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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体の入口と出口とを有する容器に多孔性フィルター材を充填した白血球除去フィルタ
ーを用いて、採取された白血球含有液から白血球を除去する方法において、該フィルター
が濾過面に垂直な方向の浸透係数（ｋｘ）が０．５×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2
以下であり、且つ濾過面と平行な方向の浸透係数（ｋｙ）とｋｘとの比（ｋｙ／ｋｘ）が
０．５以上１．５以下である多孔性フィルター材を含むことを特徴とする白血球除去方法
。
【請求項２】
多孔性フィルター材のｋｘが１．０×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であり、
‑12

且つｋｙが１．０×１０

2

ｍ 以上３．０×１０

‑12

10

2

ｍ 以下である請求項１に記載の白血

球除去方法。
【請求項３】
多孔性フィルター材が不織布である請求項１又は２のいずれかに記載の白血球除去方法
。
【請求項４】
液体の入口と出口とを有する容器に多孔性フィルター材が充填されてなる白血球含有液
から白血球を除去するためのフィルターにおいて、該フィルターが濾過面に垂直な方向の
浸透係数（ｋｘ）が０．５×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であり、且つ濾過面
と平行な方向の浸透係数（ｋｙ）とｋｘとの比（ｋｙ／ｋｘ）が０．５以上１．５以下で
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ある多孔性フィルター材を含むことを特徴とする白血球除去フィルター。
【請求項５】
多孔性フィルター材のｋｘが１．０×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であり、
且つｋｙが１．０×１０‑12ｍ2以上３．０×１０‑12ｍ2以下である請求項４に記載の白血
球除去フィルター。
【請求項６】
多孔性フィルター材が不織布である請求項４又は５のいずれかに記載の白血球除去フィ
ルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、血液等の白血球含有液から白血球を捕捉するための方法、および血液等の白
血球含有液から白血球を捕捉するための、または血液体外循環白血球除去療法に用いるた
めの白血球除去フィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
輸血の分野においては、受血者の用途に応じて、全血製剤、赤血球製剤、血小板製剤、
血漿製剤などが用いられる。最近では、それらの血液製剤中に含まれている白血球を除去
してから血液製剤を輸血する、いわゆる白血球除去輸血が普及してきている。これは、輸
血に伴う頭痛、吐き気、悪寒、非溶血性発熱反応などの比較的軽微な副作用や、受血者に
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深刻な影響を及ぼすアロ抗原感作、ウィルス感染、輸血後ＧＶＨＤなどの重篤な副作用が
、主として輸血に用いられた血液製剤中に混入している白血球が原因で引き起こされるこ
とが明らかにされたためである。
【０００３】
頭痛、吐き気、悪寒、発熱などの比較的軽微な副作用を防止するためには、血液製剤中
の白血球を残存率が１０−１〜１０−２以下になるまで除去すればよいと言われている。
また、重篤な副作用であるアロ抗原感作やウィルス感染を防止するためには、白血球を残
存率が１０−４〜１０−６以下になるまで除去する必要があると言われている。
また、近年ではリウマチ、潰瘍性大腸炎等の疾患の治療に、血液の体外循環による白血
球除去療法が行なわれるようになってきており、高い臨床効果が得られている。
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【０００４】
血液製剤から白血球を除去する方法としては、不織布等の繊維集合体や連続気孔を有す
る多孔構造体などからなるフィルター材を用いて白血球を除去するフィルター法が操作の
簡便性、低コストなどの利点から現在最も普及している。
上記の不織布等の繊維集合体や連続気孔を有する多孔構造体などのフィルター材による
白血球除去の機構は、主としてフィルター材表面と接触した白血球が、フィルター材表面
に粘着又は吸着されることによるとされている。従って、従来のフィルター材における白
血球除去性能の向上の手段として、フィルター材と白血球との接触頻度を高めること、即
ち不織布の繊維径や細孔径を小さくしたり、嵩密度を高めたりすることなどの検討が行わ
れている（特許文献１参照）。しかしながら、白血球除去性能の向上にともなって、血液
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製剤を通過させる際の圧力損失が増大してしまい、期待する血液量を処理し終わる前に、
処理速度が極端に低下するという問題があった。
【０００５】
一方、連続気孔を有する多孔構造体については、白血球による目詰まりの恐れのない白
血球分離材として、バブルポイントが０．０８〜０．３ｋｇ／ｃｍ２ である多孔質体が
開示されている（特許文献２参照）。 しかしながら、本発明者等が検討した結果、該白
血球分離材は血液製剤中に混入している白血球を１０‑2〜１０‑3に減ずるに適したもので
あり、本発明で目的とする白血球残存率１０‑4を達成するに必要な、比較的小さな平均孔
径を有する多孔質体を用いる場合には、次のような問題を有するものであった。即ち、多
孔質体は至適な平均孔径のものを用いれば、高い白血球除去性能を示すものを得られるが
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、同時に白血球などの目詰まりによる圧力損失が高く、繊維径が細い不織布を用いるのと
同様に、血液の処理速度が著しく低下するという問題を有していた。
【０００６】
近年、医療現場において、白血球除去フィルターに対して新たな要求が提起されている
。その要求のひとつは、白血球除去性能を向上させるだけではなく、有用成分の回収率を
向上させることである。血液製剤の原料である血液は、善意による献血でまかなわれてい
る貴重な血液である場合が多く、白血球除去フィルター内に残留して回収不能となった血
液は、そのままフィルターと共に廃棄されて無駄になってしまうという問題点がある。そ
のため現行の白血球除去フィルターよりも有用成分の回収率を向上させることは極めて有
意義である。
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【０００７】
従って、上記の医療現場の要求を満たすため、単位体積あたりの白血球除去性能が高い
白血球除去フィルター材を使用して、充填するフィルター材の量をより少量にした白血球
除去フィルターが求められている。これにより、フィルター内に残留している有用成分を
回収する操作を行わなくても、フィルター材の充填量減量に伴ってフィルター内に残留す
る血液量が減少し、従来のフィルターよりも有用成分の回収率が向上できると期待されて
いる。
【０００８】
また、白血球除去フィルターに対する市場の要求として、短時間で所望量の血液を処理
したいという要求がある。そのために、白血球除去フィルターの形状としては、フィルタ

20

ーの断面積が従来と同等もしくはそれより大きく、フィルター材の厚みが薄い形状の白血
球除去フィルターとなると考えられる。白血球除去性能を維持しながらフィルター材の厚
みを薄くするためには、単位体積あたりの白血球除去性能を高くする必要がある。
【０００９】
これらの要求を満たすため、フィルター材の物性要素の均一性を高めることにより単位
体積当たりの白血球除去性能を向上させる試みがなされてきた。白血球除去を目的とした
技術分野でのフィルター材物性要素を均一にしたものとして、孔径分布を狭くし、白血球
除去に有用な細孔部分の容積を多く有した白血球捕捉材（特許文献３参照）や、量平均孔
径と数平均孔径の比が１．５〜２．５の孔径が均一な三次元網目状連続多孔質体（特許文
献４参照）がある。さらにフィルター材が不織布であるものについては、繊維径分布を狭
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くして繊維径の均一性を向上させた不織布が提案されている（特許文献５および６参照）
。
【００１０】
また、厚さ０．３ｍｍ相当の地合指数が１５〜５０の不織布を濾材に用いることにより
血液が濾過面全体で厚み方向に均一に流れ、濾材の有効利用率が向上することが知られて
いる（特許文献７参照）。
【００１１】
以上のように、フィルター材の孔径や繊維径、また濾過面方向に厚み方向の物性を均一
にすることにより、単位体積当たりの白血球除去性能を高める試みがなされているが、上
記の先行技術では、各物性要素は液体が流れる方向（濾過面に垂直な方向）のみにしか言
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及していない。すなわち、液体がフィルター材内部に3次元的に均一に拡散しながら流れ
ることの重要性については全く考慮されていない。よって、孔径や繊維径等の均一性を至
適な範囲に制御しても、目詰まりや圧力損失の増大を回避、抑制し、かつ単位体積あたり
の白血球除去能を向上させるには限界がある。
従って、医療現場における良好な流れ性と高い白血球除去性能といった相反する要求を
同時に満たす白血球除去方法、および十分な性能を有する白血球フィルターが望まれてい
る。
【００１２】
【特許文献１】特公平２−１３５８７号公報
【特許文献２】特開平１−２２４３２４号公報
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【特許文献３】国際公開第９３／０３７４０号パンフレット
【特許文献４】特開平７−１２４２５５号公報
【特許文献５】特開昭６３−１７５１５７号公報
【特許文献６】特許第２８１１７０７号公報
【特許文献７】国際公開第２００４／０５０１４６号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、また医療現場の新たな要求を満たすため、白
血球除去フィルターを用いて白血球を除去する方法において、フィルターの単位体積あた
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りの白血球除去性能がより高く、かつ目詰まりや圧力損失の増大を引き起こさない方法を
提供することを課題とする。本発明はまた、そのような方法に用いられる白血球除去フィ
ルターを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、特に高粘度で目詰まりが起こりやすい白血球含有液を白血球除去フィル
ターで処理する場合を想定し、液体がフィルター材内部を均一に拡散して流れることが重
要であることに着目し、鋭意研究を重ねた。その結果、従来知られていた単一の物性要素
の均一化ではなく、濾過面に垂直な方向と濾過面と平行な方向の流体の流れやすさ（浸透
係数）を適切に設定したフィルター材を用いることにより、単位体積あたりの白血球除去
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性能が高く、かつ目詰まりや圧力損失の著しい上昇を起こさない白血球除去フィルターが
得られることを見出した。
【００１５】
即ち、本発明は以下を含む。
（１）液体の入口と出口とを有する容器に多孔性フィルター材を充填した白血球除去フィ
ルターを用いて白血球含有液から白血球を除去する方法において、該フィルターが濾過面
に垂直な方向の浸透係数（ｋｘ）が０．５×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であ
り、且つ濾過面と平行な方向の浸透係数（ｋｙ）とｋｘとの比（ｋｙ／ｋｘ）が０．５以
上１．５以下である多孔性フィルター材を含むことを特徴とする白血球除去方法。
（２）多孔性フィルター材のｋｘが１．０×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であ
‑12

り、且つｋｙが１．０×１０

2

‑12
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ｍ 以上３．０×１０

2

ｍ 以下である（１）に記載の白

血球除去方法。
（３）多孔性フィルター材が不織布である（１）又は（２）のいずれかに記載の白血球除
去方法。
（４）液体の入口と出口とを有する容器に多孔性フィルター材が充填されてなる白血球含
有液から白血球を除去するためのフィルターにおいて、該フィルターが濾過面に垂直な方
向の浸透係数（ｋｘ）が０．５×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であり、且つ濾
過面と平行な方向の浸透係数（ｋｙ）とｋｘとの比（ｋｙ／ｋｘ）が０．５以上１．５以
下である多孔性フィルター材を含むことを特徴とする白血球除去フィルター。
（５）多孔性フィルター材のｋｘが１．０×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であ
‑12

り、且つｋｙが１．０×１０

2

ｍ 以上３．０×１０

‑12
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2

ｍ 以下である（４）に記載の白

血球除去フィルター。
（６）多孔性フィルター材が不織布である（４）又は（５）のいずれかに記載の白血球除
去フィルター。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の白血球除去方法およびそのためのフィルターは、目詰まりや圧力損失の増大を
抑制しつつ、高い白血球除去性能を有しており、血液、血液製剤に混入している白血球を
捕捉するために極めて有効である。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】濾過面に垂直な方向と濾過面と平行な方向を示す模式図である。
【図２】横方向浸透係数測定時のフィルター材の充填方法を示す模式図である。
【図３】従来の白血球除去フィルターに使用されているフィルター材の縦方向浸透係数、
横方向浸透係数を示すグラフである。
【図４】実施例１〜実施例３および比較例１〜比較例５の白血球除去フィルターに使用さ
れているフィルター材の縦方向浸透係数と白血球残存率／厚さとの関係を示すグラフであ
る。
【図５】実施例１〜実施例３および比較例１〜比較例５の白血球除去フィルターに使用さ
れているフィルター材の縦方向浸透係数と血液濾過圧／厚さとの関係を示すグラフである
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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、本発明について具体的に説明する。
本発明でいう白血球含有液とは、白血球を含む体液や合成血液を総称するものであり、
具体的には、全血、赤血球濃厚液、洗浄赤血球浮遊液、解凍赤血球濃厚液、合成血、乏血
小板血漿 （ＰＰＰ）、多血小板血漿（ＰＲＰ）、血漿、凍結血漿、血小板濃厚液および
バフィーコート （ＢＣ）などの、全血及び全血から調製して得られる単一もしくは複数
種類の血液成分からなる液体、またはそれらの液体に抗凝固剤や保存液などが添加された
溶液、もしくは全血製剤、赤血球製剤、血小板製剤、血漿製剤などのことである。
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【００１９】
本発明でいう浸透係数とは、多孔質体中での流体の流れを表すダルシーの式で用いられ
る流体の流れ易さを表す定数で、以下の式（１）によって求められる。
ｋ＝（ｄｔ／ｄｐ）×μ×ｖ

（１）

ここで、ｋは浸透係数 （ｍ２）、ｄｐは圧損（Ｐａ）、ｄｔは厚さ（ｍ）、μは粘度
（Ｐａ・ｓ）、ｖは流速（ｍ／ｓ）を表す。
【００２０】
浸透係数が大きい場合、その多孔質体は流体が流れやすい構造であり、逆に小さい場合
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は、流体が流れにくい構造であることを示している。具体的には（１）式は粘度μの流体
が厚さｄｔの多孔質体を通過する時の速度ｖと圧損ｄｐとの関係を示した式で、これを電
流電圧のオームの法則に置き換えて考えると圧損は電圧、速度は電流、抵抗は（μ×ｄｔ
）／ｋに相当する。流れに対する抵抗は流体の持つ物性値である粘度μと見かけの流路長
である多孔質体の厚さｄｔと［ｍ２］の次元を持つ浸透係数ｋで表される事から、浸透係
数は流路断面積に相当する値と考える事が出来る。一方、浸透係数ｋは測定結果より（１
）式で求められる値である事と実際の多孔質体内の複雑な流路長の代りに多孔質体の厚さ
ｄｔを（１）式で用いている事から真の流路長の影響も一部面積情報の浸透係数ｋに含ま
れている。従って浸透係数が小さいということは流路断面積が小さい、もしくは実際に通
った流路長が長いことを示す。
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【００２１】
本発明において、浸透係数は以下のように測定した。
＜濾過面に垂直な方向の浸透係数（以下、縦方向浸透係数という）＞
本発明における縦方向浸透係数とは、濾過面に垂直な方向から流体を流した時に得られ
る浸透係数のことである。ここで、濾過面に垂直な方向とは、例えば、図１に示すように
白血球含有液を入口から出口へ流した場合の上下方向（縦方向）を意味し、また濾過面と
平行な方向は、左右方向（横方向）を意味する。縦方向の通気圧損ｄｐｘは、開口直径１
．３ｃｍのカラムに厚さが約１．０ｍｍとなるように調製したフィルター材を充填し、流
量０．１Ｌ／ｍｉｎで空気を流したときの大気圧との圧力差を測定することにより求めた
。尚、流体の流れを確保するため、カラム中のフィルター材の入口側と出口側にそれぞれ
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１ｍｍ以上の空間を設けた。得られた値とｄｔｘとしてフィルター材の厚さ、μｘとして
空気の粘度、ｖｘとして空気の流速をそれぞれ式（１）に代入して縦方向浸透係数ｋｘを
算出した。なお、フィルター材の厚さの測定は、フィルター材の中央部を厚み計（ＯＺＡ
ＫＩ

ＭＦＧ．ＣＯ．，ＬＴＤ．、ＰＥＡＣＯＣＫ

ＭＯＤＥＬ

Ｇ）を用いて行った。

【００２２】
＜濾過面と平行な方向の浸透係数（以下、横方向浸透係数という）＞
横方向の通気圧損ｄｐｙは、フィルター材を０．９ｃｍ×０．９ｃｍ×２ｃｍの直方体
状に調製し（濾過面の寸法は、０．９ｃｍ×２ｃｍとする）、開口部が１．０ｃｍ×１．
０ｃｍ、長さが４ｃｍの直方体容器へ図２のように充填した。なお、フィルター材の厚み
が０．９ｃｍより薄い場合には積層して厚みが０．９ｃｍとなるようにし、また厚みが０

10

．９ｃｍより厚い場合にはフィルター材を剥がすもしくは研磨して厚みが０．９ｃｍとな
るようにするとよい。そして、直方体容器に充填したフィルター材に流量０．１Ｌ／ｍｉ
ｎで空気を流したときの大気圧との圧力差を測定することにより求めた。その際に、フィ
ルター材へ浸透しない充填材をフィルター材と直方体容器との間に充填し、空気の漏れが
ないようにした。得られた値とｄｔｙとして２ｃｍ、μｙとして空気の粘度、ｖｙとして
空気の流速をそれぞれ式（１）に代入して横方向浸透係数ｋｙを算出した。
【００２３】
本発明で用いたフィルター材では、縦方向浸透係数（ｋｘ）が０．５×１０‑12ｍ2以上
２．０×１０‑12ｍ2以下である必要がある。ｋｘが０．５×１０‑12ｍ2未満の場合には、
白血球含有液の通液抵抗が高くなり、結果として目詰まりの発生や濾過時間の延長が起こ
‑12

るため好ましくない。逆にｋｘが２．０×１０

20

2

ｍ を超えると、白血球含有液がフィル

ター材内部を流れる時の抵抗が小さくなる、すなわち、流路断面積が大きくなるか流路長
が短くなることを意味し、結果として白血球を十分に捕捉できなくなるため好ましくない
。より好ましくはｋｘが０．７×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下、更に好ましく
はｋｘが１．０×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下、特に好ましくはｋｘが１．２
×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下である。
【００２４】
さらに本発明で用いたフィルター材では、横方向浸透係数（ｋｙ）とｋｘとの比（ｋｙ
／ｋｘ）が０．５以上１．５以下である必要がある。これによって、流れの異方性が小さ
くなり、熱伝導のような拡散的な流れに近づき、目詰まりのように流れを阻害する箇所が
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発生しても流れが大きく阻害されることが起こらなくなる。従って、濾過面に垂直な方向
の流れやすさと濾過面に平行な方向の流れやすさのバランスを適切な範囲に制御すること
により、良好な流れ性と高い白血球除去性能を両立するバランスに優れたフィルターを得
ることができる。すなわち、白血球を捕捉するに足りる濾過抵抗を有しながら、さらに多
孔質体内部のある空孔で流れが阻害されても、別の空孔へ液体が移動可能となるため、上
記のような相反する特性を両立する効果が得られる。ｋｙ／ｋｘが０．５未満の場合、濾
過面に垂直な方向に対して水平な方向へ液体が流れにくいため、濾材中で目詰まりが発生
しても血液は別の空孔へ移動しにくく血液の流れに対する抵抗が増し、さらには目詰まり
の部分に血液が流れつづけることにより目詰まりが増大して濾過時間が延長してしまう。
逆にｋｙ／ｋｘが１．５を超える場合、濾過面に垂直な方向よりも平行な方向に液体が流
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れやすいため、目詰まりを迂回する流路長が延長することにより濾過時間が延長し、さら
には目詰まりや圧力損失の上昇が発生しやすくなる。ｋｙ／ｋｘを０．５以上１．５以下
にすると、濾過面と平行な方向の流れを確保でき、ある空孔で流れの阻害が発生した場合
でも、効率的に別の空孔へ液体が移動しやすくなり、濾過時間を短縮できる。より好まし
くは０．７以上１．５以下、更に好ましくは1．０以上１．５以下である。
より良好な流れ性と高い白血球除去性能とのバランスに優れたフィルター材を得るため
に、ｋｙが０．５×１０‑12ｍ2以上３．０×１０‑12ｍ2以下であることが好ましい。より
好ましくはｋｙが１．０×１０‑12ｍ2以上３．０×１０‑12ｍ2以下、更に好ましくはｋｙ
が１．２×１０‑12ｍ2以上３．０×１０‑12ｍ2以下、特に好ましくはｋｙが１．５×１０
‑12

ｍ2以上３．０×１０‑12ｍ2以下である。

50

(7)

JP 4854083 B2 2012.1.11

実施例１〜実施例３および比較例１〜比較例５の結果を図４と図５に示すが、これらの
図から上記に述べた浸透係数値の範囲の意味は明らかである。これらの図より、縦方向浸
透係数が２．０×１０‑12ｍ2より大きい場合（比較例１、比較例３）では高い白血球除去
性能が得られないことが分かる。また、高い白血球除去性能が得られていても、横方向浸
透係数／縦方向浸透係数が０．５より小さい（比較例４）または１．５より大きい（比較
例２）、もしくは縦方向浸透係数が０．５より小さい（比較例５）場合では血液濾過圧／
厚さが高くなり、流れ性に優れないことが明らかである。よって、縦方向浸透係数を０．
５×１０‑12ｍ2以上２．０×１０‑12ｍ2以下であり、且つ横方向浸透係数／縦方向浸透係
数を０．５以上１．５以下とすることにより、高い白血球除去性能と流れ性に優れたフィ
ルター材を得ることができる。

10

【００２５】
浸透係数は、例えばフィルター材が不織布の場合、繊維径や充填率、繊維の配向や繊維
の分散性等の因子が相互に関係して決定するパラメーターであるため、これらの因子が変
化することにより浸透係数も変化する。また、これらの因子は縦方向浸透係数、横方向浸
透係数の両方に影響することがあるため、一方の浸透係数を高くすることにより、もう一
方の浸透係数も高くなることがあるし、逆に低くなることも有り得る。よって、本発明の
範囲となる縦方向浸透係数、横方向浸透係数／縦方向浸透係数のフィルター材を得るため
には、選択したフィルター材の物性と縦方向浸透係数、横方向浸透係数の関係を明らかに
し、総合的に因子を選択、制御しなければならない。例えば、縦方向の浸透係数と横方向
の浸透係数の一方に対して影響が少ない因子を選択し、制御することにより各浸透係数の
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制御が可能となり、最適な浸透係数となるフィルター材を得ることができる。
選択する因子、および浸透係数との関係は使用するフィルター材の種類によって異なる
ため言及することは困難であるが、フィルター材が不織布の場合の浸透係数のコントロー
ルの仕方の一例を以下に示す。実験により、同じ繊維径で充填率を1.7倍にすることによ
り縦方向浸透係数は0.3倍、横方向浸透係数は0.5倍となることが確認できるので、充填率
を制御することにより横方向浸透係数と縦方向浸透係数との比をコントロールすることが
できる。また、実験的に、同じ充填率で繊維径を2倍にすることにより縦方向浸透係数は1
.6倍となるが横方向浸透係数は変わらないので、繊維径を制御することにより縦方向浸透
係数のみをコントロールすることができる。更には、繊維の配向を厚み方向へ変化させる
ことにより縦方向浸透係数は低くなり横方向浸透係数は高くなり、繊維分散性を向上させ
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たりすることにより横方向浸透係数に比べ縦方向浸透係数の方がより低下することが確認
できるので、横方向浸透係数と縦方向浸透係数との比をコントロールすることができる。
しかし、多くの場合、一つの因子のみを制御しても本発明を満たすフィルター材を得るこ
とは困難であり、総合的な因子の制御が必要となる。
なお、本発明者らが、従来の白血球除去フィルターに使用されているフィルター材の縦
方向浸透係数、横方向浸透係数を上記の方法に従って測定したところ、本発明を満たす浸
透係数のフィルター材を有する白血球除去フィルターは見出せなかった。（図３）
【００２６】
本発明の白血球除去フィルターは、フィルター材を液体の入口と出口を有する容器に収
納したものであり、単一のフィルター材で構成されてもよく、複数のフィルター材から構
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成されてもよい。複数のフィルター材からなる場合、前述のｋｘとｋｙ／ｋｘの範囲を満
たすフィルター材が少なくとも１つ含まれていればよく、複数組合わされていても勿論よ
い。微小凝集物を除去する第一のフィルター材を上流に配置し、第一のフィルター材の下
流に白血球を除去するための第二のフィルター材を配置した構成が好ましい。例えば、入
口側に繊維径が数〜数十μｍの不織布からなるフィルター材を凝集物除去のための第一の
フィルター材として配置し、次に繊維径が０．３〜３．０μｍの不織布からなるフィルタ
ー材を白血球除去のための第二のフィルター材として配置し、更には必要に応じて第二の
フィルター材の下流にポストフィルター材を配置して用いてもよい。この場合、第一のフ
ィルター材とポストフィルター材は、白血球除去を主目的としていないので、前述のｋｘ
とｋｙ／ｋｘの範囲を必ずしも満たす必要はないが、第二のフィルター材は満たす必要が
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ある。また太い繊維径の不織布と細い繊維径の不織布が交互に配置された構成でも良く、
上流側に太い繊維径の不織布を配置し、下流側により細い繊維径の不織布を配置しても良
いが、後者の方がより好ましい。
【００２７】
特に、平板状かつ可撓性容器からなる白血球除去フィルターにおいては、ポストフィル
ター材を配置することは、濾過時に生ずる入口側の陽圧によってフィルター材が出口側容
器に押しつけられ、さらに出口側の陰圧によって出口側容器がフィルター材に密着して血
液の流れが阻害されることを防ぎ、また可撓性容器とフィルター材との溶着性を高めるた
め好ましい。ポストフィルター材は、不織布や織布、メッシュなどの繊維状多孔性媒体お
よび三次元網目状連続細孔を有する多孔質体などの公知の濾過媒体を用いることができる

10

。これらの素材としては、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチレン−イソブチ
レン−スチレン共重合体、ポリウレタン、ポリエステル、等が挙げられる。なお、ポスト
フィルター材は不織布である場合が、生産性や白血球除去フィルターの溶着強度の点から
好ましく、ポストフィルター材がエンボス加工等により複数の突起部を有していると更に
血液の流れが均一となるため特に好ましい。また、血液の流れが阻害されるのを防ぐ手段
として、可撓性容器内面に突起状物を成型して凹凸をつけたり、可撓性容器そのものを畝
状もしくは凹凸を有する形状に成型したりして、フィルター材と出口側容器の密着を防ぐ
方法も効果的である。
【００２８】
フィルター材を収容する容器の材質は、硬質性樹脂や可撓性樹脂のいずれでも良く、硬
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質性樹脂の場合、素材はフェノール樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ホルムアルデヒ
ド樹脂、尿素樹脂、ケイ素樹脂、ＡＢＳ樹脂、ナイロン、ポリウレタン、ポリカーボネー
ト、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、スチレン−ブタジ
エン共重合体などが挙げられる。可撓性樹脂の場合、可撓性の合成樹脂製のシート状また
は円筒状成型物から形成されるのが好ましい。材質はフィルター要素と熱的、電気的性質
が類似のものが良く、例えば、軟質ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、エチレン−酢酸ビニ
ル共重合体、ポリエチレン及びポリプロピレンのようなポリオレフィン、スチレン−ブタ
ジエン−スチレン共重合体の水添物、スチレン−イソプレン−スチレン共重合体またはそ
の水添物等の熱可塑性エラストマー、及び、熱可塑性エラストマーとポリオレフィン、エ
チレン−エチルアクリレート等の軟化剤との混合物等が好適な材料として挙げられる。好
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ましくは、軟質ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、エチレン−酢酸ビニル共重合体、ポリオ
レフィン、及び、これらを主成分とする熱可塑性エラストマーであり、更に好ましくは軟
質ポリ塩化ビニル、ポリオレフィンである。
【００２９】
前記容器の形状は、白血球含有液の入口と白血球が除去された液体の出口とを有する形
状であれば特に限定されないが、フィルター材の形状に応じた形状であることが好ましい
。例えば、フィルター材が平板状の場合には、四角形、六角形などの多角形や、円形、楕
円形などの曲線からなる扁平形状であればよい。より詳細には、容器は液体入口を有する
入口側容器と液体出口を有する出口側容器から構成され、両者がフィルター材を直接ある
いは支持体を介して挟み込むことによりフィルター内部を二室に分け、扁平状の白血球除
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去フィルターを形成するような形状であれば好ましい。また、別の例として、フィルター
材が円筒状の場合には、容器も同様に円筒状であることが好ましい。より詳細には、容器
は、フィルター材を収容する筒状胴部と液体入口を有する入口側ヘッダーおよび液体出口
を有する出口側ヘッダーから構成され、ポッティング加工により、容器内部が入口から導
入された液体が円筒状フィルターの外周部から内周部（または内周部から外周部）に流れ
るように二室に分け、円筒状の白血球除去フィルターを形成するような形状であれば好ま
しい。
【００３０】
本発明で用いられる多孔性フィルター材とは、メルトブロー法やフラッシュ紡糸法ある
いは抄造法などによって製造された不織布等の繊維集合体や、連続した細孔を有するスポ
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ンジ構造体などの連続気孔を有する多孔質体から構成されるフィルター材のことを言う。
多孔質体の中では、製造の容易さ、取扱性、加工の容易さなどの観点から、不織布が最も
好ましい。多孔質体の素材としては、ポリビニルホルマール、ポリウレタン、ポリ(メタ)
アクリレート、ポリアクリロニトリル、ポリビニルアセタール、ポリエステル、ポリアミ
ド、ポリスルホン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロース、セルロ
ースアセテート、麻、綿、絹、ガラス、炭素等いずれも適する。
【００３１】
これらのフィルター材の形状は特に限定しないが、平板状に積層したものまたはそれら
をさらに円筒状に成型したものが挙げられる。前者は、コンパクトかつ比較的簡便に成型
できるため従来から輸血フィルター等に汎用されており、後者は、多量の液体処理に適し
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ているため、体外循環用のフィルターとして好ましく使用できる。
【００３２】
また、これらのフィルター材は、血球の選択分離性や表面の親水性などを制御する目的
からコーティングや薬品処理、放射線処理等の公知の技術によりその表面を改質しても良
い。
上記多孔質体の充填率は、０．０５以上０．３０以下であることが好ましく、より好ま
しくは０．０７以上０．２５以下、特に好ましくは０．０７以上０．２０以下である。充
填率が０．３０より大きいと多孔質体の流れ抵抗が増大して流れ性の面で好ましくなく、
反対に、０．０５より小さいと白血球が多孔質体に捕捉されずに通過してしまい、白血球
除去性能が低くなる。また、多孔質体の機械的強度も低下するため好ましくない。
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【００３３】
ここで、多孔質体の充填率とは、任意の寸法にカットした多孔質体の面積と厚み、重量
および多孔質体を構成する材料の比重を測定し、以下の式（２）により算出されるもので
ある。なお、厚さの測定は、厚み計（ＯＺＡＫＩ
ＯＣＫ

ＭＯＤＥＬ

ＭＦＧ．ＣＯ．，ＬＴＤ.、ＰＥＡＣ

Ｇ）を用いて行った。

充填率＝｛多孔質体の重量（ｇ）÷(多孔質体の面積（ｃｍ２）×多孔質体の厚み（ｃ
ｍ）)｝÷多孔質体を構成する材料の比重（ｇ／ｃｍ３）

（２）

【００３４】
多孔質体の平均孔径は１μｍ以上１０μｍ以下であるものが好ましい。より好ましくは
２μｍ以上８μｍ以下、更に好ましくは２μｍ以上６μｍ以下である。平均孔径が１μｍ
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より小さいと血液成分が目詰まりして流れ性が低下し、また平均孔径が１０μｍより大き
いと白血球が多孔質体を素通りする確率が増加する。なお、本発明における平均孔径とは
、Ａｕｔｏｍａｔｅｄ

Ｐｅｒｍ

Ｐｏｒｏｍｅｔｅｒ（米国Ｐｏｒｏｕｓ

Ｍａｔｅｒ

ｉａｌｓ，Ｉｎｃ．）を用い、一辺が約５ｃｍ、厚さ約０．６ｍｍとした多孔質体をフッ
素系不活性液体ＦＣ−４３（三菱スリーエム社製）に浸漬させた後、サンプルサイズが４
．２５ｃｍのサンプルチャンバーを使用して測定した平均細孔径のことをいう。
【００３５】
多孔質体が不織布等の繊維集合体よりなる場合、その繊維は平均繊維径が０．３μｍ以
上３．０μｍ以下、好ましくは０．５μｍ以上２．７μｍ以下、更に好ましくは０．５μ
ｍ以上２．５μｍ以下、特に好ましくは０．８μｍ以上２．５μｍ以下である。平均繊維
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径が３．０μｍより大きいと比表面積が小さくなることにより白血球との接触回数が減少
して白血球の捕捉が困難になる傾向があるため好ましくなく、また平均繊維径が０．３μ
ｍ未満では血球の目詰まりが増加する傾向にあるため好ましくない。
ここでの平均繊維径とは、以下の手順に従って求められる値をいう。即ちフィルター材
を構成する１枚または実質的に同質な複数枚の不織布から実質的に均一と認められるフィ
ルター材の一部分を数箇所においてサンプリングし、走査型電子顕微鏡などを用いて写真
に撮る。写真に撮られた繊維の合計測定本数が１００本を超えるまで写真を撮り続け、こ
のようにして得た写真について、写っている全ての繊維の直径を測定する。ここで直径と
は、繊維軸に対して直角方向の繊維の幅をいう。測定した全ての繊維の直径の和を、繊維
の数で割った値を平均繊維径とする。但し、複数の繊維が重なり合っており、他の繊維の
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陰になってその幅が測定できない場合、また複数の繊維が溶融するなどして、太い繊維に
なっている場合、更に著しく直径の異なる繊維が混在している場合、写真の焦点がずれて
繊維の境界がはっきりしない、等々の場合には、これらのデータは削除する。また、上流
側と下流側とで明らかに平均繊維径が異なる場合には、もはやこれを単一なフィルター材
とは認めない。ここで「明らかに平均繊維径が異なる」とは統計的に有意差が認められる
場合をいう。この場合は上流側と下流側とを異なるフィルター材としてとらえ、両者の境
界面を見つけた後、両者の平均繊維径を別々に測定し直す。
【００３６】
本発明において、地合指数はフォーメーションテスターＦＭＴ−ＭＩＩＩ(野村商事株
式会社、２００２年製造、Ｓ／Ｎ：１３０)にて測定した。基本的な設定は工場出荷時か

10

ら変更せず、ＣＣＤカメラの総画素数は約３４００にて測定を行った。本発明での地合指
数の測定は、総画素数が約３４００となるように測定サイズを７ｃｍ×３ｃｍ（１画素サ
イズ＝０．７８ｍｍ×０．７８ｍｍ）にして測定を行ったが、サンプルの形状に合わせて
総画素数が等しくなるように測定サイズを変更しても良い。地合指数は厚みに大きく左右
されるため、以下の方法により厚さ０．３ｍｍ相当の地合指数を算出した。まず、実質的
に同質で厚みが均一である厚さ０．３ｍｍ以下の不織布を３枚用意し、それぞれの地合指
数と厚さを測定する。厚さの測定は厚み計（ＯＺＡＫＩ
ＥＡＣＯＣＫ

ＭＯＤＥＬ

ＭＦＧ．ＣＯ．，ＬＴＤ.、Ｐ

Ｇ）を用いて４点測定し、その平均を不織布の厚さとした。

次に測定した不織布３枚のうち２枚を厚さが０．３ｍｍ以上となるように重ねて地合指数
と厚さを測定する。全３通りの組合せについて地合指数の測定を終了した後、厚さと地合
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指数の回帰直線式を求め、その式から厚さ０．３ｍｍの地合指数を求めた。不織布２枚の
厚さが０．３ｍｍに達しない場合は、重ねた厚さが０．３ｍｍとなるように複数枚の不織
布を重ねて地合指数を測定し、次に重ねた厚さが０．３ｍｍ以下となるように不織布を減
らして地合指数を測定する。重ねた厚さが０．３ｍｍ以下となる全ての不織布の組合せで
地合指数を測定し、厚さと地合指数の回帰直線式を求め、その式から厚さ０．３ｍｍの地
合指数を求める。また、実質的に同質な不織布とは不織布の物性（材質、繊維径、充填率
、など）が同一ということである。同一フィルター内から実質的に同質な不織布が測定必
要数量得られなければ、同一種類のフィルターの不織布を組み合わせて測定しても良い。
【００３７】
また、本発明に用いられる不織布は湿式法、乾式法のいずれにおいても製造することが
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できる。極細繊維が得られる点では、特にメルトブロー法やフラッシュ紡糸法あるいは抄
造法などの製造方法を用いるのが好ましい。
本発明における不織布の製造方法として、メルトブロー法の一例を説明する。
押出機内で溶融された溶融ポリマー流は、適当なフィルターによって濾過された後、メ
ルトブローダイの溶融ポリマー導入部へ導かれ、その後オリフィス状ノズルから吐出され
る。それと同時に加熱気体導入部に導入された加熱気体を、メルトブローダイとリップに
より形成された加熱気体噴出スリットへ導き、ここから噴出させて、前記の吐出された溶
融ポリマーを細化して極細繊維を形成し、積層させることにより不織布を得る。この際、
樹脂粘度、溶融温度、単孔あたりの吐出量、加熱気体温度、加熱気体圧力、紡口と集積ネ
ットの距離などの紡糸因子を樹脂の種類によって適時選択、制御することにより、所望の
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繊維径や目付の不織布が得られ、また繊維配向や繊維分散性を制御することができる。更
に、熱プレス加工により、不織布の厚み、すなわち充填率の制御を行うことが可能である
。
【００３８】
これらの不織布素材としては、ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリロニトリル、ポ
リプロピレンなどが好ましく、特にポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタ
レート、ポリプロピレンが好ましい。
【００３９】
以下に本発明の白血球除去方法について説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
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白血球の除去方法としては、白血球除去フィルターよりも高い位置に設置された白血球
含有液の入った容器から、落差によって白血球含有液がチューブを経由して白血球除去フ
ィルターに流れることによって行われてもよいし、あるいは、ポンプなどの手段を用いて
白血球含有液を白血球除去フィルターの入口側から加圧および／または白血球除去フィル
ターの出口側から減圧して流すことによって行ってもよい。
このように、フィルターを用いた白血球除去血液製剤の調製方法ならば何れでもよく、
特に限定する必要はない。
血液体外循環療法における白血球除去フィルターを用いた白血球除去方法は以下の通り
である。生理食塩水などで白血球除去フィルター内をプライミングした後に、少なくとも
ヘパリン、メシル酸ナファモスタット、ＡＣＤ−Ａ、ＡＣＤ−Ｂなどの抗凝固剤を含む溶

10

液で置換する。体外へ導かれた血液へ抗凝固剤を加えながら、人に接続された回路から白
血球除去フィルターの入口へ血液を流量１０〜２００ｍＬ／ｍｉｎで流し込み、白血球除
去フィルターにて白血球を除去する。白血球除去開始期（処理量０〜０．５Ｌ）は１０〜
５０ｍＬ／ｍｉｎの流量が好ましく、１０〜４０ｍＬ／ｍｉｎが更に好ましく、１０〜３
０ｍＬ／ｍｉｎが特に好ましい。白血球除去開始期以降（処理量０．２〜１２Ｌ）は流量
２０〜１２０ｍＬ／ｍｉｎで処理を行うのが好ましく、流量２０〜１００ｍＬ／ｍｉｎが
更に好ましく、流量２０〜６０ｍＬ／ｍｉｎが特に好ましい。白血球除去後、生理食塩水
などで白血球除去フィルター内を置換して返血すると、白血球除去フィルター内の血液が
無駄にならないため好ましい。
20

【００４０】
以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではな
い。
【実施例１】
【００４１】
ポリエチレンテレフタレート（以下ＰＥＴと略す）からなり、厚さ０．２２ｍｍ、目付
４０ｇ／ｍ２、充填率０．１４、平均繊維径１．４μｍ、地合指数５５、縦方向浸透係数
１．７８×１０‑12ｍ2、横方向浸透係数が２．４６×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材
として使用した。縦方向浸透係数、横方向浸透係数は前記の方法で測定した。
次にフィルター材の白血球除去性能及び流れ性についての評価方法を記述する。評価に
用いる血液は全血であり、採血直後の血液１００ｍＬに対して抗凝固剤であるＣＰＤ溶液
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を１４ｍＬ加えて混和し、２時間静置したものである（以後、濾過前血という）。不織布
８枚を有効濾過面積１．３ｃｍ２のカラムに充填し、濾過前血が充填されたシリンジとカ
ラムの入口を内径３ｍｍ、外径４．２ｍｍのポリ塩化ビニル製のチューブで接続した後に
、シリンジポンプにて流速１．２ｍＬ／ｍｉｎでカラム内に流し、３ｍＬを回収した（以
後、濾過後血という）。白血球除去性能は、白血球残存率を求めることにより評価した。
白血球残存率はフローサイトメトリー法（装置：ＢＥＣＴＯＮ

ＤＩＣＫＩＮＳＯＮ社製

ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ）を用いて白血球数を測定し、次の式（３）に従い計算した。
白血球残存率= [白血球濃度（個／μＬ）（濾過後血）]
÷[白血球濃度（個／μＬ）（濾過前血）]

（３）

なお、白血球数の測定は、各血液１００μＬをサンプリングし、ビーズ入りＬｅｕｃｏ

40

ｃｏｕｎｔキット（日本ベクトン・ディッキンソン社）を用いて行った。流れ性は血液濾
過圧を測定することにより評価した。血液濾過圧は、カラム入口側の管に圧力計を接続し
て濾過終了時に測定を行った。結果、白血球残存率／厚さは３．３×１０‑5／ｍｍ、血液
濾過圧／厚さは２．７ｋＰａ／ｍｍとなり、濾過圧を増大させることなく、高い白血球除
去性能を得ることができた。なお、実施例1〜実施例３および比較例１〜比較例５の血液
評価結果については図４及び図５にまとめて記載した。図４の破線は、ｋｘ＝０．５×１
０‑12ｍ2及びｋｘ＝２．０×１０‑12ｍ2を表す。また、図５の破線は、ｋｙ／ｋｘ＝０．
５及びｋｙ／ｋｘ＝１．５を表す。
【実施例２】
【００４２】
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ＰＥＴからなり、目付４０ｇ／ｍ２、厚さ０．１９ｍｍ、充填率０．１６、平均繊維径
１．４μｍ、縦方向浸透係数１．３５×１０‑12ｍ2、地合指数５３、横方向浸透係数が１
．５９×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例１と同様の方法にて
評価を行った結果、白血球残存率／厚さは１．８×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは５
．４ｋＰａ／ｍｍとなった。
【実施例３】
【００４３】
ＰＥＴからなり、目付４０ｇ／ｍ２、厚さ０．２２ｍｍ、充填率０．１４、平均繊維径
０．９μｍ、縦方向浸透係数０．８５×１０‑12ｍ2、地合指数６１、横方向浸透係数が１
．１６×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例１と同様の方法にて

10

評価を行った結果、白血球残存率／厚さは１．６×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは８
．３ｋＰａ／ｍｍとなった。
【比較例１】
【００４４】
ＰＥＴからなり、目付４１ｇ／ｍ２、厚さ０．２３ｍｍ、充填率０．１３、平均繊維径
１．６μｍ、地合指数６５、縦方向浸透係数２．２７×１０‑12ｍ2、横方向浸透係数が３
．１６×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例1と同様の方法にて
評価を行った結果、白血球残存率／厚さは５１．６×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは
２．０ｋＰａ／ｍｍとなった。この例では、ｋｘが２．０より大きく、十分な白血球除去
20

性能を得られなかった。
【比較例２】
【００４５】
ＰＥＴからなり、目付４１ｇ／ｍ２、厚さ０．１８ｍｍ、充填率０．１７、平均繊維径
１．１μｍ、地合指数６１、縦方向浸透係数０．９５×１０‑12ｍ2、横方向浸透係数が２
．００×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例1と同様の方法にて
評価を行った結果、白血球残存率／厚さは１．７×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは１
３．３ｋＰａ／ｍｍとなった。この例では、ｋｙ／ｋｘが１．５より大きく、白血球除去
性能は高かったが、濾過圧の増大が認められた。
【比較例３】
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【００４６】
２

ＰＥＴからなり、目付４０ｇ／ｍ

、厚さ０．２４ｍｍ、充填率０．１２、平均繊維径

１．７μｍ、地合指数５９、縦方向浸透係数２．６０×１０‑12ｍ2、横方向浸透係数が４
．３３×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例1と同様の方法にて
評価を行った結果、白血球残存率／厚さは７３．６×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは
１．７ｋＰａ／ｍｍとなった。この例では、ｋｘが２．０より大きく、ｋｙ／ｋｘも１．
５より大きいため、比較例２よりさらに捕捉されずに通過する白血球数が多く、十分な白
血球除去性能が得られなかった。
【比較例４】
【００４７】
ＰＥＴからなり、目付４０ｇ／ｍ２、厚さ０．１４ｍｍ、充填率０．２２、平均繊維径
‑12

２．４μｍ、地合指数６２、縦方向浸透係数１．５０×１０
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2

ｍ 、横方向浸透係数が０

．５３×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例1と同様の方法にて
評価を行った結果、白血球残存率／厚さは３．７×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは１
４．３ｋＰａ／ｍｍとなった。この例では、ｋｙ／ｋｘが０．５より小さいため、白血球
除去性能は高かったが、濾過圧の増大が認められた。
【比較例５】
【００４８】
ＰＥＴからなり、目付４１ｇ／ｍ２、厚さ０．１５ｍｍ、充填率０．２２、平均繊維径
１．６μｍ、地合指数５６、縦方向浸透係数０．４３×１０‑12ｍ2、横方向浸透係数が０
．５２×１０‑12ｍ2の不織布をフィルター材として使用した。実施例1と同様の方法にて
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評価を行った結果、白血球残存率／厚さは１．８×１０‑5／ｍｍ、血液濾過圧／厚さは１
６．７ｋＰａ／ｍｍとなった。この例では、ｋｘが０．５より小さいため、白血球除去性
能は高かったが、濾過圧の増大が認められた。
【比較例６】
【００４９】
市販されている各社白血球除去フィルターの縦方向浸透係数、及び横方向浸透係数を前
記記載の方法に従って測定した。測定した市販フィルターの銘柄は次の通りである。旭化
成メディカル社のＲＺ−２０００、ＲＳ−２０００、Ｒ−５００（ＩＩ）、Ｐｕｒｅ Ｒ
Ｃ、Ｆｌｅｘ ＲＣ；
４；

ポール社のＲＣＭ１、ＲＣＸＬ１、ＷＢＦ２、ＷＢＦ３、ＢＰＦ

マコファルマ社のＬＳＴ１、ＬＣＲ４；

テルモ社のＩＭＵＧＡＲＤIII。測定し

10

た結果をまとめて表１、図３に示す。図３の破線は、ｋｘ＝０．５、ｋｘ＝２．０、ｋｙ
／ｋｘ＝０．５及びｋｙ／ｋｘ＝１．５を表す。
【００５０】
【表１】
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【産業上の利用可能性】
【００５１】
本発明の白血球除去方法およびフィルターは、主に輸血用の血液から白血球を除去する
ために極めて有用であり、また血液体外循環白血球除去療法に用いられるフィルターとし
ても有用である。

(14)
【図１】

【図３】

【図４】
【図２】

【図５】
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