糸膜表面に傷が付くのを防止するため、表面が鏡面加工されたも
のを使用するのが好ましい。また、ガイドは中空糸膜との接触抵抗をできるだけ避ける意
味で、表面が梨地加工されたものやローレット加工されたものを使用するのが好ましい。
中空糸膜をモジュール容器に挿入する際には、中空糸膜を直接モジュール容器に挿入する
のではなく、中空糸膜との接触面が例えばエンボス加工されたフィルムを中空糸膜に巻い
たものをモジュール容器に挿入し、挿入した後、フィルムのみモジュール容器から抜き取
る方法を用いるのが好ましい。
【００７４】
　また、中空糸膜中に気泡が混入するとバースト圧低下の原因となる。従って、製膜溶液
への気泡混入を抑えるのもバースト圧を高くするための好ましい実施態様である。方法と
しては、製膜用のポリマー溶液の脱泡を行うのが有効である。製膜溶液の粘度にもよるが
、静置脱泡や減圧脱泡を用いることができる。例えば、溶解タンク内を－１００～－７６
０ｍｍＨｇに減圧した後タンク内を密閉し５分～３０分間静置する。この操作を数回繰り
返し脱泡処理を行う。減圧度が低すぎる場合には、脱泡の回数を増やす必要があるため処
理に長時間を要することがある。また減圧度が高すぎると、系の密閉度を上げるためのコ
ストが高くなることがある。トータルの処理時間は５分～５時間とするのが好ましい。処
理時間が長すぎると、減圧の効果によりポリビニルピロリドンが分解、劣化することがあ
る。処理時間が短すぎると脱泡の効果が不十分になることがある。
【００７５】
　本発明においては、選択透過性分離膜を長手方向に１０分割し、各々について測定した
時の過酸化水素の溶出量が全ての部位で５ｐｐｍ以下であることが好ましい実施態様であ
る（要件１５）。
【００７６】
　従来、選択透過性分離膜からの溶出物量は、透析型人工腎臓装置製造承認基準により定
められている。該透析型人工腎臓装置製造承認基準においては、該膜からの溶出物量はＵ
Ｖ吸光度で定量されている。本発明者等は該膜からの溶出挙動について、詳細な検討をし
た結果、主としてポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンからなる選択透過性分離
膜において、上記の透析型人工腎臓装置製造承認基準により定められた試験法で抽出され
た抽出液中には、従来公知のＵＶ吸光度では測定できない過酸化水素が含まれていること
を見出した。該過酸化水素が存在すると、例えばポリビニルピロリドンの酸化劣化を促進
し、中空糸膜を保存した時に該ポリビニルピロリドンの溶出量が増加するという保存安定
性が悪化する事を見出した。また、従来技術においては、いずれもが中空糸膜の特定部位
について評価されたものである。例えば、モジュール組み立て等において中空糸膜を乾燥
する等の処理を行うと、乾燥条件の変動等の影響により上記の過酸化水素溶出量が中空糸
膜の長さ方向で大きく変動することを見出し、上記特定部位のみの評価では高度な安全性
の要求に答えられないことを明らかにした。特に、本発明者らが明らかにした過酸化水素
は、中空糸膜の特定部位に存在しても、その個所より中空糸膜素材の劣化反応が開始され
中空糸膜の全体に伝播していくため、モジュールと用いられる中空糸膜の長さ方向の存在
量が全領域に亘り、一定量以下を確保する必要がある。
【００７７】
　本発明においては、前記した中空糸膜からの過酸化水素の溶出量が５ｐｐｍ以下である
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ことが好ましい。４ｐｐｍ以下がより好ましく、３ｐｐｍ以下がさらに好ましい。該過酸
化水素の溶出量が５ｐｐｍを超えた場合は、該過酸化水素による酸化劣化等で前記したよ
うな保存安定性が悪化し、例えば、長期保存した場合にポリビニルピロリドンの溶出量が
増大することがある。保存安定性としては、該ポリビニルピロリドンの溶出量の増加が最
も顕著な現象であるが、その他、ポリスルホン系高分子の劣化が引き起こされて中空糸膜
がもろくなるとか、モジュール組み立てに用いるポリウレタン系接着剤の劣化を促進し該
劣化物の溶出量が増加し安全性の低下につながる可能性がある。該長期保存における過酸
化水素の酸化作用により引き起こされる劣化起因の溶出物量の増加は透析型人工腎臓装置
製造承認基準により設定されているＵＶ（２２０－３５０ｎｍ）吸光度の測定により評価
できる。
【００７８】
　本発明における過酸化水素の溶出量は、透析型人工腎臓装置製造承認基準の溶出試験法
に準じた方法で抽出された抽出液について定量されたものである。すなわち、該中空糸膜
から任意に中空糸膜を取り出し、乾燥状態で１．０ｇをはかりとる。これに１００ｍｌの
ＲＯ水を加え、７０℃で１時間抽出を行う。
【００７９】
　該過酸化水素溶出量を上記の規制された範囲に制御する方法としては、例えば、前述し
たごとく原料として用いるポリビニルピロリドン中の過酸化水素量を３００ｐｐｍ以下に
することが有効な方法であるが、該過酸化水素は上記した中空糸膜の製造過程でも生成す
るので、該中空糸膜の製造条件を厳密に制御する必要がある。特に、該中空糸膜を製造す
る際の乾燥工程での生成の寄与が大きいので、乾燥条件の最適化が重要である。特に、こ
の乾燥条件の最適化は、中空糸膜の長手方向の溶出量の変動を小さくすることに関して有
効な手段となる。
【００８０】
　また、過酸化水素の発生を抑制する他の方法として、製膜溶液を溶解する際、短時間に
溶解することも重要な要件である。そのためには、通常、溶解温度を高くすることおよび
／または撹拌速度を上げればよい。しかしながら、そうすると温度および撹拌線速度、剪
断力の影響によりポリビニルピロリドンの劣化・分解が進行してしまう。事実、発明者ら
の検討によれば、製膜溶液中のポリビニルピロリドンの分子量は溶解温度の上昇に従い、
分子量のピークトップが分解方向に移動（低分子側にシフト）したり、または低分子側に
分解物と思われるショルダーが現れる現象が認められた。以上より原料の溶解速度を向上
させる目的で温度を上昇させることは、ポリビニルピロリドンの劣化分解を促進し、ひい
ては選択透過性分離膜中にポリビニルピロリドンの分解物をブレンドしてしまうことから
、例えば、得られた中空糸膜を血液浄化に使用する場合、血液中に分解物が溶出するなど
、製品の品質安全上、優れたものとはならなかった。そこで、ポリビニルピロリドンの分
解を抑制する目的で低温で原料を混合することを試みた。低温溶解とはいっても氷点下と
なるような極端な条件にするとランニングコストもかかるため、通常５℃以上７０℃以下
が好ましい。６０℃以下がより好ましい。しかし、単純に溶解温度を下げると溶解時間の
長時間化によるポリビニルピロリドン劣化分解、操業性の低下や設備の大型化を招くこと
になり工業的に実施する上では問題がある。
【００８１】
　低温で時間をかけずに溶解するための溶解条件について検討を行った結果、溶解に先立
ち紡糸溶液を構成する成分を混練した後に溶解させることが好ましいことを見出し本発明
に到達した。該混練はポリスルホン系高分子、ポリビニルピロリドンおよび溶媒等の構成
成分を一括して混練しても良いし、ポリビニルピロリドンとポリスルホン系高分子とを別
個に混練しても良い。前述のごとくポリビニルピロリドンは酸素との接触により劣化が促
進され過酸化水素の発生につながるので、該混練時においても不活性ガスで置換した雰囲
気で行う等、酸素との接触を抑制する配慮が必要であり別ラインで行うのが好ましい。混
練はポリビニルピロリドンと溶媒のみとしてポリスルホン系高分子は予備混練をせずに直
接溶解槽に供給する方法も本発明の範ちゅうに含まれる。
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【００８２】
　該混練は溶解槽と別に混練ラインを設けて実施し混練したものを溶解槽に供給してもよ
いし、混練機能を有する溶解槽で混練と溶解の両方を実施しても良い。前者の別個の装置
で実施する場合の、混練装置の種類や形式は問わない。回分式、連続式のいずれであって
も構わない。スタチックミキサー等のスタチックな方法であっても良いし、ニーダーや撹
拌式混練機等のダイナミックな方法であっても良い。混練の効率より後者が好ましい。後
者の場合の混練方法も限定なく、ピンタイプ、スクリュータイプ、撹拌器タイプ等いずれ
の形式でもよい。スクリュータイプが好ましい。スクリューの形状や回転数も混練効率と
発熱とのバランスより適宜選択すれば良い。一方、混練機能を有する溶解槽を用いる場合
の溶解槽の形式も限定されないが、例えば、２本の枠型ブレードが自転、公転するいわゆ
るプラネタリー運動により混練効果を発現する形式の混練溶解機が推奨される。例えば、
井上製作所社製のプラネタリュームミキサーやトリミックス等が本方式に該当する。
【００８３】
　混練時のポリビニルピロリドンやポリスルホン系高分子等の樹脂成分と溶媒との比率も
限定されない。樹脂／溶媒の質量比で０．１～３が好ましい。０．５～２がより好ましい
。
【００８４】
　前述のごとくポリビニルピロリドンの劣化を抑制し、かつ効率的な溶解を行うことが本
発明の技術ポイントである。従って、少なくともポリビニルピロリドンが存在する系は窒
素雰囲気下、７０℃以下の低温で混練および溶解することが好ましい実施態様である。ポ
リビニルピロリドンとポリスルホン系高分子を別ラインで混練する場合にポリスルホン系
高分子の混練ラインに本要件を適用してもよい。混練や溶解の効率と発熱とは二律背反現
象である。該二律背反をできるだけ回避した装置や条件の選択が本発明の重要な要素とな
る。そういう意味で混練機構における冷却方法が重要であり配慮が必要である。
【００８５】
　引き続き前記方法で混練されたものの溶解を行う。該溶解方法も限定されないが、例え
ば、撹拌式の溶解装置による溶解方法が適用できる。低温・短時間（３時間以内）で溶解
するためには、フルード数（Ｆｒ＝ｎ２ ｄ／ｇ）が０．７以上１．３以下、撹拌レイノル
ズ数（Ｒｅ＝ｎｄ２ ρ／μ）が５０以上２５０以下であることが好ましい。ここでｎは翼
の回転数（ｒｐｓ）、ρは密度（Ｋｇ／ｍ３ ）、μは粘度（Ｐａ・ｓ）、ｇは重力加速度
（＝９．８ｍ／ｓ２ ）、ｄは撹拌翼径（ｍ）である。フルード数が大きすぎると、慣性力
が強くなるためタンク内で飛散した原料が壁や天井に付着し、所期の製膜溶液組成が得ら
れないことがある。したがって、フルード数は１．２５以下がより好ましく、１．２以下
がさらに好ましく、１．１５以下がよりさらに好ましい。また、フルード数が小さすぎる
と、慣性力が弱まるために原料の分散性が低下し、特にポリビニルピロリドンがダマ状に
なり、それ以上溶解することが困難となり、均一溶解に長時間を要することがある。した
がって、フルード数は０．７５以上がより好ましく、０．８以上がさらに好ましい。
【００８６】
　本願発明における製膜溶液はいわゆる低粘性流体であるため、撹拌レイノルズ数が大き
すぎると、撹拌時、製膜溶液中への気泡のかみこみによる脱泡時間の長時間化や脱泡不足
が起こるなどの問題が生ずることがある。そのため、撹拌レイノルズ数はより好ましくは
２４０以下、さらに好ましくは２３０以下、よりさらに好ましくは２２０以下である。ま
た、撹拌レイノルズ数が小さすぎると、撹拌力が小さくなるため溶解の不均一化が起こり
やすくなることがある。したがって、撹拌レイノルズ数は、３５以上がより好ましく、４
０以上がさらに好ましく、５５以上がよりさらに好ましく、６０以上が特に好ましい。さ
らに、このような紡糸溶液で中空糸膜を製膜すると気泡による曳糸性の低下による操業性
の低下や品質面でも中空糸膜への気泡のかみ込みによりその部位が欠陥となり、膜の気密
性やバースト圧の低下などを引き起こして問題となることがわかった。紡糸溶液の脱泡は
効果的な対処策だが、紡糸溶液の粘度コントロールや溶剤の蒸発による紡糸溶液の組成変
化を伴うこともありうるので、脱泡を行う場合には慎重な対応が必要となる。

10

20

30

40

50

(22) JP 3642065 B1 2005.4.27



【００８７】
　さらに、ポリビニルピロリドンは空気中の酸素の影響により酸化分解を起こす傾向にあ
ることから、紡糸溶液の溶解は不活性気体封入下で行うのが好ましい。不活性気体として
は、窒素、アルゴンなどが上げられるが、窒素を用いるのが好ましい。このとき、溶解タ
ンク内の残存酸素濃度は３％以下であることが好ましい。窒素封入圧力を高めてやれば溶
解時間短縮が望めるが、高圧にするには設備費用が嵩む点と、作業安全性の面から大気圧
以上２ｋｇｆ／ｃｍ２ 以下が好ましい。
【００８８】
　その他、本願発明に用いるような低粘性製膜溶液の溶解に用いられる撹拌翼形状として
は、ディスクタービン型、パドル型、湾曲羽根ファンタービン型、矢羽根タービン型など
の放射流型翼、プロペラ型、傾斜パドル型、ファウドラー型などの軸流型翼が挙げられる
が、特にこれらに限定されるものではない。
【００８９】
　以上のような低温溶解方法を用いることにより、親水性高分子の劣化分解が抑制された
安全性の高い中空糸膜を得ることが可能となる。さらに付言すれば、製膜には原料溶解後
の滞留時間が２４時間以内の紡糸溶液を使用することが好ましい。なぜなら製膜溶液が保
温されている間に熱エネルギーを蓄積し、原料劣化を起こす傾向が認められたためである
。
【００９０】
　該過酸化水素溶出量およびその変動抑制に対しては、さらに、中空糸膜を絶乾しないこ
とが好ましい。絶乾してしまうと、ポリビニルピロリドンの劣化が増大し、過酸化水素の
生成が大幅に増大するので好ましくない。また、使用時の再湿潤化において濡れ性が低下
したり、ポリビニルピロリドンが吸水しにくくなるため中空糸膜から溶出しやすくなる可
能性がある。乾燥後の中空糸膜の含水率は０．５質量％以上が好ましく、０．７質量％以
上がより好ましく、１．０質量％以上がさらに好ましい。一方、本発明においては前記の
ようにポリビニルピロリドンが実質的に非架橋であることが好ましい。例えば、血液浄化
器用として使用する場合は、γ線照射による滅菌処理が実施されるが、該γ線照射により
ポリビニルピロリドンが架橋される。本発明においては該γ線照射によるポリビニルピロ
リドンの架橋をできるだけ少なくするのが好ましい実施態様である。該ポリビニルピロリ
ドンの架橋反応は中空糸膜の含水率の影響を受ける。含水率が１０質量％を超えると架橋
反応が顕著になる。従って、含水率は１０質量％以下が好ましい。７質量％未満がより好
ましく、４質量％未満がさらに好ましい。
【００９１】
　乾燥工程に関しては従来技術では、例えば特開２０００－３００６６３号公報に開示さ
れているように６０℃のエアを中空糸膜束の長手方向に、一方向から２０時間程度通風す
ることにより中空糸膜束を乾燥させていた。しかし、この方法では過酸化水素溶出の中空
糸膜束の長手方向での変動が大きく好ましい範囲を超える部分が多発し、本発明を満足す
ることができなかった。この理由についてはよくわからないが、エアを一定方向から通風
して中空糸膜束の乾燥を行うと、中空糸膜束のエア入口部より出口部に向かって順次乾燥
が進行するため、エア入口部では速く乾燥が終了し、エア出口部で遅れて乾燥が終了する
。すなわち、エア入口部では中空糸膜束が過乾燥になることによって、中空糸膜束素材の
分解劣下が進行し、結果として入口部は該中空糸膜束の構成材料、特に、ポリビニルピロ
リドンの酸化劣化が増大することにより引き起こされたのではないかと推測する。そこで
本発明者ら、中空糸膜束の部分的な過乾燥を防ぎ、均等に乾燥させることを目的とし、乾
燥時のエアの向きを定時毎（例えば、１時間毎や３０分毎）に１８０度反転しながら中空
糸膜束の乾燥処理を行った。また、他の目的として、乾燥時の熱による酸化反応速度を抑
制するために、乾燥器内温度および乾燥エアの温度を従来の６０℃から４０℃に低下させ
ることによって本発明の中空糸膜束を得ることができた。上記のごとく、酸化劣化が変動
要因になっていると推定されることより、乾燥時の雰囲気を窒素ガス等の不活性ガスに置
換して実施する方法も有効である。
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【００９２】
　乾燥器内の風量および風速は、中空糸膜束の量、総含水量に応じて通風乾燥器を調整す
ればよいが、通常は風量が０．０１～５Ｌ／ｓｅｃ（中空糸膜束１本）程度で足りる。通
風媒体としては不活性ガスを用いるのが好ましいが、通常の空気を使用する場合には、除
湿したものを使用するのが好ましい。乾燥温度は２０～８０℃であればよいが、温度を高
くすると、中空糸膜束の損傷を大きくし、乾燥が部分的にアンバランスになりがちである
から、比較的常温から最高６０℃程度までにするのが好ましい。例えば、含水率２００～
１０００質量％のように含水率が高い状態では、６０～８０℃と比較的高い温度で乾燥可
能であるが、乾燥が進行し、例えば含水率が１～５０質量％程度に低下した場合、比較的
温度の低い常温～最高６０℃程度の範囲において乾燥するのが好ましい。乾燥は、中空糸
膜の中心部分および外周部分は勿論のこと、それを束ねた中空糸膜束の中心部分および外
周部分の水分含有率に較差がないのが理想的である。実際には中空糸膜や中空糸膜束の中
心部および外周部の含水率に若干の差がある。したがって、ここでいう中空糸膜束の「含
水率」とは、中空糸膜束の中心部、中間部および外周部などの何点かの含水率を算定の根
拠にして、それら何点かの含水率の平均値を求めた「平均含水率」のことである。勿論そ
れほどの精度を期待しない場合には、中空糸膜束の水分総量を算定の根拠にすることも可
能であるが、精度が下がるという弊害がある。そして、中空糸膜束の中心部、中間部およ
び外周部などの含水率の較差が小さいということは、品質のよい製品を造るための好まし
い実施態様であるから、それを製造する乾燥方法に技術的な配慮をする必要がある。通風
媒体として、例えば、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性ガスを使用する場合には、実
質的に無酸素状態での乾燥であるため親水性高分子の劣化分解が起こりにくく、乾燥温度
を高めることが可能である。
【００９３】
　風量および乾燥温度は、中空糸膜束に含まれる水分総量により決まる。含水率が高い場
合に風量を例えば０．１～５Ｌ／ｓｅｃ（中空糸膜束１本）という比較的高く設定し、温
度も５０～８０℃と比較的高く設定する。乾燥が進行し、中空糸膜束の水分含有量が低く
なったら、風量を、例えば０．１Ｌ／ｓｅｃ（中空糸膜束１本）以下に徐々に下げるとい
う風量を調整し、一方で、温度もそれに連動させ徐々に常温に近づける乾燥方法を採用す
ることが乾燥の工夫の一つである。中空糸膜束の中心部、中間部および外周部などの含水
率の較差が小さいということは、各部の乾燥を同時に均一に進行させることでもある。こ
のため、中空糸膜束を通風乾燥するときに送風向きを交互に逆転させるということは、通
風乾燥における中空糸膜束に対する送風の向きを１８０度変えた方向から交互に送風する
ことである。勿論、その送風方向の反転は内容物である中空糸膜束それ自体を通風方向に
対して１８０度交互に反転させるというように装置を工夫する場合もある。又、乾燥のた
めの中空糸膜束を固定し、送風装置に工夫して通風方向を交互に１８０度程度変えた方向
から送風する方法もあるが、送風手段に関しては特に限定する必要はない。特に循環型送
風乾燥機の場合には、内容物の中空糸膜束それ自体を交互に１８０度反転させるような装
置が設計上は勿論のこと、運転上も合理的に機能する。この一見ありふれたような反転を
含む本発明の乾燥方法は、特に中空糸膜束という特殊な材料において、一束の部分固着を
防ぐという品質管理において、汎用の材料の乾燥には見られない予期しえぬ成果をあげる
ことができたというものである。
【００９４】
　乾燥における通風の交互反転時間は、乾燥するための中空糸膜束の水分総量および風速
、風量、乾燥温度、空気の除湿程度などの要因により変わる性格のものであるが、均一乾
燥を求めるなら、送風方向をこまめに反転させることが好ましい。工業的に実用上設定さ
れる風向反転時間は乾燥開始後の含水率にも影響するが、例えば６０～８０℃程度の高温
で、例えば６５℃で１～４時間、２５～６０℃において、例えば３０℃程度において１～
２０時間乾燥するという、総乾燥時間が２４時間という時間を設定した場合に、３０～６
０分程度の間隔で機械的に風向を反転させることができる。水分総量が多い初期の乾燥段
階において、例えば６０～８０℃程度の高温において、０．１～５Ｌ／ｓｅｃ（中空糸膜
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束１本）程度の比較的風量が多い条件で乾燥する場合には、最初に風の直接当たる部分の
乾燥が比較的早いから、１０～１２０分程度の間隔で風向の反転を、１～５時間程度繰り
返す。特に、最初の段階は１０～４０分間隔で風向を反転させることが好ましい。中空糸
膜束の中心部および外周部の含水率の較差が少なくなり安定してきたら、乾燥温度も徐々
に３０℃程度の常温に近づけ、反転時間も３０～９０分程度の間隔で風向の反転を繰り返
し、比較的長い１～２４時間程度その風向の反転を繰り返せばよい。その際の風量および
温度の切り換えは、中空糸膜束の含水率を考慮して任意に決めることができる。それを定
量的に示せば、中空糸膜束の中心部および外周部の水分含有量を算定の根拠にした、含水
率が５０～１００質量％程度以下になったら、乾燥の状況を観察しながら適宜変更するこ
とができる。乾燥ということであるから、固定した時間間隔で機械的に風向反転時間を設
定して行うことができる。一方で、乾燥の進行の程度を観察しながら風向反転時間、総乾
燥時間を決めるという状況判断や経験則に頼るような要素もある。なお、本発明の含水率
（％）とは、乾燥前の中空糸膜束の質量（ａ）乾燥後の中空糸膜束の質量（ｂ）を測定し
、含水率（％）＝（ａ－ｂ）／ｂ×１００により容易に算定できる。
【００９５】
　また、減圧下でマイクロ波を照射して乾燥するのも有効な手段の一つである。該乾燥方
法の乾燥条件としては、２０ＫＰａ以下の減圧下で出力０．１～１００ＫＷのマイクロ波
を照射することが好ましい実施態様である。また、該マイクロ波の周波数は１，０００～
５，０００ＭＨｚであり、乾燥処理中の中空糸膜束の最高到達温度が９０℃以下であるこ
とが好ましい実施態様である。減圧という手段を併設すれば、それだけで水分の乾燥が促
進されるので、マイクロ波の照射の出力を低く抑え、照射時間も短縮できる利点もあるが
、温度の上昇も比較的低くすることができるので、全体的には中空糸膜束の性能低下に与
える影響が少ない。さらに、減圧という手段を伴う乾燥は、乾燥温度を比較的下げること
ができるという利点があり、特に親水性高分子の劣化分解を著しく抑えることができると
いう有意な点がある。適正な乾燥温度は２０～８０℃で十分足りるということになる。よ
り好ましくは２０～６０℃、さらに好ましくは２０～５０℃、よりさらに好ましくは３０
～４０℃である。
【００９６】
　減圧を伴うということは、中空糸膜束の中心部および外周部に均等に低圧が作用するこ
とになり、水分の蒸発が均一に促進されることになり、中空糸膜の乾燥が均一になされる
ために、乾燥の不均一に起因する中空糸膜束の障害を是正することになる。それに、マイ
クロ波による加熱も、中空糸膜束の中心および外周全体にほぼ等しく作用することになる
から、均一な加熱において相乗的に機能することになり、中空糸膜束の乾燥において特有
の意義があることになる。減圧度についてはマイクロ波の出力、中空糸膜束の有する総水
分含量および中空糸膜束の本数により適宜設定すれば良いが、乾燥中の中空糸膜束の温度
上昇を防ぐため減圧度は２０ｋＰａ以下、より好ましくは１５ｋＰａ以下、さらに好まし
くは１０ｋＰａ以下で行う。２０ｋＰａを超えると水分蒸発効率が低下するばかりでなく
、中空糸膜束を形成するポリマーの温度が上昇してしまい劣化してしまう可能性がある。
また、減圧度は高い方が温度上昇抑制と乾燥効率を高める意味で好ましいが、装置の密閉
度を維持するためにかかるコストが高くなるので０．１ｋＰａ以上が好ましい。より好ま
しくは０．２５ｋＰａ以上、さらに好ましくは０．４ｋＰａ以上である。
【００９７】
　乾燥時間短縮を考慮するとマイクロ波の出力は高い方が好ましいが、例えばポリビニル
ピロリドンを含有する中空糸膜束では過乾燥や過加熱によるポリビニルピロリドンの劣化
、分解が起こったり、使用時の濡れ性低下が起こるなどの問題があるため、出力はあまり
上げないのが好ましい。また０．１ｋＷ未満の出力でも中空糸膜束を乾燥することは可能
であるが、乾燥時間が延びることによる処理量低下の問題が起こる可能性がある。減圧度
とマイクロ波出力の組合せの最適値は、中空糸膜束の保有水分量および中空糸膜束の処理
本数により異なるものであって、試行錯誤のうえ適宜設定値を求めるのが好ましい。
例えば、本発明の乾燥条件を実施する一応の目安として、中空糸膜束１本当たり５０ｇの
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水分を有する中空糸膜束を２０本乾燥した場合、総水分含量は５０ｇ×２０本＝１，００
０ｇとなり、この時のマイクロ波の出力は１．５ｋＷ、減圧度は５ｋＰａが適当である。
【００９８】
　より好ましいマイクロ波出力は０．１～８０ｋＷ、さらに好ましいマイクロ波出力は０
．１～６０ｋＷである。マイクロ波の出力は、例えば、中空糸膜の総数と総含水量により
決まるが、いきなり高出力のマイクロ波を照射すると、短時間で乾燥が終了するが、中空
糸膜が部分的に変性することがあり、縮れのような変形を起こすことがある。マイクロ波
を使用して乾燥するという場合に、例えば、中空糸膜に保水剤のようなものを用いた場合
に、高出力やマイクロ波を用いて過激に乾燥することは保水剤の飛散による消失の原因に
もなる。それに特に減圧下の条件をともなうと中空糸膜への影響を考えれば、従来におい
ては減圧下でマイクロ波を照射することは意図していなかった。本発明の減圧下でマイク
ロ波を照射するということは、水性液体の蒸発が比較的温度が低い状態においても活発に
なるため、高出力マイクロ波および高温によるポリビニルピロリドンの劣化や中空糸膜の
変形等の中空糸膜の損傷を防ぐという二重の効果を奏することになる。
【００９９】
　本発明は、減圧下におけるマイクロ波により乾燥をするという、マイクロ波の出力を一
定にした一段乾燥を可能としているが、別の実施態様として、乾燥の進行に応じて、マイ
クロ波の出力を順次段階的に下げる、いわゆる多段乾燥を好ましい態様として包含してい
る。そこで、多段乾燥の意義を説明すると次のようになる。減圧下で、しかも３０～９０
℃程度の比較的低い温度で、マイクロ波で乾燥する場合に、中空糸膜束の乾燥の進み具合
に合わせて、マイクロ波の出力を順次下げていくという多段乾燥方法が優れている。乾燥
をする中空糸膜の総量、工業的に許容できる適正な乾燥時間などを考慮して、減圧の程度
、温度、マイクロ波の出力および照射時間を決めればよい。多段乾燥は、例えば、２～６
段という任意に何段も可能であるが、生産性を考慮して工業的に適正と許容できるのは、
２～４段乾燥にするのが適当である。中空糸膜束に含まれる水分の総量にもよるが、比較
的多い場合に、多段乾燥は、例えば、９０℃以下の温度における、５～２０ｋＰａ程度の
減圧下で、一段目は３０～１００ｋＷの範囲で、二段目は１０～３０ｋＷの範囲で、三段
目は０．１～１０ｋＷというように、マイクロ波照射時間を加味して決めることができる
。マイクロ波の出力を、例えば、高い部分で９０ｋＷ、低い部分で０．１ｋＷのように、
出力の較差が大きい場合には、その出力を下げる段数を例えば４～８段と多くすればよい
。本発明の場合に、減圧というマイクロ波照射に技術的な配慮をしているから、比較的マ
イクロ波の出力を下げた状態でもできるという有利な点がある。例えば、一段目は１０～
２０ｋＷのマイクロ波により１０～１００分程度、二段目は３～１０ｋＷ程度で５～８０
分程度、三段目は０．１～３ｋＷ程度で１～６０分程度という段階で乾燥する。各段のマ
イクロ波の出力および照射時間は、中空糸膜に含まれる水分の総量の減り具合に連動して
下げていくことが好ましい。この乾燥方法は、中空糸膜束に非常に温和な乾燥方法であり
、前掲の特許文献１７～１９の先行技術においては期待できないことから、本発明の作用
効果を有意にしている。
【０１００】
　別の態様を説明すると、中空糸膜束の水分総量が比較的少ないという、いわゆる含水率
が４００質量％以下の場合には、１２ｋＷ以下の低出力マイクロ波による照射が優れてい
る場合がある。例えば、一度に乾燥を行う中空糸膜束の水分総量が１～７ｋｇ程度と比較
的少量の場合には、８０℃以下、好ましくは６０℃以下の温度で、３～１０ｋＰａ程度の
減圧下において、１２ｋＷ以下の出力の、例えば１～５ｋＷ程度のマイクロ波で１０～２
４０分間中空糸膜束を均一に加熱した後、マイクロ波照射を停止すると同時に減圧度を１
～３ｋＰａに上げることにより水分を蒸発させる。中空糸膜束の温度が下がり、水分が蒸
発しにくくなったら、減圧度を３～１０ｋＰａに戻し、マイクロ波照射を再開し０．５～
１ｋＷ未満のマイクロ波で１～２４０分程度中空糸膜束を加熱する。中空糸膜束の温度が
上がったら、マイクロ波照射を停止し、減圧度を０．５～１．５ｋＰａに上げ水分を蒸発
させる。中空糸膜束より水分が蒸発しにくくなれば、再度減圧度を３～１０ｋＰａに下げ
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、０．１～０．５ｋＷ未満のマイクロ波を照射し１～２４０分程度加熱するという、乾燥
の程度に応じてマイク口波の照射出力および照射時間を調整すれば乾燥が均一に行われる
。減圧度は各段において、一応０．１～２０ｋＰａという条件を設定しているが、中空糸
膜の水分含量の比較的多い一段目を例えば０．１～５ｋＰａと減圧を高め、マイクロ波の
出力を１０～３０ｋＷと高める、ニ段目、三段目を５～２０ｋＰａの減圧下で０．１～５
ｋＷによる一段目よりやや高い圧力下でマイクロ波を照射するという、いわゆる各段の減
圧度を状況に応じて適正に調整して変えることなどは、中空糸膜束の水分総量および含水
率の低下の推移を考慮して任意に設定することが可能である。各段において、減圧度を変
える操作は、本発明の減圧下でマイクロ波を照射するという意義をさらに大きくする。勿
論、マイクロ波照射装置内におけるマイクロ波の均一な照射および排気には常時配慮する
必要がある。
【０１０１】
　中空糸膜束の乾燥を、減圧下でマイクロ波を照射して乾燥することと、通風向きを交互
に逆転する乾燥方法を併用することも乾燥において工程が煩雑にはなるが、有効な乾燥方
法である。マイクロ波照射方法および通風交互逆転方法も一長一短があり、高度の品質が
求められる場合に、これらを併用することができる。最初の段階で、通風交互逆転方法を
採用して、平均含水量が２０～６０質量％程度に進行したら、次の段階で減圧下にマイク
ロ波を照射して乾燥することができる。この場合に、比較的マイクロ波を照射して乾燥し
てから、次に通風向きを交互に逆転する乾燥方法を併用することもできる。これらは、乾
燥により製造される中空糸膜の品質、特に中空糸膜における長さ方向において部分固着が
ないポリスルホン系選択透過性中空糸膜束の品質を考慮して決めることができる。これら
の乾燥方法を同時に行うこともできるが、装置の煩雑さ、複雑さ、価格の高騰などの不利
な点があるため実用的ではない。しかし、遠赤外線等の有効な加熱方法を併用することは
本発明の乾燥方法の範囲からは排除しない。
【０１０２】
　乾燥中の中空糸膜束の最高到達温度は、不可逆性のサーモラベルを中空糸膜束を保護す
るフィルム側面に貼り付けて乾燥を行い、乾燥後に取り出し表示を確認することで測定す
ることができる。この時、乾燥中の中空糸膜束の最高到達温度は９０℃以下が好ましく、
より好ましくは８０℃以下に抑える。さらに好ましくは７０℃以下である。最高到達温度
が９０℃を超えると、膜構造が変化しやすくなり性能低下や酸化劣化を起こしてしまう場
合がある。特にポリビニルピロリドンを含有する中空糸膜束では、熱によるポリビニルピ
ロリドンの分解等が起こりやすいので温度上昇をできるだけ防ぐ必要がある。減圧度とマ
イクロ波出力の最適化と断続的に照射することで温度上昇を防ぐことができる。また、乾
燥温度は低い方が好ましいが、減圧度の維持コスト、乾燥時間短縮の面より３０℃以上が
好ましい。
【０１０３】
　マイクロ波の照射周波数は、中空糸膜束への照射斑の抑制や、細孔内の水を細孔より押
出す効果などを考慮すると１，０００～５，０００ＭＨｚが好ましい。より好ましくは１
，５００～４，０００ＭＨｚ、さらに好ましくは２，０００～３，０００ＭＨｚである。
該マイクロ波照射による乾燥は中空糸膜束を均一に加熱し乾燥することが重要である。上
記したマイクロ波乾燥においては、マイクロ波照射時に付随発生する反射波による不均一
加熱が発生するので、該反射波による不均一加熱を低減する手段を取る事が重要である。
該方策は限定されず任意であるが、例えば、特開２０００－３４０３５６号公報において
開示されているオーブン中に反射板を設けて反射波を反射させ加熱の均一化を行う方法が
好ましい実施態様の一つである。
【０１０４】
　以上、本発明を構成する主要件および該要件を達成するために必要な重要ポイントにつ
いて記述したが、本願発明の中空糸膜を得るための紡糸、後処理について具体例を挙げて
より詳細に説明する。
【０１０５】
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製膜溶液にはポリマーと溶媒、必要に応じて非溶媒の４成分を用いる。中空内液には製膜
溶液に用いたのと同じ溶媒と水からなる混合液を用いるのが好ましいが、目的とする膜性
能・膜特性を得るために適宜非溶媒を添加してもよい。ポリスルホン系高分子としては、
ポリスルホン、ポリエーテルスルホンは勿論のこと、二種のポリマーを混合して使うこと
もできる。溶媒としては、ポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンを共に溶解する
溶媒を用いるのが好ましい。具体的には、例えばジメチルアセトアミド、ジメチルスルホ
キシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルホルムアミドなどを使用することができ
る。ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンがより好ましい。本発明におい
て非溶媒とは、溶媒とある程度任意の割合で混合できるが、ポリスルホン系高分子を溶解
する能力のないものをいう。本発明では、水、エチレングリコール、トリエチレングリコ
ール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、１
，３－ブチレングリコール、グリセリン、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ
エチレングリコールモノブチルエーテルなどが好ましい。作業安全性、入手のしやすさ、
コストの面より、水、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコールがより好ましい
。
【０１０６】
　製膜溶液を室温～１３０℃に加温されたチューブインオリフィス型の二重管ノズルより
吐出し、いわゆる乾湿式紡糸法により膜を形成させる。ノズルから製膜溶液と該製膜溶液
を凝固させるための中空内液とを同時に空中に押し出し、外気と遮断された空中を通過後
ノズル直下に設けた凝固浴槽に導き、ミクロ相分離により膜を形成させる。得られた中空
糸膜は、引き続き水洗槽を通すことで過剰の溶媒・非溶媒・ポリビニルピロリドンを膜か
ら除去する。一定本数をノブに巻きとり、中空糸膜束を保護するフィルムに挿入した後、
一定長さに切断する。更に遠心分離により内液を除去した後、再度洗浄を行い過剰のポリ
ビニルピロリドン、劣化分解物の除去および膜中の存在割合の制御を行う。得られた中空
糸膜は、低温で乾燥をおこなう。
【０１０７】
　ノズルの製膜溶液吐出孔幅は前記したように１００μｍ以下であることが好ましい。よ
り好ましくは８０μｍ以下、さらに好ましくは６０μｍ以下である。該吐出孔幅は小さい
方が膜厚を薄くできるため好ましいが、薄すぎるとノズル詰まりを起こしやすくなるとか
、洗浄しにくくなるといった問題が発生することがあるため、２０μｍ以上が好ましく、
３０μｍ以上がより好ましい。また、前述のごとく該製膜溶液流路の吐出外径（ D）とラ
ンド長（ L）との比である L／ D値は２～６が好ましい。該対応で中空糸膜内表面のポリビ
ニルピロリドンの配向が好ましい範囲となる。
【０１０８】
　本発明においては、上記したポリビニルピロリドンの溶出量と内毒素であるエンドトキ
シンの血液側への浸入を阻止したり、中空糸膜を乾燥する折の中空糸膜同士の固着を防止
する等の特性をバランスするために中空糸膜の外表面におけるポリビニルピロリドンの存
在割合を特定範囲にすることが求められる。該要求に答える方法として、例えば、ポリス
ルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの構成割合を前記した範囲にしたり、中空
糸膜の製膜条件を最適化する等により達成できる。また、製膜された中空糸膜を洗浄する
ことも有効な方法である。製膜条件としては、延伸条件、凝固浴の温度、凝固液中の溶媒
と非溶媒との組成比等の最適化が、また、洗浄方法としては、温水洗浄、アルコール洗浄
および遠心洗浄等が有効である。
【０１０９】
　本発明の中空糸膜の製造において、完全に中空糸膜構造が固定される以前に実質的に延
伸をかけないことが好ましい。実質的に延伸をかけないとは、ノズルから吐出された製膜
溶液に弛みや過度の緊張が生じないように紡糸工程中のローラー速度をコントロールする
ことを意味する。吐出線速度／凝固浴第一ローラー速度比（ドラフト比）は０．７～２．
０が好ましい範囲である。前記比が０．７未満では、走行する中空糸膜に弛みが生じ生産
性の低下につながることがあるので、ドラフト比は０．８以上がより好ましく、０．９以
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上がさらに好ましく、０．９５以上がよりさらに好ましい。２．０を超える場合には中空
糸膜のち密層が裂けるなど膜構造が破壊されることがある。そのため、ドラフト比は、よ
り好ましくは１．９以下、さらに好ましくは１．８以下である。ドラフト比をこの範囲に
調整することにより細孔の変形や破壊を防ぐことができ、膜孔への血中タンパクの目詰ま
りを防ぎ経時的な性能安定性やシャープな分画特性を発現することが可能となると共に、
前述の内部液の液温の最適化との相乗効果により、内表面の表層に中空糸膜の長手方向に
連続した筋状の凹凸が形成され、α１マイクログロブリンの吸着量の増大につなげられる
ので好ましい。
【０１１０】
　水洗浴を通過した中空糸膜は、湿潤状態のまま綛に巻き取り、３，０００～２０，００
０本の束にする。ついで、得られた中空糸膜を洗浄し、過剰の溶媒、ポリビニルピロリド
ンを除去する。中空糸膜の洗浄方法として、本発明では、７０～１３０℃の熱水、または
室温～５０℃、１０～４０ｖｏｌ％のエタノールまたはイソプロパノール水溶液に中空糸
膜を浸漬して処理するのが好ましい。
（１）熱水洗浄の場合は、中空糸膜を過剰のＲＯ水に浸漬し７０～９０℃で１５～６０分
処理した後、中空糸膜を取り出し遠心脱水を行う。この操作をＲＯ水を更新しながら３、
４回繰り返して洗浄処理を行う。
（２）加圧容器内の過剰のＲＯ水に浸漬した中空糸膜を１２１℃で２時間程度処理する方
法をとることもできる。
（３）エタノールまたはイソプロパノール水溶液を使用する場合も、（１）と同様の操作
を繰り返すのが好ましい。
（４）遠心洗浄器に中空糸膜を放射状に配列し、回転中心から４０℃～９０℃の洗浄水を
シャワー状に吹きつけながら３０分～５時間遠心洗浄することも好ましい洗浄方法である
。
前記洗浄方法は２つ以上組み合わせて行ってもよい。いずれの方法においても、処理温度
が低すぎる場合には、洗浄回数を増やす等が必要になりコストアップにつながることがあ
る。また、処理温度が高すぎるとポリビニルピロリドンの分解が加速し、逆に洗浄効率が
低下することがある。上記洗浄を行うことにより、外表面ポリビニルピロリドンの存在率
の適正化を行い、固着抑制や溶出物の量を減ずることが可能となる。
【０１１１】
　本発明においては、中空糸膜を乾燥状態で保管する場合は、過酸化水素の発生を抑制す
る意味で、２０℃以下の温度で保存するのが好ましい。また、脱酸素された状態で密封包
装することも好ましい実施態様である。たとえば、酸素ガスおよび水蒸気をほぼ実質的に
遮断できるアルミ箔を構成層とした外層がポリエステルフイルム、中間層がアルミ箔、内
層がポリエチレンフイルムよりなる不透過性とヒートシール性を兼ね備えた素材よりなる
包装袋に、不活性ガス置換あるいは脱酸素剤の存在下で封入方法が挙げられる。この場合
、中空糸膜の含水率が１質量％～飽和含水率で保存するのが好ましい。より好ましくは１
～１０質量％、さらに好ましくは１～７質量％である。また、中空糸膜の含水率が１質量
％未満の場合は、包装袋内雰囲気の室温における相対湿度が５０％以上の状態で保存する
か、または水分放出型の脱酸素剤を同梱するのが好ましい。
【０１１２】
　本発明においては、γ線や電子線照射により滅菌する場合は、ポリビニルピロリドンの
架橋反応を抑制する意味において中空糸膜束を乾燥状態で行うのが好ましい。該方法にお
いては、γ線や電子線照射によるポリビニルピロリドンの劣化による過酸化水素生成を抑
制する意味で上記の保存方法で記述したと同様の方法で行うのが好ましい実施態様である
。
【０１１３】
　本願発明の選択透過性分離膜および血液浄化器は、有用タンパク質であるアルブミンの
漏れは最小限に抑えつつ、その他の低分子タンパクを積極的に除去するものである。該血
液浄化器に用いられる選択透過性分離膜のアルブミンの漏出量は３ｇ／３Ｌ以下であるこ
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とが好ましい。一方、α１マイクログロブリンのクリアランスとしては１５ｍｌ／ｍ２ 以
上であることが好ましい。α１マイクログロブリンの除去率が低下すると透析合併症の予
防効果やかゆみ・痛みといった臨床症状の改善効果が得られないことがある。該アルブミ
ンの漏れ防止とα１マイクログロブリンの除去は分子量が近いことから二律背反現象であ
り、従来公知の技術ではアルブミンの漏れを上記範囲にするとα 1マイクログロブリンの
除去率が低くなる。一方、α 1マイクログロブリンの除去率を上記範囲内にするとアルブ
ミンの漏出量を３ｇ／３Ｌ以下にすることが達成できないという課題があった。本発明の
最も大きな特徴は、従来公知の技術で達成することのできなかったアルブミンの漏れとα
１マイクログロブリンの除去の両特性を同時に満足させることに成功したことにある。本
発明においてはα１マイクログロブリンの除去率を高める方策として、α１マイクログロ
ブリンの透過率を高めると共にα１マイクログロブリンを選択透過性分離膜表面に吸着さ
せる方策を付加し、両者の合計の効果として発現させたことが上記の二律背反現象を突破
したポイントの一つになっている。
【０１１４】
　さらに、本発明の選択透過性分離膜は、上記特徴に加え下記のような血液浄化器用に用
いる場合に具備しなければならない数多くの特性を満足している。
　（１）ポリビニルピロリドンの溶出量と血液適合性のバランス
　（２）エンドトキシンの透過性抑制
　（３）残血性の低減
　（４）プライミング性の低減
　（５）選択透過性分離膜同士の固着性の低減によるモジュール組み立て性の向上
　（６）バースト圧の改善による信頼性の向上
　（７）選択透過性分離膜の長期保存安定性の確保
　従って、本発明の選択透過性分離膜は、血液浄化器用として極めて高い品質を具備して
おり、血液浄化器用に適用するのが好ましい実施態様である。
【実施例】
【０１１５】
　以下、本発明の有効性を実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、以下の実施例における物性の評価方法は以下の通りである。
【０１１６】
１、アルブミンの篩い係数
　中空糸膜束の場合はモジュールケースに装填後、両端をウレタン樹脂により封止し、切
削により中空部を開口した中空糸膜モジュールを用いて測定を実施した。サンプルはγ線
滅菌されていてもされていなくてもどちらでもよい。
（１％牛血しょうアルブミン溶液の調製）
Ａ液；純水３Ｌに対してＮａ２ ＨＰＯ４ ・１２Ｈ２ Ｏ５３．７２ｇとＮａＣｌ２６．３０
ｇを溶解する。
B液；純水３Ｌに対してＫＨ２ ＰＯ４ ２０．４２ｇとＮａＣｌ２６．３０ｇを溶解する。
Ａ液にＢ液を添加し、ｐＨ＝７．５±０．１にあわせる。このリン酸緩衝液３Ｌに牛血し
ょうアルブミン（和光純薬社製）３０ｇを溶解させる。溶解後、再度１Ｎ－ＮａＯＨを用
いてｐＨ＝７．５±０．１に調整する。
（モジュールの準備）
モジュールの透析液側流路に純水を５００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液し、ついで血液側流
路に２００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液した。ついでモジュールの透析液側流路に先のリン
酸緩衝液５００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液し、ついで血液側流路に２００ｍＬ／ｍｉｎで
５分間通液した。その後血液側から透析液側にろ過をかけながら３分間通液した。
（測定）
回路を血液側に接続し、透析液側のプライミング液（リン酸緩衝液）を廃棄する。３７℃
の恒温槽中に置き、透析液側を封止し、血液側を２００ｍＬ／ｍｉｎで１分間流し、血液
側に残っていたプライミング液を除去する。ついで透析液入り口部に回路を接続し、血液
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側２００ｍＬ／ｍｉｎ、透析液入り口部につないだろ過回路の流量を３０ｍＬ／ｍｉｎに
設定し、血液側透過液、ろ液ともに試験液に戻す循環系で試験を実施する。循環開始から
１５分後の試験液、血液側透過液、ろ液をそれぞれ採取した。この採取したサンプルを純
水で１０倍希釈し（ろ液は希釈なしが好ましい）２８０ｎｍの波長で分光器により吸光度
を測定した。アルブミンの篩係数はそれぞれの吸光度より下式を用いて算出した。
　ＳＣａｌｂ＝２×Ｃｆ／（Ｃｂ＋Ｃｏ）
ここでＣｆはろ液の吸光度、Ｃｂは試験液の吸光度、Ｃｏは血液側透過液の吸光度を表し
、希釈した場合にはそれぞれの希釈倍率を乗じるものとする。
【０１１７】
２、α１マイクログロブリンのクリアランス
ヒトα１マイクログロブリン（カタログ＃１３３００７　コスモ・バイオ社）を牛血液（
クエン酸ナトリウム添加、ヘマトクリット３０％、総蛋白質濃度６～７ｇ／ｄｌに調整）
に溶解し、１００ｍＬ／Ｌの濃度になるように調製する。この牛血液を３７℃に加温し、
内径基準で１．０ｍ２ のモジュールの血液側（中空糸内部）へ小型ポンプで１０ｍｌ／ｍ
ｉｎで送り、透析液側は３７℃に加温した透析液を同様に２５ｍｌ／ｍｉｎで血液側と向
流方向に流す。また、血液側出口流量を１０ｍｌ／ｍｉｎに維持する。流量設定をした後
、３０分後に血液側入口、出口、透析液側出口からサンプリングをおこなった。イライザ
（ＥＬＩＳＡ）法によりα１ＭＧの濃度を測定して、次式によりクリアランスＣＬを算出
した。
ＣＬ＝（Ｃｂｉ－Ｃｂｏｕｔ）／Ｃｂｉ×Ｑｂ
ここで、ＣＬ：クリアランス（ｍｌ／ｍｉｎ）
Ｃｂｉ：血液側入口濃度
Ｃｂｏｕｔ：血液側出口濃度
Ｑｂ：血液流量（ｍｌ／ｍｉｎ）
【０１１８】
３、α１マイクログロブリン吸着量測定
中空糸膜束の場合はモジュールケースに装填後、両端をウレタン樹脂により封止し、切削
により両端中空部を開口した中空糸膜モジュールを用いて測定を実施した。サンプルはγ
線滅菌されていてもされていなくてもどちらでもよい。
（１００ｍｇ／Ｌα１ＭＧ溶液の調製）
Ａ液；純水３ＬにＮａ２ ＨＰＯ４ ・１２Ｈ２ Ｏ５３．７２ｇとＮａＣｌ２６．３０ｇを溶
解する。
Ｂ液；純水３ＬにＫＨ２ ＰＯ４ ２０．４２ｇとＮａＣｌ２６．３０ｇを溶解する。
Ａ液にＢ液を添加し、ｐＨ＝７．５±０．１にあわせる。このリン酸緩衝液３Ｌに牛血し
ょうアルブミン（和光純薬社製）３００ｍｇを溶解させる。溶解後、再度１Ｎ－ＮａＯＨ
を用いてｐＨ＝７．５±０．１に調製する。
（モジュールの準備）
モジュールの透析液側流路に純水５００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液し、ついで血液側流路
に２００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液した。ついでモジュールの透析液側流路に先のリン酸
緩衝液５００ｍＬ／ｍｉｎで５分間通液し、ついで血液側流路に２００ｍＬ／ｍｉｎで５
分間通液した。その後血液側から透析液側にろ過をかけながら３分間通液した。
（測定）
測定液回路を血液側に接続し、透析液側のプライミング液（リン酸緩衝液）を廃棄する。
３７℃の恒温槽中に置き、透析液側を封止し、血液側を２００ｍＬ／ｍｉｎで１分間流し
、血液側に残っていたプライミング液を除去する。ついで透析液入り口部に回路を接続し
、血液側２００ｍＬ／ｍｉｎ、透析液入り口部につないだろ過回路の流量を３０ｍＬ／ｍ
ｉｎに設定し、血液側透過液、ろ液ともに試験液に戻す循環系で試験を実施する。循環開
始時と１５分後の試験液をそれぞれ採取した。この採取したサンプルをイライザ法により
濃度を決定し、吸着量を求めた。
α１ＭＧの吸着量（ｍｇ）＝Ｃｂ０ ×試験液量－Ｃｂ１ ５ ×試験液量
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ここでＣｂ０ 、Ｃｂ１ ５ はそれぞれ循環開始時および１５分後の試験液の濃度を表し、希
釈した場合にはそれぞれの希釈倍率を乗じるものとする。
【０１１９】
４、透水性
透析器の血液出口部回路（圧力測定点よりも出口側）を鉗子により流れを止め全ろ過とす
る。３７℃に保温した純水を加圧タンクに入れ、レギュレーターにより圧力を制御しなが
ら、３７℃高温槽で保温した透析器へ純水を送り、透析液側から流出した濾液をメスシリ
ンダーで測定する。膜間圧力差（ＴＭＰ）は
ＴＭＰ＝（Ｐｉ＋Ｐｏ）／２
とする。ここでＰｉは透析器入り口側圧力、Ｐｏは透析器出口側圧力である。ＴＭＰを４
点変化させろ過流量を測定し、それらの関係の傾きから透水性（ｍＬ／ｈｒ／ｍｍＨｇ）
を算出する。このときＴＭＰと濾過流量の相関係数は０．９９９以上でなくてはならない
。また回路による圧力損失誤差を少なくするために、ＴＭＰは１００ｍｍＨｇ以下の範囲
で測定する。中空糸膜の透水性は膜面積と透析器の透水性から算出する。
ＵＦＲ（Ｈ）＝ＵＦＲ（Ｄ）／Ａ
ここでＵＦＲ（Ｈ）は中空糸膜の透水性（ｍＬ／ｍ２ ／ｈｒ／ｍｍＨｇ）、ＵＦＲ（Ｄ）
は透析器の透水性（ｍＬ／ｈｒ／ｍｍＨｇ）、Ａは透析器の膜面積（ｍ２ ）である。
【０１２０】
５、膜面積の計算
透析器の膜面積は中空糸の内径基準として求める。
Ａ＝ｎ×π×ｄ×Ｌ
ここで、ｎは透析器内の中空糸本数、πは円周率、ｄは中空糸の内径（ｍ）、Ｌは透析器
内の中空糸の有効長（ｍ）である。
【０１２１】
６、バースト圧
　約１０，０００本の中空糸膜を装填したモジュールの透析液側を水で満たし栓をする。
血液側から室温で乾燥空気または窒素を送り込み１分間に０．５ＭＰａの割合で加圧して
いく。圧力を上昇させ、中空糸膜が加圧空気によって破裂（バースト）し、透析液側に満
たした液に気泡が発生した時の空気圧をバースト圧とする。
【０１２２】
７、偏肉度
中空糸膜１００本の断面を２００倍の投影機で観察する。一視野中最も膜厚差がある一本
の糸断面について、最も厚い部分と最も薄い部分の厚さを測定する。
偏肉度＝最薄部／最厚部
偏肉度＝１で膜厚が完ぺきに均一となる。
【０１２３】
８、血液リークテスト
　クエン酸を添加し、凝固を抑制した３７℃の牛血液を、血液浄化器に２００ｍＬ／ｍｉ
ｎで送液し、２０ｍＬ／ｍｉｎの割合で血液をろ過する。このとき、ろ液は血液に戻し、
循環系とする。６０分間後に血液浄化器のろ液を採取し、赤血球のリークに起因する赤色
を目視で観察する。この血液リーク試験を各実施例、比較例ともに３０本の血液浄化器を
用い、血液リークしたモジュール数を調べる。
【０１２４】
９、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）中空糸膜内外表面の最表層における存在割合
　親水性高分子の存在割合は、Ｘ線光電子分光法（ＥＳＣＡ法）で求めた。
　中空糸膜１本を試料台にはりつけてＥＳＣＡでの測定を行った。測定条件は次に示す通
りである。
　測定装置：アルバック・ファイ　ＥＳＣＡ５８００
　励起Ｘ線：ＭｇＫα線
　Ｘ線出力：１４ｋＶ，２５ｍＡ
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　光電子脱出角度：４５°
　分析径：４００μｍφ
　パスエネルギー：２９．３５ｅＶ
　分解能：０．１２５ｅＶ／ｓｔｅｐ
　真空度：約１０－ ７ Ｐａ以下
窒素の測定値（Ｎ）と硫黄の測定値（Ｓ）から、次式により表面でのＰＶＰ含有比率を算
出した。
＜ＰＶＰ添加ＰＥＳ膜の場合＞
ＰＶＰ含有比率（Ｈｐｖｐ）［％］
　＝１００×（Ｎ×１１１）／（Ｎ×１１１＋Ｓ×２３２）
＜ＰＶＰ添加ＰＳｆ膜の場合＞
ＰＶＰ含有比率（Ｈｐｖｐ）［％］
　＝１００×（Ｎ×１１１）／（Ｎ×１１１＋Ｓ×４４２）
【０１２５】
１０、中空糸膜全体でのＰＶＰ含有率の測定方法
　サンプルを、真空乾燥器を用いて、８０℃で４８時間乾燥させ、その１０ｍｇをＣＨＮ
コーダー（ヤナコ分析工業社製、ＭＴ－６型）で分析し、窒素含有量からＰＶＰの質量割
合を下記式で計算し求めた。
　ＰＶＰの質量割合（質量％）＝窒素含有量（質量％）×１１１／１４
【０１２６】
１１、中空糸膜の血液接触面（内表面）の表面近傍層でのＰＶＰの存在割合
　測定は赤外線吸収法分析で行った。上記した親水性高分子の内、外表面の最表層におけ
る存在割合と同様の方法で準備した測定サンプルを使用し、表面近傍の測定はＡＴＲ法で
行った。ＡＴＲ法は、内部反射エレメントとしてダイヤモンド４５°を使用した方法によ
り赤外吸収スペクトルを測定した。測定にはＳＰＥＣＴＲＡ　ＴＥＣＨ社製ＩＲμｓ／Ｓ
ＩＲＭを使用した。赤外吸収スペクトルにおける１６７５ｃｍ－ １ 付近のＰＶＰのＣ＝Ｏ
に由来するピークの吸収強度Ａｐと１５８０ｃｍ－ １ 付近のポリスルホン系高分子に由来
するピークの吸収強度Ａｓの比Ａｐ／Ａｓを求めた。ＡＴＲ法においては吸収強度が測定
波数に依存しているため、補正値としてポリスルホン系高分子のピーク位置υｓおよびＰ
ＶＰのピーク位置υｐ（波数）の比υｐ／υｓを実測値にかけた。次の式で血液接触面の
近傍層のＰＶＰの存在割合を算出した。
　表面近傍層での親水性高分子の存在割合（質量％）＝Ｃａｖ×Ａｐ／Ａｓ×υｐ／υｓ
ただし、Ｃａｖは前記１０で求めたＰＶＰの質量割合（質量％）である。
【０１２７】
１２、中空糸膜外表面の開孔率
　中空糸膜外表面を１０，０００倍の電子顕微鏡で観察し写真（ＳＥＭ写真）を撮影する
。その画像を画像解析処理ソフトで処理して中空糸膜外表面の開孔率を求めた。画像解析
処理ソフトは、例えばＩｍａｇｅ　Ｐｒｏ　Ｐｌｕｓ　（Ｍｅｄｉａ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔ
ｉｃｓ，Ｉｎｃ．）を使用して測定する。取り込んだ画像を孔部と閉塞部が識別されるよ
うに強調・フィルタ操作を実施する。その後、孔部をカウントし、孔内部に下層のポリマ
ー鎖が見て取れる場合には孔を結合して一孔とみなしてカウントする。測定範囲の面積（
Ａ）、および測定範囲内の孔の面積の累計（Ｂ）を求めて開孔率（％）＝Ｂ／Ａ×１００
で求めた。これを１０視野実施してその平均を求めた。初期操作としてスケール設定を実
施するものとし、また、カウント時には測定範囲境界上の孔は除外しないものとする。
【０１２８】
１３、中空糸膜外表面の開孔部の平均孔面積
　前項と同様にカウントし、各孔の面積を求めた。また、カウント時には測定範囲境界上
の孔は除外した。これを１０視野実施してすべての孔面積の平均を求めた。
【０１２９】
１４、中空糸膜の膜厚測定
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　倍率２００倍の投影機で中空糸膜の断面を投影し、各視野内で最大、最小、中程度の大
きさの中空糸の内径（Ａ）および外径（Ｂ）を測定し、各中空糸の膜厚を次式で求め、
膜厚＝（Ｂ－Ａ）／２
１視野５個の中空糸の膜厚の平均を算出した。
【０１３０】
１５、スキン層厚みの測定
　本発明における中空糸膜のスキン層の厚みは、以下のようにして求めた。
中空糸膜断面を３０００倍の倍率で走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて観察を行い、明らか
に孔が観察されない部分をスキン層と定義した。
【０１３１】
１６、中空糸膜の固着性
　中空糸膜約１０，０００本を束ね、３０～３５ｍｍφのモジュールケースに装填し、２
液系ポリウレタン樹脂にて封止してモジュールを作成した。各水準５本リークテストを実
施し、ウレタン樹脂封止不良となったモジュールの本数をカウントした。
【０１３２】
１７、エンドトキシン透過性
　エンドトキシン濃度２００ＥＵ／Ｌの透析液をモジュールの透析液入り口より流速５０
０ｍｌ／ｍｉｎで送液し、中空糸膜の外側から内側へエンドトキシンを含有する透析液を
ろ過速度１５ｍｌ／ｍｉｎで２時間ろ過を行い、中空糸膜の外側から中空糸膜の内側へろ
過された透析液を貯留し、該貯留液のエンドトキシン濃度を測定した。エンドトキシン濃
度はリムルスＥＳＩＩテストワコー（和光純薬工業社製）を用い、取り説の方法（ゲル化
転倒法）に従って分析を行った。
【０１３３】
１８、中空糸膜の残血性
　膜面積１．５ｍ２ のモジュールの透析液側を生理食塩水で満たし、健康人から採取した
ヘパリン加血２００ｍｌを血液バッグに詰め、血液バッグとモジュールをチューブで連結
し、３７℃で血液流速１００ｍｌ／ｍｉｎ、１時間循環する。循環開始前と循環６０分と
の血液をサンプリングし、白血球数、血小板数を測定する。測定した値はヘマトクリット
の値で補正する。
補正値＝測定値（６０分）×ヘマトクリット（０分）／ヘマトクリット（６０分）
補正値から白血球と血小板の変化率を算出する。
変化率＝補正値（６０分）／循環開始前値×１００
６０分循環終了後、生理食塩水で返血し、残血している糸の本数を数え、以下の基準で判
定した。
　　　　　　１４本以下：○
　　　　　　１５～５０本：△
　　　　　　５１本以上：×
【０１３４】
１９、プライミング性
　透析液側ポートに蓋をした状態で血液側入口ポートから２００ｍＬ／ｍｉｎで注射用蒸
留水を流し、出口側ポートに注射用蒸留水が到達した時点から１０秒間カンシで５回モジ
ュールケースを軽くたたき脱泡した後、１分間の気泡の通過個数を目視にて確認した。
　以下の基準で判定した。
　　　　　　１０個／分以下：○
　　　　　　１１～３０個／分：△
　　　　　　３０個以上／分：×
【０１３５】
２０、ＰＶＰ不溶分量の測定
　モジュールに液体が充填されたモジュールの場合は、まず充填液を抜き、つぎに透析液
側流路に純水を５００ｍＬ／ｍｉｎで５分間流した後、血液側流路に同じように純水を２
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００ｍＬ／ｍｉｎで５分間流す。最後に血液側から透析液側に膜を透過するように２００
ｍＬ／ｍｉｎの純水を通液し洗浄処理を終了する。得られたモジュールより中空糸膜束を
取り出し、フリーズドライしたものを不溶成分測定用サンプルとした。乾燥中空糸膜束モ
ジュールの場合も、同様の洗浄処理を行い測定用サンプルとした。
本発明におけるポリビニルピロリドンの架橋による不溶化は、架橋後の膜におけるジメチ
ルホルムアミドに対する溶解性で判定される。すなわち、架橋後の膜１０ｇを取り、１０
０ｍｌのジメチルホルムアミドに溶解した溶液を遠心分離機で１５００ｒｐｍ、１０分間
かけた後上澄みを除去する。残った不溶物に再度、１００ｍｌのジメチルホルムアミドを
添加して、撹拌をおこなった後、同条件で遠心分離操作をおこない、上澄みを除去する。
再び、１００ｍｌのジメチルホルムアミドを添加して撹拌し、同様の遠心分離操作をおこ
なった後、上澄みを除去する。残った固形物を蒸発乾固して、その量から不溶物の含有率
を求めた。
【０１３６】
２１、過酸化水素溶出量
　透析型人工腎臓装置製造基準に定められた方法で抽出液を得、該抽出液中の過酸化水素
を比色法で定量した。該定量は、中空糸膜を長手方向に２．７ｃｍずつ１０個に等分し、
各々の部位について行った。
　乾燥中空糸膜の場合は中空糸膜束１ｇに純水１００ｍｌを加え、７０℃で１時間抽出し
た。得られた抽出液２．６ｍｌに塩化アンモニウム緩衝液（ｐＨ８．６）０．２ｍｌとモ
ル比で当量混合したＴｉＣｌ４ の塩化水素溶液と４－（２－ピリジルアゾ）レゾルシノー
ルのＮａ塩水溶液との混合液を０．４ｍＭに調製した発色試薬０．２ｍｌを加え、５０℃
で５分間加温後、室温に冷却し５０８ｎｍの吸光度を測定。標品を用いて同様に測定して
求めた検量線にて定量した。
　湿潤中空糸膜モジュールの場合は、モジュールの透析液側流路に生理食塩水を５００ｍ
ｌ／ｍｉｎで５分間通液し、ついで血液側流路に２００ｍｌ／ｍｉｎで通液した。その後
血液側から透析液側に２００ｍｌ／ｍｉｎでろ過をかけながら３分間通液した後にフリー
ズドライをして乾燥膜を得て、該乾燥膜を用いて上記定量を行った。
【０１３７】
２２、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）溶出量
　上記方法で抽出した抽出液２．５ｍｌに、０．２ｍｏｌクエン酸水溶液１．２５ｍｌ、
０．００６規定のヨウ素水溶液０．５ｍｌを加えよく混合し、室温で１０分間放置した後
に４７０ｎｍでの吸光度を測定した。定量は標品のポリビニルピロリドンを用いて上記方
法に従い求めた検量線にて行った。
【０１３８】
２３、アルブミン漏出量
　クエン酸を添加し、凝固を抑制した３７℃の牛血液を用いた。牛血しょうで希釈し、ヘ
マトクリットを３０％に調製した。該血液を血液浄化器に２００ｍＬ／ｍｉｎで送液し、
２０ｍＬ／ｍｉｎの割合で血液をろ過した。このとき、ろ液は血液に戻し、循環系とする
。溶血を防止する目的で血液浄化器は予め生理食塩水で十分に置換しておく。循環開始後
５分後に所定のろ過流量を得ていることを確認し、開始１５分後から１５分おきにろ液を
約１ｃｃサンプリングした。また、開始後１５分、６０分、１２０分時に血液浄化器入り
口側と出口側の血液をサンプリングし、遠心分離により血しょうを得て、これを試験液と
した。採取したサンプルをＡ／Ｇ　Ｂ－テストワコー（和光純薬工業社製）を用いてブロ
ムクレゾールグリーン（ＢＣＧ法）により、ろ液及び血液・血しょう中のアルブミン濃度
を算出する。その濃度を基にアルブミンの篩係数を次式により求めた。
ＳＣａｌｂ＝２＊Ｃｆ／（Ｃｉ＋Ｃｏ）
ここでＣｆはろ液中のアルブミン濃度、Ｃｉは血液浄化器入り口での血液・血しょう中の
アルブミン濃度、Ｃｏは血液浄化器出口での血液・血しょう中のアルブミン濃度をそれぞ
れ示す。この式に１５分及び１２０分時のデータを代入することにより、１５分及び１２
０分でのアルブミンの篩係数を得ることができる。
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また、３Ｌ除水換算のアルブミンリーク量は次のように求めることができる。３０分、４
５分、６０分、７５分、９０分、１０５分、１２０分でサンプリングし、同様にＡ／Ｇ　
Ｂ－テストワコーのＢＣＧ法により、ろ液中のアルブミン濃度を算出する。これらのデー
タを用い、縦軸にアルブミンリーク（ＴＡＬ［ｍｇ／ｄＬ］）、横軸にｌｎ（時間［ｍｉ
ｎ］）（ｌｎＴ）をとり、表計算ソフト（ｅｘ．マイクロソフト社製ＥＸＣＥＬ－ＸＰ）
を用いて一次近似によりフィッティングカーブを描き、その関係式ＴＡＬ＝ａ×ｌｎＴ＋
ｂにおける定数ａおよびｂを求める（相関係数は０．９５以上が好ましく、０．９７以上
がさらに好ましく、０．９９以上がより好ましい）。この式ＴＡＬ＝ａ×ｌｎＴ＋ｂを用
いてＴ＝０からＴ＝２４０で積分し、これを２４０［ｍｉｎ］で除することにより、平均
のアルブミンリーク濃度［ｍｇ／ｄＬ］を算出する。求めた平均のアルブミンリーク濃度
に３０ｄＬを乗ずることにより、本願での３Ｌ除水換算でのアルブミンリーク量を得るこ
とができる。
【０１３９】
　本発明における選択透過性分離膜の含水率は、以下の式により計算した。
含水率％＝１００×（Ｗｗ－Ｗｄ）／Ｗｄ
ここで、Ｗｗは選択透過性分離膜重量（ｇ）、Ｗｄは、１２０℃の乾熱オーブンで２時間
乾燥後（絶乾後）の選択透過性分離膜重量（ｇ）である。ここで、Ｗｗは１～２ｇの範囲
内とすることで、２時間後に絶乾状態（これ以上重量変化がない状態）にすることができ
る。
【０１４０】
（実施例１）
　ポリエーテルスルホン（住化ケムテックス社製、スミカエクセル５２００Ｐ）１８質量
％、ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製コリドンＫ－９０）３質量％、ＤＭＡｃ２７質
量％を２軸のスクリュータイプの混練機で混練した。得られた混練物をＤＭＡｃ４７．５
質量％および水４．５質量％を仕込んだ撹拌式の溶解タンクに投入し、３時間撹拌して溶
解した。混練および溶解は溶液温度が３０℃以上に上がらないように冷却しながら実施し
た。ついで真空ポンプを用いて溶解タンク内を－５００ｍｍＨｇまで減圧した後、溶媒等
が蒸発して製膜溶液組成が変化しないように、直ぐに溶解タンクを密閉し１５分間放置し
た。この操作を３回繰り返して製膜溶液の脱泡を行った。なお、製膜溶液中のポリスルホ
ン系高分子に対するポリビニルピロリドンの比率は１６．７質量％、ポリビニルピロリド
ンの過酸化水素含有量は１００ｐｐｍであった。原料供給系の供給タンクや前記の溶解タ
ンク内は窒素ガスで置換した。このときの溶解タンク内の酸素濃度は０．０６％であった
。また、溶解時のフルード数および撹拌レイノルズ数はそれぞれ１．１および１２０であ
った。得られた製膜溶液を１５μｍ、１０μｍの２段の焼結フィルターに順に通した後、
７０℃に加温したチューブインオリフィスノズルから吐出量２．３ｃｃ／ｍｉｎで吐出し
、同時に内部液として予め－７００ｍｍＨｇで３０分間脱気処理した２５℃の４６質量％
ＤＭＡｃ水溶液を吐出し、紡糸管により外気と遮断された７００ｍｍの乾式部（エアギャ
ップ部）を通過後、７０℃の２０質量％ＤＭＡｃ水溶液中で凝固させ、湿潤状態のまま綛
に捲き上げた。またノズルスリット幅は平均６０μｍであり、最大６１μｍ、最小５９μ
ｍ、スリット幅の最大値、最小値の比は１．０３であった。このときのノズル内の圧力損
失は２．９×１０８Ｐａ・ｓであり、製膜溶液流路での剪断応力は１．５×１０６ ｓ－ １

、流路通過時間は１．３×１０－ ３ ｓｅｃと計算された。ドラフト比は１．３であった。
紡糸工程中の糸道変更のためのローラーは表面が鏡面加工されたものを使用し、固定ガイ
ドは表面が梨地処理されたものを使用した。
【０１４１】
　該中空糸膜約１０，０００本の束の周りにポリエチレン製のフィルムを巻きつけた後、
３０℃の４０ｖｏｌ％イソプロパノール水溶液で３０分×２回浸漬洗浄し、洗浄処理後の
中空糸膜束をＲＯ水で軽くすすいでイソプロパノールを水に置換した後、遠心脱液器で６
００ｒｐｍ×５ｍｉｎ間脱液した。得られた湿潤中空糸膜束を乾燥装置内の回転テーブル
上に１２本×２段にセットし、以下の条件で乾燥処理を行った。７ｋＰａの減圧下、１．
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５ｋ Wの出力で３０分間中空糸膜束を加熱した後、マイクロ波照射を停止すると同時に減
圧度を１．５ｋＰａに上げ３分間維持した。つづいて減圧度を７ｋＰａに戻すと同時にマ
イクロ波を照射し０．５ｋ Wの出力で１０分間中空糸膜束を加熱した後、マイクロ波を切
断し減圧度を上げ０．７ｋＰａを３分間維持した。さらに減圧度を７ｋＰａに戻し、０．
２ｋ Wの出力で８分間マイクロ波の照射を行い中空糸膜束を加熱した。マイクロ波切断後
、減圧度を０．５ｋＰａに上げ５分間維持することにより中空糸膜束のコンディショニン
グを行い乾燥を終了した。この際の中空糸膜束表面の最高到達温度は６５℃であった。乾
燥前の中空糸膜束の含水率は３１０質量％、１段目終了後の中空糸膜束の含水率は３８質
量％、２段目終了後の中空糸膜束の含水率は１４質量％、３段目終了後の中空糸膜束の含
水率は２．３質量％であった。得られた中空糸膜の内径は１９８μ m、膜厚は２７μ m、ス
キン層厚みは０．９μｍであった。得られた中空糸膜の特性値を表１に示した。
【０１４２】
　得られた中空糸膜を長手方向に２．７ｃｍずつ１０個に等分し、各々の部位から乾燥状
態の中空糸膜１ｇをはかりとり、過酸化水素溶出量を定量した。該過酸化水素溶出量は全
部位において低レベルで安定していた。定量値を表２に示した。
【０１４３】
　上記方法で調製した中空糸膜束をポリカーボネート製のモジュールケースに挿入し、両
端部をウレタン樹脂で固定するとともに樹脂端部を切断し中空糸膜中空部を開口させ、流
入口を有するキャップを装着して中空糸膜の有効長１１５ｍｍ、膜面積１．０ｍ２ 中空糸
膜ミニモジュールを作製した。このモジュールを無酸素環境下でγ線を２５ＫＧｙ照射し
て滅菌を行った。得られたモジュールのプライミング性は良好であった。
【０１４４】
　得られたモジュールを用いて、アルブミンの篩い係数、α１マイクログロブリンのクリ
アランス、α１マイクログロブリン吸着量、血液リーク性、エンドトキシン透過性、残血
性およびバースト圧の評価を行った。また、γ線滅菌後の中空糸膜中空糸膜を切り出し、
溶出物試験に供したところ、ポリビニルピロリドン溶出量は５ｐｐｍ、過酸化水素抽出量
の最大値は２ｐｐｍと良好であった。
【０１４５】
　また血液浄化器より中空糸膜を取り出し、外表面を顕微鏡にて観察したところ傷等の欠
陥は観察されなかった。いずれの特性も良好であり血液浄化器として実用性の高いもので
あった。これらの評価結果を表１に示した。
【０１４６】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４７】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４８】
（比較例１）
　実施例１の方法において、製膜溶液組成をポリエーテルスルホン（住化ケムテックス社
製、スミカエクセル５２００Ｐ）１８．０質量％、ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製
コリドンＫ－９０）０．５質量％、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）７７．０質量％、
ＲＯ水４．５質量％に、内液の温度を５０℃に、また凝固液をＲＯ水に変更する以外は、
実施例１と同様にして比較例１の中空糸膜およびモジュールを得た。製膜溶液中のポリス
ルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの比率は２．８質量％、ノズル吐出時の製
膜溶液温度と内部液の温度差は２０℃であった。これらの特性を表１および表２に示す。
【０１４９】
　本比較例で得られた中空糸膜は、中空糸膜の内表面のポリビニルピロリドンの存在割合
が低すぎ、かつスキン層厚みが厚いため、蛋白質の選択透過性が劣っていた。また内表面
のポリビニルピロリドンの存在割合が低すぎるために残血性が劣っていた。さらに、中空
糸膜の内表面および外表面のポリビニルピロリドンの存在割合が低いためプライミング性
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が良くなかった。従って、本比較例で得られた中空糸膜は血液浄化器用としては実用性の
低いものであった。
【０１５０】
（比較例２）
　実施例１の方法において、製膜溶液組成をポリエーテルスルホン（住化ケムテックス社
製、スミカエクセル５２００Ｐ）１８．０質量％、ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製
コリドンＫ－９０）１０．０質量％、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）６７．５質量％
、ＲＯ水４．５質量％に、内部液の濃度を６５質量％、液温を４５℃に変更する以外は、
実施例１と同様にして比較例１の中空糸膜およびモジュールを得た。製膜溶液中のポリス
ルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの比率は５５．５質量％であった。これら
の特性を表１および表２に示す。
【０１５１】
　本比較例で得られた中空糸膜は、中空糸膜の内表面のポリビニルピロリドンの存在割合
が高く、細孔径が大きいので蛋白質の選択透過性に劣るものであった。また、ポリビニル
ピロリドンの溶出量が高かった。なお、蛋白質の選択性の低いことに関しては、内表面の
ポリビニルピロリドンの存在割合が高いこと以外にも、内表面の平均孔径や孔径分布等の
蛋白質の透過性に影響を及ぼす他の要因も実施例１の中空糸膜とは異なっており、このこ
とも影響を及ぼしているものと推察している。また、中空糸膜の外表面のポリビニルピロ
リドンの存在割合が高いので中空糸膜同士の固着が発生した。また、エンドトキシンの透
過が見られた。
【０１５２】
　このようにして得られた中空糸膜を用いて血液浄化器を組み立て、エアリークテストを
行った結果、モジュール接着部より気泡が発生するものがみられた。中空糸膜同士の固着
に起因する接着不良を起こしたものと思われる。従って、本比較例で得られた中空糸膜は
血液浄化器用として実用性の低いものであった。
【０１５３】
（比較例３）
　比較例２の方法において、５０ｖｏｌ％イソプロパノール水溶液での洗浄回数を６回に
変更する以外は、比較例２と同様にして比較例３の中空糸膜およびモジュールを得た。得
られた中空糸膜およびモジュールの特性を表１および表２に示す。
【０１５４】
　本比較例で得られた中空糸膜は、洗浄の強化により、外表面のポリビニルピロリドンの
存在割合が低下し疎水性が強くなっているので比較例２で得られた中空糸膜の課題の一つ
であったエンドトキシンが透過する課題は解決されるが、プライミング性が悪化する。ま
た、内表面の状態は変わらないので、内表面特性に起因する実施例２の選択透過性分離膜
の有していた比較例２の課題は改善されなかった。
【０１５５】
（比較例４）
　実施例１と同様の方法でポリエーテルスルホン（住化ケムテックス社製、スミカエクセ
ル５２００Ｐ）１８．０質量％、ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製コリドンＫ－９０
）５．０質量％、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）７５．０質量％、ＲＯ水２．０質量
％よりなる製膜溶液を得た。製膜溶液中のポリスルホン系高分子に対するポリビニルピロ
リドンの比率は２７．７質量％であった。なお、上記ポリビニルピロリドンとしては、過
酸化水素含有量１００ｐｐｍのものを用いた。製膜溶液を１５μｍ、１０μｍの２段の焼
結フィルターに順に通した後、７０℃に加温したチューブインオリフィスノズルから内部
液として予め－７００ｍｍＨｇで３０分間脱気処理した２５℃の４６質量％ＤＭＡｃ水溶
液を用いて紡糸速度５０ｍ／分で吐出、紡糸管により外気と遮断された７００ｍｍの乾式
部（エアギャップ部）を通過後、３５℃の２０ｗｔ％ＤＭＡｃ水溶液中で凝固させ、湿潤
状態のまま綛に捲き上げた。使用したチューブインオリフィスノズルのノズルスリット幅
は、平均６０μｍであり、最大６１μｍ、最小５９μｍ、スリット幅の最大値、最小値の
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比は１．０３、ドラフト比は１．１５であった。凝固浴から引き揚げられた中空糸膜は８
５℃の水洗槽を４５秒間通過させ溶媒と過剰のポリビニルピロリドンを除去した後巻き上
げた。
【０１５６】
　該中空糸膜約１０，０００本の束の周りに実施例１と同様のポリエチレン製のフィルム
を巻きつけた後、洗浄を行うことなく、オーブン中に反射板を設置し均一加熱ができるよ
うな構造を有したマイクロ波照射方式の乾燥機に導入し、以下の条件で乾燥した。７ＫＰ
ａの減圧下、１．５ｋＷの出力で３０分、０．５ｋＷの出力で１０分間、さらに０．２ｋ
Ｗの出力で８分間マイクロ波の照射を行い含水率が２．９質量％になるまで乾燥した。こ
の際の中空糸膜表面の最高到達温度は６５℃であった。紡糸工程中の糸道変更のためのロ
ーラーは表面が鏡面加工されたものを使用し、固定ガイドは表面が梨地処理されたものを
使用した。得られた中空糸膜の内径は２００μｍ、膜厚は３５μｍであった。スキン層厚
みは１．７μｍであった。得られた中空糸膜の特性値を表１に示す。
【０１５７】
　得られた中空糸膜を長手方向に２．７ｃｍずつ１０個に等分し、各々の部位から乾燥状
態の中空糸膜１ｇをはかりとり、過酸化水素溶出量を定量した。該過酸化水素溶出量は全
部位において低レベルで安定していた。該定量値を表２に示した。しかし、本比較例で得
られた中空糸膜は乾燥後の中空糸膜束には固着が観察され、血液浄化器を組立てる際、端
部接着樹脂が中空糸膜間にうまく入らず血液浄化器を組み立てることが出来ないものが多
発した。
【０１５８】
（比較例５）
　比較例１の方法において、以下の変更製膜溶液のろ過に用いるフィルターをフィルター
精度を３０μｍ１段の焼結フィルターに変更し、かつチューブインオリフィスノズルのノ
ズルスリット幅が平均６０μｍであり、最大６５μｍ、最小５５μｍ、スリット幅の最大
値、最小値の比が１．１８、ドラフト比を０．９５に変更する以外は、比較例１と同様の
方法で中空糸膜およびモジュールを得た。
　得られた中空糸膜およびモジュールの特性を表１および表２に示す。本比較例で得られ
た中空糸膜およびモジュールは比較例１で得られた製品と同様の課題に加えて中空糸膜の
偏肉度や相分離の均一性が低下するので、バースト圧が低く、牛血液を用いた血液リーク
テストではモジュール３０本中、５本に血球リークがみられ、本比較例で得られた中空糸
膜は血液浄化器用として実用性の低いものであった。
【０１５９】
（比較例６）
　比較例１の方法において、以下のごとく変更する以外は、比較例１と同様の方法で比較
例６の中空糸膜およびモジュールを得た。
　（１）製膜溶液に用いるポリビニルピロリドンとして過酸化水素含有量が５００ｐｐｍ
の製品を用いる。
　（２）製膜溶液の調製時に混練を行わず、撹拌機付きの溶解槽に各原料を直接、一括し
て添加し、液温７０℃で溶解を行う。
　（３）チューブインオリフィスノズルのノズルスリット幅が平均８０μｍであり、最大
８１μｍ、最小７９μｍ、スリット幅の最大値、最小値の比が１．０３および製膜溶液流
路のＬ／Ｄが２．５のノズルを用いる。
　（４）ドラフト比を１．００にする。
　（５）湿潤状態の中空糸膜の乾燥を含水率が０．２質量％になるまで乾燥する。
得られた中空糸膜およびモジュールの特性を表１および表２に示す。
【０１６０】
　本比較例で得られた中空糸膜およびモジュールは、比較例１で得られた製品と同様の課
題に加えて過酸化水素抽出量が多かった。本比較例で得られた中空糸膜過酸化水素の測定
に用いた乾燥状態のサンプルを、湿度５０％に調湿されたドライボックス中（雰囲気は空
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気）に室温で３ヶ月間保存した後、透析型人工腎臓装置製造基準に定められた方法で抽出
しＵＶ（２２０－３５０ｎｍ）吸光度を測定した。保存スタート時のＵＶ（２２０－３５
０ｎｍ）吸光度は全部位において、承認基準の０．１未満であったものが、保存後はいず
れの部位も承認基準の０．１を超えており、保存安定性に劣っていた。なお、過酸化水素
抽出量の低い実施例１～３および比較例１～５の中空糸膜は同様の保存を行っても、ＵＶ
（２２０－３５０ｎｍ）吸光度は殆ど変化せず０．０６以下が維持されていた。すなわち
、本比較例で得られた中空糸膜は中空糸膜中に過酸化水素が多く含まれており、該過酸化
水素によりポリビニルピロリドンの劣化が引き起こされることにより経時後のＵＶ（２２
０－３５０ｎｍ）吸光度が増大したものと推察される。従って、本比較例で得られた中空
糸膜は血液浄化器用として実用性の低いものであった。
【０１６１】
（実施例２）
　実施例１と同様の方法で、ポリエーテルスルホン（住化ケムテックス社製、スミカエク
セル４８００Ｐ）１８．０質量％、ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製コリドンＫ－９
０）２．５質量％、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）７４．５質量％、ＲＯ水５．０質
量％よりなる製膜溶液を調製した。なお、製膜溶液中のポリスルホン系高分子に対するポ
リビニルピロリドンの比率は１３．８質量％であった。原料ポリビニルピロリドンの過酸
化水素含有量は１００ｐｐｍであった。得られた製膜溶液を１５μｍ、１０μｍの２段の
焼結フィルターに順に通した後、７０℃に加温したチューブインオリフィスノズルから製
膜原液吐出量２．１ｃｃ／ｍｉｎで吐出し、同時に内部液として予め－７００ｍｍＨｇで
３０分間脱気処理した３０℃の５０質量％ＤＭＡｃ水溶液を吐出し、紡糸管により外気と
遮断された７５０ｍｍのエアギャップ部を通過後、６５℃の２５質量％ＤＭＡｃ水溶液中
で凝固させ、湿潤状態のまま綛に捲き上げた。ノズルスリット幅は、平均６０μｍであり
、最大６１μｍ、最小５９μｍ、スリット幅の最大値、最小値の比は１．０３であった。
ドラフト比は１．３であった。ノズル内での製膜溶液の圧力損失は２．１５×１０８ Ｐａ
・ｓであり、剪断応力は１．１×１０６ ｓ－ １ 、流路通過時間は１．２×１０－ ３ ｓｅｃ
であった。凝固浴から引き揚げられた中空糸膜は８５℃の水洗槽を４５秒間通過させ溶媒
と過剰のポリビニルピロリドンを除去した後巻き上げた。紡糸工程中の糸道変更のための
ローラーは表面が鏡面加工されたものを使用し、固定ガイドは表面が梨地処理されたもの
を使用した。
【０１６２】
　該中空糸膜約１０，０００本の束の周りに実施例１と同様のポリエチレン製のフィルム
を巻きつけた後、３０℃の３０ｖｏｌ％エタノール水溶液で３０分×３回浸漬洗浄し、洗
浄処理後の中空糸膜束をＲＯ水で軽くすすいでエタノールを水に置換した後、遠心脱液器
で６００ｒｐｍ×５ｍｉｎ間脱液した。得られた湿潤中空糸膜束を長手方向に流路のとら
れた通風乾燥機にて６５℃、風量０．３Ｌ／ｓｅｃで３時間乾燥したのち、３５℃、風量
０．０５Ｌ／ｓｅｃで２０時間乾燥させた。乾燥開始から乾燥終了までの間、最初の３時
間は２０分おきに、後の２０時間は１時間おきに通風の向きを１８０度反転させて乾燥を
実施した。乾燥前の中空糸膜束の含水率は２９０質量％、乾燥３時間後の中空糸膜束の含
水率は６７質量％、乾燥終了後の中空糸膜束の含水率は２．４質量％であった。このとき
通風媒体としては窒素ガスを用いた。得られた中空糸膜の内径は２００μｍ、膜厚は２９
μｍであった。スキン層厚みは０．７μｍであった。得られた中空糸膜の特性値を表１に
示す。
【０１６３】
　得られた中空糸膜を長手方向に２．７ｃｍずつ１０個に等分し、各々の部位から乾燥状
態の中空糸膜１ｇをはかりとり、過酸化水素溶出量を定量した。該過酸化水素溶出量は全
部位において低レベルで安定していた。該定量値を表２に示した。
【０１６４】
　上記方法で調整した中空糸膜束をポリカーボネート製のモジュールケースに挿入し、両
端部をウレタン樹脂で固定するとともに切断開口させ、流入口を有するキャップを装着し
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て中空糸膜の有効長１１５ｍｍ、膜面積１．０ｍ２ の中空糸膜モジュールを作製した。こ
のモジュールを無酸素環境下でγ線を２５ＫＧｙ照射して滅菌をおこなった。得られたモ
ジュールのプライミング性は良好であった。
【０１６５】
　得られたモジュールを用いて、アルブミンの篩い係数、α１マイクログロブリンのクリ
アランス、α１マイクログロブリン吸着量、血液リーク性、エンドトキシン透過性、残血
性およびバースト圧の評価を行った。また、γ線滅菌後の中空糸膜中空糸膜を切り出し、
溶出物試験に供したところ、ポリビニルピロリドン溶出量は５ｐｐｍ、過酸化水素抽出量
は３ｐｐｍと良好であった。
【０１６６】
　また血液浄化器より中空糸膜を取り出し、外表面を顕微鏡にて観察したところ傷等の欠
陥は観察されなかった。いずれの特性も良好であり血液浄化器として実用性の高いもので
あった。これらの評価結果を表１に示した。
【０１６７】
（実施例３）
　実施例１と同様の方法で、ポリスルホン（アモコ社製Ｐ－３５００）１８．５質量％、
ポリビニルピロリドン（ＢＡＳＦ社製コリドンＫ－６０）３．０質量％、ジメチルアセト
アミド（ＤＭＡｃ）７４．５質量％、ＲＯ水４．０質量％よりなる製膜溶液を得た。なお
、製膜溶液中のポリスルホン系高分子に対するポリビニルピロリドンの比率は１６．２質
量％、原料ポリビニルピロリドン中の過酸化水素含有量は１５０ｐｐｍのものを用いた。
得られた製膜溶液を１５μｍ、１０μｍの２段の焼結フィルターに順に通した後、５０℃
に加温したチューブインオリフィスノズルから吐出量２．４で吐出し、同時に内部液とし
て予め－７００ｍｍＨｇで３０分間脱気処理した１５℃の３５質量％ＤＭＡｃ水溶液を吐
出し、紡糸管により外気と遮断された６５０ｍｍのエアギャップ部を通過後、６０℃の１
５質量％ＤＭＡｃ水溶液中で凝固させ、湿潤状態のまま綛に捲き上げた。使用したチュー
ブインオリフィスノズルのノズルスリット幅は、平均６０μｍであり、最大６１μｍ、最
小５９μｍ、スリット幅の最大値、最小値の比は１．０３であった。ノズル内での製膜溶
液の圧力損失は２．３×１０８ Ｐａ・ｓ、剪断応力は１．２×１０６ ｓ－ １ 、流路通過時
間は１．５×１０－ ３ ｓｅｃであった。ドラフト比は１．３であった。紡糸工程中の糸道
変更のためのローラーは表面が鏡面加工されたものを使用し、固定ガイドは表面が梨地処
理されたものを使用した。
【０１６８】
　該中空糸膜約１０，０００本の束の周りに実施例１と同様のポリエチレン製のフィルム
を巻きつけた後、３０℃の４０ｖｏｌ％イソプロパノール水溶液で３０分×２回浸漬洗浄
し、洗浄処理後の中空糸膜束をＲＯ水で軽くすすいでイソプロパノールを水に置換した後
、遠心脱液器で６００ｒｐｍ×５ｍｉｎ間脱液した。得られた湿潤中空糸膜束を均一加熱
ができるように装置内にマイクロ波反射板を設置した乾燥装置内の回転テーブルに４８本
×２段にセットし、以下の条件で乾燥した。７ｋＰａの減圧下、１２ｋＷの出力でマイク
ロ波を照射し１５分間加熱処理を行った。つづいてマイクロ波照射を停止するとともに減
圧度を１ｋＰａに上げ３分間維持することにより水分を蒸発させた。次に減圧度を７ｋＰ
ａに戻すとともにマイクロ波を照射し、出力３．５ｋＷにて７分問加熱処理を行った。加
熱後、マイクロ波照射を停止し減圧度を０．７ｋＰａに上げて３分間維持した。さらに減
圧度を７ｋＰａに戻してマイクロ波照射を再開し、出力を２．５ｋＷにて６分間再加熱し
たのち、マイクロ波照射を停止し減圧度を０．５ｋＰａに上げて７分間乾燥処理を行った
。さらに、該中空糸膜束を通風乾燥器において３５℃にて３時間含水率均一化処理を行っ
た。マイクロ波乾燥前の中空糸膜束の含水率は３０６質量％、１段目終了後の含水率は３
３質量％、２段目終了後の含水率は１６質量％、３段目終了後の含水率は６質量％、通風
乾燥終了後の含水率は１．７質量％であった。乾燥処理中の中空糸膜束の最高到達温度は
５４℃であった。得られた中空糸膜の内径は１９７μｍ、膜厚は３０μｍであった。スキ
ン層厚みは０．７μｍであった。得られた中空糸膜の特性値を表１に示す。
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【０１６９】
　得られた中空糸膜を長手方向に２．７ｃｍずつ１０個に等分し、各々の部位から乾燥状
態の中空糸膜１ｇをはかりとり、過酸化水素溶出量を定量した。該過酸化水素溶出量は全
部位において低レベルで安定していた。該定量値を表２に示した。
【０１７０】
　上記方法で調整した中空糸膜束をポリカーボネート製のモジュールケースに挿入し、両
端部をウレタン樹脂で固定するとともに切断開口させ、流入口を有するキャップを装着し
て中空糸膜の有効長１１５ｍｍ、膜面積１．０ｍ２ の中空糸膜ミニモジュールを作製した
。このモジュールを無酸素環境下でγ線を２５ＫＧｙ照射して滅菌をおこなった。得られ
たモジュールのプライミング性は良好であった。
【０１７１】
　得られたモジュールを用いて、アルブミンの篩い係数、α１マイクログロブリンのクリ
アランス、α１マイクログロブリン吸着量、血液リーク性、エンドトキシン透過性、残血
性およびバースト圧の評価を行った。また、γ線滅菌後の中空糸膜中空糸膜を切り出し、
溶出物試験に供したところ、ポリビニルピロリドン溶出量は４ｐｐｍ、過酸化水素抽出量
は２ｐｐｍと良好であった。
【０１７２】
　また血液浄化器より中空糸膜を取り出し、外表面を顕微鏡にて観察したところ傷等の欠
陥は観察されなかった。いずれの特性も良好であり血液浄化器として実用性の高いもので
あった。これらの評価結果を表１に示した。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】
　本発明の選択透過性分離膜は、分離特性のバランスが良く、安全性や性能の安定性が高
く、かつモジュールの組み立て性に優れており、慢性腎不全の治療に用いる高透水性能を
有する血液透析法中空糸型血液浄化器用として好適であるという利点がある。また、本発
明の製造方法により上記特性の選択透過性分離膜が、経済的に、かつ安定して製造できる
という利点がある。従って、産業界に寄与することが大である。
【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】本発明で用いるチューブインオリフィスノズルの模式図を示す。
【図２】中空糸膜の内外表面のＰＶＰ存在割合比とアルブミン篩い係数の関係を示す模式
図である。
【図３】中空糸膜内外表面のＰＶＰ存在割合比とアルブミン篩い係数の経時変化との関係
を示す模式図である。
【図４】中空糸膜内外表面のＰＶＰ存在割合比とα１マイクログロブリンクリアランスと
の関係を示す模式図である。
【図５】中空糸膜内外表面のＰＶＰ存在割合比とα１マイクログロブリン吸着量との関係
を示す模式図である。
【図６】中空糸膜内表面のＰＶＰ存在割合比とα１マイクログロブリン吸着量との関係を
示す模式図である。
【符号の説明】
【０１７５】
　　　　１：内液吐出孔
　　　　２：製膜原液吐出孔
　　　　Ｌ：ランド長
　　　　Ｄ：ノズル外径
【要約】
【課題】分離特性のバランスが良く、安全性や性能の安定性が高く、かつモジュールの組
み立て性に優れた選択透過性分離膜およびその製造方法を提供する。
【解決手段】ポリスルホン系高分子とポリビニルピロリドンよりなる選択透過性分離膜を
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装填して作製したモジュールに、牛血液を２００ｍｌ／分、濾過流量２０ｍｌ／分で流し
たときのアルブミンの篩い係数が１５分後０．０１～０．１で、かつ２時間後０．００５
～０．０４である選択透過性分離膜である。また、製膜溶液中のポリスルホン系高分子に
対するポリビニルピロリドンの比率が１０～１８質量％であり、内部液がアミド系溶剤を
３０～６０質量％含む水溶液であり、該内部液を製膜溶液の液温より３０～６０℃低くし
、かつその液温が０～４０℃で吐出する選択透過性分離膜の製造方法。
【選択図】なし

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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