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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分画分子量が１０万以上５０万未満である限外濾過膜を用いて、少なくとも免疫グロブ
リンの１量体とその凝集体を含む免疫グロブリン溶液であって、免疫グロブリン濃度が１
～１５０ｇ／Ｌである溶液を、免疫グロブリンの濃度を１００としたとき、クロスフロー
濾過中の免疫グロブリン濃度の変化を５０～２００に維持しながら、クロスフロー濾過す
ることにより、免疫グロブリンの１量体を分離する方法。
【請求項２】
　分画分子量が１０万以上５０万未満である限外濾過膜を用いて、免疫グロブリン濃度が
１～１５０ｇ／Ｌである溶液を、免疫グロブリンの濃度を１００としたとき、クロスフロ
ー濾過中の免疫グロブリン濃度の変化を５０～２００に維持しながら、クロスフロー濾過
することにより、免疫グロブリンの１量体と免疫グロブリンの凝集体を分離する方法。
【請求項３】
　該凝集体は、少なくとも免疫グロブリンの２量体を含むことを特徴とする請求項１また
は２に記載の分離方法。
【請求項４】
　該免疫グロブリン濃度が、１～１００ｇ／Ｌであることを特徴とする請求項１～３のい
ずれかに記載の分離方法。
【請求項５】
　該免疫グロブリン濃度が、５～１００ｇ／Ｌであることを特徴とする請求項１～３のい
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【請求項６】
　該免疫グロブリン濃度の変化を８０～１２０に維持しながら、クロスフロー濾過を行う
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の分離方法。
【請求項７】
　免疫グロブリン１量体の５０％以上が、請求項１～６のいずれかに記載の分離方法によ
って分離されることを特徴とする分離方法。
【請求項８】
　該免疫グロブリン溶液が、更に分子量３０万以上１００万未満の蛋白質、糖鎖、ＲＮＡ
、及び、ＤＮＡから選ばれる少なくとも１つの生体成分を含有することを特徴とする請求
項１～７のいずれかに記載の分離方法。
【請求項９】
　該免疫グロブリン溶液が、更に分子量３０万以上１００万未満の蛋白質から選ばれる少
なくとも１つの生体成分を含有することを特徴とする請求項８に記載の分離方法。
【請求項１０】
　該蛋白質が、免疫グロブリン凝集体、フィブリノーゲン、免疫グロブリンとプロテイン
Ａからなる複合凝集体からなる群から選ばれる少なくとも１つであることを特徴とする請
求項９に記載の分離方法。
【請求項１１】
　該免疫グロブリン溶液が、更にウイルスを含有することを特徴とする請求項１～１０の
いずれかに記載の分離方法。
【請求項１２】
　該ウイルスが、パルボウイルスであることを特徴とする請求項１１に記載の分離方法。
【請求項１３】
　該免疫グロブリンが、モノクローナル抗体であることを特徴とする請求項１～１２のい
ずれかに記載の分離方法。
【請求項１４】
　該限外濾過膜が、ポリスルホン系高分子、芳香族エーテル系高分子、（メタ）アクリル
系高分子、（メタ）アクリロニトリル系高分子、フッ素系高分子、オレフィン系高分子、
ビニルアルコール系高分子、セルロース系高分子からなる群から選ばれる１種以上の高分
子からなることを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の分離方法。
【請求項１５】
　該高分子が、ポリスルホン系高分子であることを特徴とする請求項１４に記載の分離方
法。
【請求項１６】
　該ポリスルホン系高分子が下記式（１）～（３）で表されるポリスルホン系高分子の少
なくとも１種又は２種以上の混合物であることを特徴とする請求項１５に記載の分離方法
。
【化１】
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【化２】

【化３】

【請求項１７】
　該ポリスルホン系高分子が、ポリビニルピロリドンで親水化されたポリスルホン系高分
子であることを特徴とする請求項１５または１６に記載の分離方法。
【請求項１８】
　該高分子が、芳香族エーテル系高分子であることを特徴とする請求項１４に記載の分離
方法。
【請求項１９】
　該芳香族エーテル系高分子が、下記式（４）で表される芳香族エーテル系高分子の少な
くとも１種又は２種以上であり、ポリスチレンと親水性高分子からなるブロック共重合体
によって親水化された芳香族エーテル系高分子であることを特徴とする請求項１８に記載
の分離方法。

【化４】

（Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6は水素、炭素数１以上６以下を含む有機官能基、または
、酸素、窒素または珪素を含有する炭素数６以下の非プロトン性有機官能基であり、それ
ぞれ同一であっても、異なっても構わない。構造式中のｑは繰り返し単位数である。異な
る繰り返し単位を２成分以上含む共重合体でも構わない。）
【請求項２０】
　該親水性高分子が、ポリエチレングリコール系高分子および／またはポリエチレングリ
コール系高分子由来のセグメントを含有する高分子であることを特徴とする請求項１９に
記載の分離方法。
【請求項２１】
　該免疫グロブリン溶液が、更に界面活性剤を含有することを特徴とする請求項１～２０
に記載の分離方法。
【請求項２２】
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　該界面活性剤が、両イオン界面活性剤であること特徴とする請求項２１に記載の分離方
法。
【請求項２３】
　該両イオン界面活性剤が、リシン、アラニン、システイン、グリシン、セリン、プロリ
ン、アルギニンおよびこれらの誘導体からなる群から選ばれることを特徴とする請求項２
２に記載の分離方法。
【請求項２４】
　該両イオン界面活性剤が、アルギニンおよび／またはアルギニンの誘導体であることを
特徴とする請求項２３に記載の分離方法。
【請求項２５】
　該両イオン界面活性剤が、リシンおよび／またはリシンの誘導体であることを特徴とす
る請求項２３に記載の分離方法。
【請求項２６】
　該界面活性剤が、非イオン界面活性剤であること特徴とする請求項２１に記載の分離方
法。
【請求項２７】
　該非イオン界面活性剤が、ポリエチレングリコールおよび／またはポリエチレングリコ
ール誘導体であることを特徴とする請求項２６に記載の分離方法。
【請求項２８】
　該ポリエチレングリコールおよび／またはポリエチレングリコール誘導体の数平均分子
量が、５０～３００００Ｄａであることを特徴とする請求項２７に記載の分離方法。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれかに記載の分離方法であって、濾過開始から設定時間まで、免
疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させることを特徴とする分離方法。
【請求項３０】
　該免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させる設定時間を、濾過開始か
ら免疫グロブリン透過液に含まれる免疫グロブリン２量体の割合が１％以下になった時点
に設定することを特徴とする請求項２９に記載の分離方法。
【請求項３１】
　該免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させる設定時間を、濾過開始か
ら免疫グロブリン１量体と免疫グロブリン２量体の透過率比が０．１以下に到達した時点
に設定することを特徴とする請求項２９に記載の分離方法。
【請求項３２】
　請求項１～３１のいずれかに記載の分離方法が、該免疫グロブリン溶液のアフィニティ
クロマトグラフィー精製工程の後に用いられることを特徴とする分離方法。
【請求項３３】
　該アフィニティクロマトグラフィーが、プロテインＡおよび／またはプロテインＡ誘導
体を吸着剤とするアフィニティクロマトグラフィーであることを特徴とする請求項３２に
記載の分離方法。
【請求項３４】
　該限外濾過膜が、中空糸であることを特徴とする請求項１～３３のいずれかに記載の分
離方法。
【請求項３５】
　下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上の手段を含む装置を用いて行う請求項１～
３４のいずれかに記載の分離方法。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
【請求項３６】
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　請求項１～３５のいずれかに記載の分離方法に使用するモジュールであって、該モジュ
ールはケーシング内に平膜もしくは中空糸膜を収容したものであり、少なくとも、免疫グ
ロブリン溶液をケーシング内に注ぎ込む液体流入口を一つ以上、分離された液体を導出す
るための液体流出口を一つ以上供えた構造を有するモジュール。
【請求項３７】
　請求項１～３５のいずれかに記載の分離方法に使用するモジュールおよび下記（イ）～
（ニ）からなる手段の１つ以上の手段を含む装置であって、該モジュールはケーシング内
に平膜もしくは中空糸膜を収容したものであり、少なくとも、免疫グロブリン溶液をケー
シング内に注ぎ込む液体流入口を一つ以上、分離された液体を導出するための液体流出口
を一つ以上供えた構造を有するモジュールである、装置。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
【請求項３８】
　請求項１～３５のいずれかに記載の分離方法を行う分離工程と、分離工程で得られた免
疫グロブリン透過液を濃縮用限外濾過膜で濃縮する濃縮工程が連続して行われることを特
徴とする分離濃縮方法。
【請求項３９】
　該濃縮用濾過限外膜の分画分子量が、１０００以上１０万未満であることを特徴とする
請求項３８に記載の分離濃縮方法。
【請求項４０】
　請求項１～３および５～３５のいずれかに記載の分離方法を行う分離工程で透過する免
疫グロブリン透過液の濃度が０．１～１４９ｇ／Ｌであり、濃縮工程のクロスフロー濾過
条件が、線速０．０１～１００ｃｍ／秒、圧力０．０１～０．５ＭＰａであることを特徴
とする請求項３８または３９に記載の分離濃縮方法。
【請求項４１】
　請求項１～３５のいずれかに記載の分離方法を行う分離工程で透過する免疫グロブリン
透過液の濃度が０．１～９９ｇ／Ｌであり、濃縮工程のクロスフロー濾過条件が、線速０
．０１～１００ｃｍ／秒、圧力０．０１～０．５ＭＰａであることを特徴とする請求項３
８または３９に記載の分離濃縮方法。
【請求項４２】
　限外濾過膜を用いたモジュールおよび下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上と、
濃縮用限外濾過膜を用いたモジュールおよび下記（ホ）～（チ）からなる手段の１つ以上
を含み、それぞれのモジュールはケーシング内に平膜もしくは中空糸膜を収容したもので
あり、少なくとも、免疫グロブリン溶液をケーシング内に注ぎ込む液体流入口を一つ以上
、分離された液体を導出するための液体流出口を一つ以上供えた構造を有するモジュール
である、請求項３８～４１のいずれかに記載の分離濃縮方法。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
（ホ）濃縮前の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（へ）濃縮後の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（ト）免疫グロブリン透過液の線速をコントロールできる手段
（チ）濃縮用限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
【請求項４３】
　請求項３８～４１のいずれかに記載の分離濃縮方法を行うための、限外濾過膜を用いた
モジュールおよび下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上と、濃縮用限外濾過膜を用
いたモジュールおよび下記（ホ）～（チ）からなる手段の１つ以上を含む装置であって、
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それぞれのモジュールはケーシング内に平膜もしくは中空糸膜を収容したものであり、少
なくとも、免疫グロブリン溶液をケーシング内に注ぎ込む液体流入口を一つ以上、分離さ
れた液体を導出するための液体流出口を一つ以上供えた構造を有するモジュールである、
装置。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
（ホ）濃縮前の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（へ）濃縮後の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（ト）免疫グロブリン透過液の線速をコントロールできる手段
（チ）濃縮用限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、限外濾過膜を用いて、少なくとも免疫グロブリンの１量体とその凝集体を含
む免疫グロブリン溶液をクロスフロー濾過することにより、免疫グロブリン１量体を高精
度で分離する方法およびその限外濾過膜モジュール、クロスフロー濾過装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免疫グロブリン（抗体）は、主に血液中や体液中に存在し、体内に侵入してきた細菌 
・ウイルス などの微生物や、微生物に感染した細胞を抗原として認識して結合する。抗
体が抗原へ結合すると、その抗原と抗体の複合体を白血球 やマクロファージ といった食
細胞が認識・貪食して体内から除去するように働いたり、リンパ球などの免疫細胞が結合
して免疫反応 を引き起こしたりする。このように、免疫グロブリンは、感染防御機構に
おいて重要な役割を担っている。
【０００３】
　免疫グロブリンを製造する方法としては、生体成分、主に血液から分離精製する方法や
ハイブリドーマなどの細胞から分離精製する方法などがある。しかしながら、生体成分に
は１０万種以上のタンパク質やＤＮＡ、ＲＮＡ、ウイルスなどの微生物が存在し、それら
を免疫グロブリンから分離する必要がある。
【０００４】
　さらに、免疫グロブリンには、複数の免疫グロブリンが非共有結合で結合した凝集体（
主に２量体）も存在している。免疫グロブリン凝集体は、免疫グロブリン製剤を人体に静
脈注射した際に現われる副作用、例えば、チアノーゼや血圧低下などのショック様反応や
、呼吸困難などの気道症状、さらに皮疹等の原因のひとつとされている。この凝集体は互
いに凝集して、より大きな多量体を作る傾向があり、溶液中に白濁や沈殿を生じることも
ある。また、他の蛋白質、菌、ウイルス等を核としてその周囲に結合し、抗原抗体複合体
と呼ばれる巨大な蛋白質凝集体を形成する場合もある。一旦、形成された凝集体は、一般
に容易に解離させることができない。それ故に、これら凝集体を溶液中から除去する方法
は、従来から数多く提案されている。
【０００５】
　これらが混合する溶液から免疫グロブリン１量体を分離するために数種類の精製方法が
報告されている。例えば、イオン交換クロマトグラフィー法や疎水性クロマトグラフィー
法、ゲルクロマトグラフィー法、化学的処理法、吸着法、限外濾過膜法などが挙げられる
。
　電荷や疎水性が大きく異なる物質を分離する場合、イオン交換クロマトグラフィーや疎
水性クロマトグラフィー法は有効であるが、免疫グロブリン１量体と２量体のように電荷
や疎水性の度合が近い物質では、十分に分離できない上、大量の溶離液、塩が必要である
等の欠点がある。
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　一方、ゲルクロマトグラフィー法は、サイズ分離であるため、大きさの異なる免疫グロ
ブリン１量体と２量体の分離に有効であるが、大量の免疫グロブリンを処理することはで
きず、作業に要する時間やコストが長大になる欠点がある。
　化学物質を添加する化学的処理法は大量処理が可能であるが、処理に用いた薬品を溶液
から除去する必要があり、さらには、処理によって免疫グロブリンの失活や変性を招きや
すく、免疫グロブリンの透過率を低下させることとなる。
　また、吸着方法も免疫グロブリン２量体の除去効率が高いとはいえず、さらに、化学的
処理と同様に添加した吸着剤の除去という作業が必要となる。
【０００６】
　最近、ロバストネスが高く、簡便で、大量の蛋白を処理できる限外濾過膜法が注目され
、多くの報告例がある。一般に２成分を限外濾過で分離する場合、分画性能および透過量
は、限外濾過膜表面に形成されるケーク層に影響されると考えられている。そのケーク層
形成には、限外濾過膜の分画分子量とケーク層を構成する蛋白質などの粒子の濃度が重要
因子として推測される。しかしながら、ケーク層の解析は困難であるため、ケーク層を制
御する方法はほとんど分かっていない。
　例えば、ウシ血清アルブミンとリゾチームの分離について報告されているが（非特許文
献１）、ケーク層の解析や制御法についてはなんら記載されていない。ましてや、免疫グ
ロブリン１量体と２量体の分離については全く記載されていない。
【０００７】
　免疫グロブリンの膜分離法としては、ポリスルホン系高分子より成膜された限外濾過膜
で濾過することによるグロブリン２量体の除去方法（特許文献１）が提案されている。し
かしながら、この方法はデッドエンド法であるため膜内に大量の免疫グロブリンが捕捉さ
れ、厚いケーク層が形成されるために膜閉塞が起こる。その結果、免疫グロブリン１量体
の透過率は４０％前後と極めて低く、濾過速度や濾過容量も低くなり、工業的な有効性が
高いとはいえない。
【０００８】
　また、再生セルロース中空糸膜を用いてデッドエンド濾過することによる免疫グロブリ
ン凝集体の除去方法（特許文献２）も提案されているが、孔径（分画分子量）が大きいた
めに免疫グロブリン２量体がほとんど除去されず、免疫グロブリン２量体の分離法として
は十分ではなかった。
【０００９】
　溶液内に不純物の多い場合は、膜捕捉容量を考慮し、膜閉塞が起こりにくいクロスフロ
ー濾過法が利用されることが多い。限外濾過膜を使用し、クロスフロー濾過することによ
って免疫グロブリン２量体を除去する方法（特許文献３）が報告されているが、免疫グロ
ブリン１量体と２量体の分画性能についてのデータは全く記載されていない。特許文献３
ではきわめて低い濃度で濾過を実施しており、免疫グロブリン１量体と２量体を分離でき
るケーク層が十分にできないと推測される。
【００１０】
　また、分子量の相違が１０倍未満である生体成分を、転移点での流束の５から１００％
の範囲のレベルに維持しながらクロスフロー濾過することで分離する方法（特許文献４）
が報告されているが、１０万以下の蛋白分離について報告されているだけで、免疫グロブ
リン１量体と２量体の分離についてのデータは全く記載されていない。
【００１１】
　また、人血漿から分画された免疫グロブリンの水溶液から凝集体を除去した後、界面活
性を有する安定剤の存在下、ポリオレフィン多孔質膜で濾過し、抗補体活性を低減させる
方法（特許文献５）が報告されているが、免疫グロブリン１量体と２量体の分離に関する
具体的なデータはない。さらに、免疫グロブリン凝集体（３量体以上）を通過させる孔径
を有する膜を使用することが好ましいと記載されており、この膜では免疫グロブリン１量
体と２量体を分離することは困難である。
【００１２】
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　さらに、血液から血漿を分離するための膜を用いても、免疫グロブリン２量体が除去で
きるとされているが（特許文献６）、この膜による除去効果は、２量体と孔の大きさの関
係に起因するのではなく、膜素材と免疫グロブリン２量体との相互作用力による免疫グロ
ブリン２量体の膜表面への吸着によるものであると考えられるため、吸着を起こさせ得る
条件（例えば、溶液のｐＨやイオン強度）で使用する必要が生じ、わずかな条件の変化で
期待される除去効果を得られないことが多い。加えて、これら従来の方法では、作業中に
菌やウイルス等の微生物が外部から溶液中に混入する危険性が大きい。医薬品の場合、特
にこのことは重大であるので、免疫グロブリン２量体除去の処理をした免疫グロブリン溶
液に対して、これら微生物を不活化または除去する作業が必要となっている。
【００１３】
　クロスフロー濾過法を行う場合、特許文献３や特許文献４のように免疫グロブリン透過
液と同量の希釈液を元の生体成分溶液に添加して行う定容量濾過で実施する場合が多い。
しかしながら、この濾過法では濾過が進むにつれて元の生体成分溶液の濃度が低下するた
め、回収率を８０％以上にするには、長大な時間がかかる場合があった。
　限外濾過膜を用いたクロスフロー濾過に際して、免疫グロブリン含有溶液中に凝集物や
白濁が生成する場合がある。これは、限外濾過により免疫グロブリンに負荷されるストレ
スにより免疫グロブリン自体又は随伴する他の夾雑物が不溶化、凝集することにより生ず
ると考えられる。凝集、白濁化は、透過量や分画性能に影響するため、凝集、白濁化する
場合にはそれらを抑制することが重要である。
【００１４】
　一般的に免疫グロブリンの凝集を抑制する方法としては、塩濃度の調整やｐＨコントロ
ールする方法（特許文献７）が挙げられる。凝集抑制剤として用いられる塩としては燐酸
塩が挙げられる。しかし、塩濃度が低いと凝集抑制効果は低く、通常過剰に添加されるケ
ースが多い。そのため、免疫グロブリンの析出等が問題となる場合がある。このような場
合は、その後の脱塩処理プロセスが必要となり、コスト増加につながる。また、ｐＨコン
トロールによる凝集抑制については、免疫グロブリンの変性を伴う懸念がある。
【００１５】
　また、ソルビタンを使用して凝集物の生成や白濁化を抑制する方法（特許文献８）が報
告されているが、抑制効果を十分に出すために必要なソルビタンを添加すると、透過量が
低下する問題があった。
【００１６】
　免疫グロブリンを精製する場合、各精製工程でのウイルスクリアランス性能を有する必
要がある。原理の異なる精製方法のウイルスクリアランス性能（ＬＲＶ：Ｌｏｇ　Ｒｅｄ
ｕｃｔｉｏｎ　Ｖａｌｕｅ）の和が、１０以上（エンベロープウィルス）または６以上（
ノンエンベロープウィルス）になるようＰａｕｌ－Ｅｈｒｌｉｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
（独）は推奨しており、免疫グロブリン１量体を分離する膜にもウイルスクリアランス性
能が必要である。しかしながら、既存の免疫グロブリン１量体と２量体を分離する限外濾
過膜のウイルスクリアランス性能について報告されている例はない。
　 
【特許文献１】特公昭６２－３８１５号公報
【特許文献２】特開平６－２７９２９６号公報
【特許文献３】特許第３７４６２２３号公報
【特許文献４】特許第３８２８１４３号公報
【特許文献５】特公平７－７８０２５号公報
【特許文献６】特開昭６１－６９７３２号公報
【特許文献７】特開２００４－２６７８３０号公報
【特許文献８】国際公開第０２／０１３８５９号パンフレット
【非特許文献１】Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ，３３（２），１６９－１８５（１９９８）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、限外濾過膜を用いて、少なくとも免疫グロブリンの１量体とその凝集体を含
む免疫グロブリン溶液をクロスフロー濾過することにより、免疫グロブリン１量体を高精
度で分離する方法およびその限外濾過膜モジュール、クロスフロー濾過装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、分画分子量が１０万
以上５０万未満である限外濾過膜を用いた免疫グロブリン１量体の精製方法において、分
画性能と処理量の向上という、相反する現象が存在することを見出した上で、限外濾過膜
の分画分子量と、免疫グロブリン溶液の濃度の最適化を行なうことで処理量を低下させる
ことなく、高い分画性能を発現できることを見出した。さらに、濾過中の免疫グロブリン
溶液の濃度を実質一定にすることで、短時間で、効率よく、高純度の免疫グロブリン１量
体を精製できることを見出した。
【００１９】
　すなわち、分画分子量が１０万以上５０万未満である限外濾過膜を用いて、少なくとも
免疫グロブリンの１量体とその凝集体を含む免疫グロブリン溶液であって、免疫グロブリ
ン濃度が１～１５０ｇ／Ｌである溶液を、クロスフロー濾過することにより、免疫グロブ
リン１量体を８０％以上の透過率で透過させ、かつ、限外濾過膜を透過する免疫グロブリ
ン１量体と２量体の透過率比が０．２０以下となる分画性能で免疫グロブリン１量体を分
離できる方法およびその限外濾過膜モジュール、クロスフロー濾過装置を発明するに至っ
た。　　
【００２０】
　即ち、本発明は、　
［１］　分画分子量が１０万以上５０万未満である限外濾過膜を用いて、少なくとも免疫
グロブリンの１量体とその凝集体を含む免疫グロブリン溶液であって、免疫グロブリン濃
度が１～１５０ｇ／Ｌである溶液を、クロスフロー濾過することにより、免疫グロブリン
の１量体を分離する方法。
［２］　分画分子量が１０万以上５０万未満である限外濾過膜を用いて、免疫グロブリン
濃度が１～１５０ｇ／Ｌである溶液を、クロスフロー濾過することにより、免疫グロブリ
ンの１量体と免疫グロブリンの凝集体を分離する方法。
［３］　該凝集体は、少なくとも免疫グロブリンの２量体を含むことを特徴とする上記［
１］または［２］に記載の分離方法。
［４］　該免疫グロブリン濃度が、１～１００ｇ／Ｌであることを特徴とする上記［１］
～［３］のいずれかに記載の分離方法。
［５］　該免疫グロブリン濃度が、５～１００ｇ／Ｌであることを特徴とする上記［１］
～［３］のいずれかに記載の分離方法。
［６］　免疫グロブリン濃度を１００としたとき、クロスフロー濾過中の免疫グロブリン
濃度の変化を５０～２００に維持しながら、クロスフロー濾過を行うことを特徴とする上
記［１］～［５］のいずれかに記載の分離方法。
［７］　該免疫グロブリン濃度の変化を８０～１２０に維持しながら、クロスフロー濾過
を行うことを特徴とする上記［６］に記載の分離方法。
［８］　免疫グロブリンの濃度を実質一定に維持しながら、クロスフロー濾過することを
特徴とする上記［６］または［７］に記載の分離方法。
［９］　免疫グロブリン１量体の５０％以上が、上記［６］～［８］のいずれかに記載の
分離方法によって分離されることを特徴とする分離方法。
［１０］　該免疫グロブリン溶液が、更に分子量３０万以上１００万未満の蛋白質、糖鎖
、ＲＮＡ、及び、ＤＮＡから選ばれる少なくとも１つの生体成分を含有することを特徴と
する上記［１］～［９］のいずれかに記載の分離方法。
［１１］　該免疫グロブリン溶液が、更に分子量３０万以上１００万未満の蛋白質から選
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ばれる少なくとも１つの生体成分を含有することを特徴とする上記［１０］に記載の分離
方法。
［１２］　該蛋白質が、免疫グロブリン凝集体、フィブリノーゲン、免疫グロブリンとプ
ロテインＡからなる複合凝集体からなる群から選ばれる少なくとも１つであることを特徴
とする上記［１１］に記載の分離方法。
［１３］　該免疫グロブリン溶液が、更にウイルスを含有することを特徴とする上記［１
］～［１２］のいずれかに記載の分離方法。
［１４］　該ウイルスが、パルボウイルスであることを特徴とする上記［１３］に記載の
分離方法。
［１５］　該免疫グロブリンが、モノクローナル抗体であることを特徴とする上記［１］
～［１４］のいずれかに記載の分離方法。
［１６］　該限外濾過膜が、ポリスルホン系高分子、芳香族エーテル系高分子、（メタ）
アクリル系高分子、（メタ）アクリロニトリル系高分子、フッ素系高分子、オレフィン系
高分子、ビニルアルコール系高分子、セルロース系高分子からなる群から選ばれる１種以
上の高分子からなることを特徴とする上記［１］～［１５］のいずれかに記載の分離方法
。
［１７］　該高分子が、ポリスルホン系高分子であることを特徴とする上記［１６］に記
載の分離方法。
［１８］　該ポリスルホン系高分子が下記式（５）～（７）で表されるポリスルホン系高
分子の少なくとも１種又は２種以上の混合物であることを特徴とする上記［１７］に記載
の分離方法。

【化５】

【化６】

【化７】

［１９］　該ポリスルホン系高分子が、ポリビニルピロリドンで親水化されたポリスルホ
ン系高分子であることを特徴とする上記［１７］または［１８］に記載の分離方法。
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［２０］　該高分子が、芳香族エーテル系高分子であることを特徴とする上記［１６］に
記載の分離方法。
［２１］　該芳香族エーテル系高分子が、下記式（８）で表される芳香族エーテル系高分
子の少なくとも１種又は２種以上であり、ポリスチレンと親水性高分子からなるブロック
共重合体によって親水化された芳香族エーテル系高分子であることを特徴とする上記［２
０］に記載の分離方法。
【化８】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は水素、炭素数１以上６以下を含む有機官能基、
または、酸素、窒素または珪素を含有する炭素数６以下の非プロトン性有機官能基であり
、それぞれ同一であっても、異なっても構わない。構造式中のｑは繰り返し単位数である
。異なる繰り返し単位を２成分以上含む共重合体でも構わない。）
［２２］　該親水性高分子が、ポリエチレングリコール系高分子および／またはポリエチ
レングリコール系高分子由来のセグメントを含有する高分子であることを特徴とする上記
［２１］に記載の分離方法。
［２３］　該免疫グロブリン溶液が、更に界面活性剤を含有することを特徴とする上記［
１］～［２２］に記載の分離方法。
［２４］　該界面活性剤が、両イオン界面活性剤であること特徴とする上記［２３］に記
載の分離方法。
［２５］　該両イオン界面活性剤が、リシン、アラニン、システイン、グリシン、セリン
、プロリン、アルギニンおよびこれらの誘導体からなる群から選ばれることを特徴とする
上記［２４］に記載の分離方法。
［２６］　該両イオン界面活性剤が、アルギニンおよび／またはアルギニンの誘導体であ
ることを特徴とする上記［２５］に記載の分離方法。
［２７］　該両イオン界面活性剤が、リシンおよび／またはリシンの誘導体であることを
特徴とする上記［２５］に記載の分離方法。
［２８］　該界面活性剤が、非イオン界面活性剤であること特徴とする上記［２３］に記
載の分離方法。
［２９］　該非イオン界面活性剤が、ポリエチレングリコールおよび／またはポリエチレ
ングリコール誘導体であることを特徴とする上記［２８］に記載の分離方法。
［３０］　該ポリエチレングリコールおよび／またはポリエチレングリコール誘導体の数
平均分子量が、５０～３００００Ｄａであることを特徴とする上記［２９］に記載の分離
方法。
［３１］　上記［１］～［３０］のいずれかに記載の分離方法であって、濾過開始から設
定時間まで、免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させることを特徴とす
る分離方法。
［３２］　該免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させる設定時間を、濾
過開始から免疫グロブリン透過液に含まれる免疫グロブリン２量体の割合が１％以下にな
った時点に設定することを特徴とする上記［３１］に記載の分離方法。
［３３］　該免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液に再循環させる設定時間を、濾
過開始から免疫グロブリン１量体と免疫グロブリン２量体の透過率比が０．１以下に到達
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した時点に設定することを特徴とする上記［３１］に記載の分離方法。
［３４］　上記［１］～［３３］のいずれかに記載の分離方法が、該免疫グロブリン溶液
のアフィニティクロマトグラフィー精製工程の後に用いられることを特徴とする分離方法
。
［３５］　該アフィニティクロマトグラフィーが、プロテインＡおよび／またはプロテイ
ンＡ誘導体を吸着剤とするアフィニティクロマトグラフィーであることを特徴とする上記
［３４］に記載の分離方法。
［３６］　該限外濾過膜が、中空糸であることを特徴とする上記［１］～［３５］のいず
れかに記載の分離方法。
［３７］　下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上の手段を含む装置を用いて行う上
記［１］～［３６］のいずれかに記載の分離方法。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
［３８］　上記［１］～［３６］のいずれかに記載の分離方法に使用するモジュールおよ
び下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上の手段を含む装置。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールする手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールする手段
［３９］　上記［１］～［３７］のいずれかに記載の分離方法を行う分離工程と、分離工
程で得られた免疫グロブリン透過液を濃縮用限外濾過膜で濃縮する濃縮工程が連続して行
われることを特徴とする分離濃縮方法。
［４０］　該濃縮用濾過限外膜の分画分子量が、１０００以上１０万未満であることを特
徴とする上記［３９］に記載の分離濃縮方法。
［４１］　［１］～［３］および［６］～［３７］のいずれかに記載の分離工程で透過す
る免疫グロブリン透過液の濃度が０．１～１４９ｇ／Ｌであり、濃縮工程のクロスフロー
濾過条件が、線速０．０１～１００ｃｍ／秒、圧力０．０１～０．５ＭＰａであることを
特徴とする上記［３９］または［４０］に記載の分離濃縮方法。
［４２］　上記［１］～［３７］のいずれかに記載の分離工程で透過する免疫グロブリン
透過液の濃度が０．１～９９ｇ／Ｌであり、濃縮工程のクロスフロー濾過条件が、線速０
．０１～１００ｃｍ／秒、圧力０．０１～０．５ＭＰａであることを特徴とする上記［３
９］または［４０］に記載の分離濃縮方法。
［４３］　限外濾過膜を用いたモジュールおよび下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ
以上と、濃縮用限外濾過膜を用いたモジュールおよび下記（ホ）～（チ）からなる手段の
１つ以上を含む、上記［３９］～［４２］のいずれかに記載の分離濃縮方法。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
（ホ）濃縮前の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（へ）濃縮後の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（ト）免疫グロブリン透過液の線速をコントロールできる手段
（チ）濃縮用限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
［４４］　上記［３９］～［４２］のいずれかに記載の分離濃縮方法を行うための、限外
濾過膜を用いたモジュールおよび下記（イ）～（ニ）からなる手段の１つ以上と、濃縮用
限外濾過膜を用いたモジュールおよび下記（ホ）～（チ）からなる手段の１つ以上を含む
装置。
（イ）免疫グロブリン元液の濃度をモニタリングできる手段
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（ロ）免疫グロブリン元液の濃度をコントロールできる手段
（ハ）免疫グロブリン元液の線速をコントロールできる手段
（ニ）限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
（ホ）濃縮前の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（へ）濃縮後の免疫グロブリン透過液の濃度をモニタリングできる手段
（ト）免疫グロブリン透過液の線速をコントロールできる手段
（チ）濃縮用限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる手段
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の分離方法を実施することにより、免疫グロブリン１量体を８０％以上の透過率
で透過させ、かつ、限外濾過膜を透過する免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比が０
．２０以下となる分画性能で免疫グロブリン１量体を分離できる。
　本発明は、特定の分画分子量を有する限外濾過膜を用いてクロスフロー濾過するだけで
あるので、クロマトグラフィーのような方法に比べてきわめて簡易な作業であり、大量の
免疫グロブリンを処理できる。また、化学的処理方法とは異なり、免疫グロブリンの失活
や変性を起こすこともない。さらに、公知の膜分離のように目詰まりを生じないので、免
疫グロブリン１量体を高透過率で回収でき、かつ、免疫グロブリン２量体を効率よく除去
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のクロスフロー濾過装置を例示する図である。
【図２】本発明のクロスフロー濾過装置を例示する図である。
【図３】本発明のクロスフロー濾過方法を例示する図である。
【図４】本発明のクロスフロー濾過・濃縮方法を例示する図である。
【図５】デッドエンド濾過方法を例示する図である。
【図６】免疫グロブリン濃度と、免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比の関係を例示
する図である。
【図７】免疫グロブリン濃度と、処理量および免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比
の関係を例示する図である。
【図８】限外濾過膜の分画分子量と、分画性能を例示する図である。
【図９】濾過時間と、免疫グロブリン１量体透過率の関係を例示する図である。
【図１０】サンプリング時間と、免疫グロブリン２量体含有率の関係を例示する図である
。
【図１１】サンプリング時間と、免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比の関係を例示
する図である。
【符号の説明】
【００２３】
　　１　　希釈液用タンク
　　２　　送液ポンプ１
　　３　　送液ポンプ２
　　４　　免疫グロブリン元液タンク
　　５　　圧力計１
　　６　　圧力計２
　　７　　調整バルブ１
　　８　　限外濾過膜モジュール
　　９　　免疫グロブリン透過液タンク
　　１０　流量計１
　　１１　濃度コントローラー１
　　１２　圧力・流量コントローラー１
　　１３　ＵＶフローセル
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　　１４　濃度コントローラー２
　　１５　送液ポンプ３
　　１６　圧力計３
　　１７　圧力計４
　　１８　圧力・流量コントローラー２
　　１９　調整バルブ２
　　２０　吸光度計
　　２１　免疫グロブリン濃縮液タンク
　　２２　流量計２
　　２３　切換バルブ
　　２４　濃縮用限外濾過膜モジュール
　　３１　圧力調整機
　　３２　圧力計４
　　３３　免疫グロブリン元液タンク
　　３４　バルブ１
　　３５　バルブ２
　　３６　限外濾過膜モジュール
　　３７　透過液タンク
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係わる限外濾過膜による免疫グロブリン１量体を高精度で分離する方法
およびその限外濾過膜モジュール、クロスフロー濾過装置について具体的に説明する。
【００２５】
　本発明に係わる免疫グロブリン（抗体）とは、最も広範な意味で使用され、具体的には
モノクローナル抗体（全長モノクローナル抗体を含む）、ポリクローナル抗体、多特異的
抗体（ 例えば、二重特異性抗体）などが挙げられる。　　
　本発明に係わる免疫グロブリン凝集体とは、免疫グロブリンが疎水結合などによって２
量体以上となった状態の免疫グロブリンのことを示す。例えば、免疫グロブリン２量体、
３量体、４量体、５量体などが挙げられる。
【００２６】
　本発明に係わるモノクローナル抗体とは、実質的には同質な抗体の集団から入手された
抗体をいう。すなわち、集団を構成する個々の抗体は、わずかに存在し得る天然に存在し
得る変異を除いて同じである。モノクローナル抗体は、非常に特異的であり、単一の抗原
部位に対して指向される。さらに、典型的には、異なる抗体を含む従来のポリクローナル
抗体の調製とは対象的に、それぞれのモノクローナル抗体は、抗原上の単一の決定基に対
する。修飾語「モノクローナル」は、実質的に同質の抗体集団から入手したという抗体の
特徴を示す。
【００２７】
　本発明に係わる免疫グロブリン（抗体）の例としては、天然のヒト抗体、もしくは遺伝
子組み換え法で調製されたヒト化抗体やヒト型抗体、完全ヒト化抗体、キメラ抗体、マウ
ス抗体などが挙げられる。
【００２８】
　本発明に係わる抗体の具体例として、抗ＨＥＲ２レセプター抗体、抗ＣＤ２０抗体、抗
ＩＬ－８抗体、抗ＶＥＧＦ抗体、抗ＰＳＣＡ抗体、抗ＣＤ１１ａ抗体、抗ＩｇＥ抗体、抗
Ａｐｏ－２レセプター抗体、抗ＴＮＦ－α抗体、抗組織因子（Ｔｉｓｓｕｅ Ｆａｃｔｏ
ｒ）（ＴＦ）抗体、抗ＣＤ３抗体、抗ＣＤ２５抗体、抗ＣＤ３４抗体、抗ＣＤ４０抗体、
抗ｔａｃ抗体、抗ＣＤ４抗体、抗ＣＤ５２抗体、抗Ｆｃレセプター抗体、抗癌胎児性抗原
（ＣＥＡ）抗体、胸部上皮細胞に特異的な抗体、結腸癌種細胞に結合する抗体、抗ＣＤ３
３抗体、抗ＣＤ２２抗体、抗ＥｐＣＡＭ抗体、抗ＧｐＩＩｂ／ＩＩＩａ抗体、抗ＲＳＶ抗
体、抗ＣＭＶ抗体、抗ＨＩＶ抗体、抗肝炎抗体、抗αｖβ３抗体、抗ヒト腎細胞癌腫抗体
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、抗ヒト１７－１Ａ抗体、抗ヒト結腸直腸腫瘍抗体、抗ヒト黒色腫抗体、抗ヒト扁平上皮
癌腫抗体、抗ヒト白血病抗原（ＨＬＡ）抗体などが挙げられる。さらに具体的な例として
は、Ｍｕｒａｍｏｍａｂ(製品名：Ｏｒｔｈｃｌｏｎｅ（ＯＫＴ３）、Ｒｉｔｕｘｉｍａ
ｂ（製品名：Ｒｉｔａｘａｎ）、Ｂａｓｉｌｉｘｉｍａｂ（製品名：Ｓｉｍｕｌｅｃｔ）
、Ｄａｃｌｉｚｕｍａｂ（製品名：Ｚｅｎａｐａｘ）、Ｐａｌｉｖｉｚｕｍａｂ（製品名
：Ｓｙｎａｇｉｓ）、Ｉｎｆｌｉｘｉｍａｂ（製品名：Ｒｅｍｉｃａｄｅ）、Ｇｅｍｔｕ
ｚｕｍａｂ　ｚｏｇａｍｉｃｎ（製品名：Ｍｙｌｏｔａｒｇ）、Ａｌｅｍｔｕｚｕｍａｂ
（製品名：Ｍａｂｃａｍｐａｔｈ）、Ａｄａｌｉｍｕｍａｂ（製品名：Ｈｕｍｉｒａ）、
Ｏｍａｌｉｚｕｍａｂ（製品名：Ｘｏｌａｉｒ）、Ｖｅｖａｃｉｚｕｍａｂ（製品名：Ａ
ｖａｓｔｉｎ）、Ｃｅｔｕｘｉｍａｂ（製品名：Ｅｒｂｉｔｕｘ）等が挙げられる。
【００２９】
　本発明に係わる免疫グロブリン（抗体）の分子標的（抗原）としては、例えば、ＣＤ蛋
白質（ 例えば、ＣＤ３、ＣＤ４、ＣＤ８、ＣＤ１９、ＣＤ２０、ＣＤ３４、およびＣＤ
４０）； ＨＥＲレセプターファミリー（例えば、ＥＧＦレセプター、ＨＥＲ２，ＨＥＲ
３またはＨＥＲ４レセプター）；細胞接着分子（例えば、ＬＦＡ－１，Ｍａｃ１，ｐ１５
０，９５，ＶＬＡ－４，ＩＣＡＭ－１，ＶＣＡＭ およびａまたはｂのサブユニットを含
むａｖ／ｂ３インテグリン（例えば、抗－ＣＤ１１ａ，抗ＣＤ１８，または、抗ＣＤ１１
ｂ抗体）のメンバー；成長因子（例えば、ＶＥＧＦ）；ＩｇＥ，血液型抗原；ｆｌｋ２／
ｆｌｔ３レセプター；肥満（ＯＢ）レセプター；ｍｐｌレセプター；ＣＴＬＡ－４；蛋白
質Ｃなどが挙げられる。他の分子と結合した可溶性抗原またはフラグメントも分子標的と
なる。例えば、レセプターのような膜貫通分子の場合、レセプターの細胞外領域のフラグ
メントが免疫抗原となる。あるいは、膜貫通分子を発現する細胞が免疫抗原となる場合も
ある。
【００３０】
　免疫グロブリン溶液の濃度は、ケーク層の形成に大きな影響を与える。分画性能を発現
させるためには、適切なケーク層の状態にする必要があり、短時間でケーク層が形成させ
るには、濃度の下限を考慮する必要がある。
　本発明に係わる免疫グロブリン溶液の下限濃度は、他の条件よって異なるが、１ｇ／Ｌ
以上、好ましくは５ｇ／Ｌ以上であれば分画性能を発現するケーク層が形成される。
　一方、逆に高濃度であるほど厚いケーク層が形成され、免疫グロブリン１量体の透過率
が低くなるので、膜閉塞が起こらない濃度の上限を考慮する必要がある。
　本発明に係わる免疫グロブリン溶液の上限濃度は、他の条件よって異なるが、１５０ｇ
／Ｌ以下、好ましくは１００ｇ／Ｌ以下、さらに好ましくは５０ｇ／Ｌ以下であれば急激
な膜閉塞を引き起こさないで、免疫グロブリン１量体を透過させることができる。
　以上のとおり、免疫グロブリン溶液の濃度は、適切なケーク層を形成させるためには、
１ｇ／Ｌ～１５０ｇ／Ｌ以下、好ましくは、１ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌ以下、より好ましく
は５ｇ／Ｌ～１００ｇ／Ｌ以下、さらに好ましくは５ｇ／Ｌ～５０ｇ／Ｌ以下である。
【００３１】
　濾過中の免疫グロブリン溶液の濃度変化は、免疫グロブリン１量体と免疫グロブリン２
量体の分画性能や免疫グロブリン１量体の透過性能を維持させるために条件を変動させな
いで濾過することが好ましい。例えば、濾過中に免疫グロブリン溶液の濃度が徐々に高く
なる場合、濾過閉塞が起こり、十分な透過量が得られなくなる場合がある。
　一方、特許文献３や４のような透過量と同量の希釈液を添加する定容量クロスフロー濾
過では、濾過が進むにつれて免疫グロブリン溶液濃度が低下する。この場合、濾過後半に
透過する免疫グロブリン溶液の濃度が低下し、その結果、高収率で回収するためには長大
な時間が必要となる。従って、短時間で高い分画性能と透過性能を達成するためには、免
疫グロブリン溶液の濃度を一定濃度で濾過（定濃度濾過）することが好ましい。
　濾過中の免疫グロブリン溶液の濃度変化は、濾過前の免疫グロブリン溶液の濃度を１０
０とした時、下限としては５０以上、好ましくは７０以上、より好ましくは８０以上が良
く、上限としては２００以下、好ましくは１５０以下、より好ましくは１２０以下が良い
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。特に、免疫グロブリン溶液の濃度を実質一定に維持しながらクロスフロー濾過すること
が最も好ましい。ここで示す「濃度を実質一定に維持しながら」とは、「濃度を軽微な変
動にとどめながら」と同意である。例えば、操作や装置で濃度をコントロール時に起こる
軽微な濃度変動などが含まれる。
　しかしながら、濾過後半で、免疫グロブリン溶液の残量が少なくなり、濾過が困難にな
った場合、膜中や装置配管に残存する免疫グロブリン１量体を回収するために、希釈液や
緩衝溶液、水、生理食塩水を添加し、濾過を実施する場合は、濃度一定で濾過を行う必要
はない。
【００３２】
　本発明に係わる免疫グロブリン１量体の精製において、免疫グロブリン１量体の５０％
以上が定濃度濾過で処理されることが好ましく、さらに好ましくは６０％以上、最も好ま
しくは７０％が定濃度濾過で処理されることが良い。たとえば、濾過開始から免疫グロブ
リン１量体を５０％処理した後、等容量濾過を最後まで行っても良いし、濾過開始から等
容量濾過を行い、免疫グロブリン１量体を２０％処理した後、希釈液の供給を停止し、溶
液濃度を濾過開始前の濃度まで戻した後、定濃度濾過を行っても良い。定濃度濾過と等容
量濾過、希釈液無供給濾過を組み合わせ、免疫グロブリン１量体の５０％以上が定濃度濾
過で処理されれば、その順序は何ら限定されない。これによって、短時間、且つ、高回収
率で免疫グロブリン１量体を精製することができる。
【００３３】
　免疫グロブリン以外の生体成分を含むと、高精度な免疫グロブリン１量体の分離が難し
いと考えていたが、意外にも免疫グロブリン以外の生体成分を含んでいても本発明の分離
方法を行うと、純度の高い免疫グロブリン１量体が得られることがわかった。
　本発明に係わる免疫グロブリン溶液中には、免疫グロブリン以外の生体成分としては、
蛋白質、糖鎖、ＲＮＡ、及び、ＤＮＡなどが挙げられる。具体的な例として、免疫グロブ
リン凝集体、フィブリノーゲン、免疫グロブリンとプロテインＡからなる複合凝集体など
の血液凝固因子、細胞吸着因子、細胞成長因子、酵素、リボ蛋白、ホルモンおよびそれら
の凝集物などが挙げられる。
　本発明に係わる免疫グロブリン以外の生体成分の分子量の下限としては、３０万以上、
好ましくは４０万以上、さらに好ましく５０万以上、上限としては、１００万未満、好ま
しくは９０万以下、さらに好ましく８０万以下であれば免疫グロブリン１量体と高精度に
分離できる。３０万未満であれば、免疫グロブリン１量体を高精度に分離できない。一方
、分子量が大きいほど高精度に分離できるが、分子量が高すぎると膜閉塞を起こしやすく
なる。
　以上のことは、本発明に係わる免疫グロブリン溶液には、免疫グロブリンの１量体とそ
の凝集体（２量体、３量体、・・）及び分子量３０万以上１００万未満の生体成分を含む
場合があり、この免疫グロブリン溶液であっても構わない。この場合、本発明は、免疫グ
ロブリンの１量体とその凝集体（２量体、３量体、・・）及び分子量３０万以上１００万
未満の生体成分を含む免疫グロブリン溶液から、免疫グロブリン１量体を分離することを
いう。また前提として上記生体成分が含んでなく、またはほとんど含んでない免疫グロブ
リン溶液から、免疫グロブリン１量体を分離することも本発明では当然に意味している。
【００３４】
　本発明に係わる免疫グロブリン溶液中には、ウイルスを含んでも良い。
　本発明に係わるウイルスとしては、直径１８～２４ｎｍ程度のパルボウイルスやポリオ
ウイルス、直径約４０～４５ｎｍ程度の日本脳炎ウイルスや肝炎ウイルス、直径８０～１
００ｎｍ程度のＨＩＶなどが挙げられる。最も除去する必要性があるものはパルボウイル
スである。パルボウイルスは現在確認されているウイルスで最も小さいウイルスであるた
め、膜によるサイズ分画の場合、パルボウイルスが除去できれば、その他の大きいウイル
スを除去できると考えられる。
【００３５】
　ウイルスは、肝炎や後天性免疫不全症、日本脳炎、小児麻痺などの重篤な感染症を引き



(17) JP 5099930 B2 2012.12.19

10

20

30

40

起こすため、ウイルス対数除去率（ＬＲＶ）が４以上であることが好ましい。ＬＲＶは、
下記式（１）で計算する。
　　ＬＲＶ＝ｌｏｇ［（Ｎo×Ｖｏ）／（Ｎf×Ｖｆ）］　　　　　　　　　　　　　　（
１）
　　　ＬＲＶ：ウイルス対数除去率
　　　Ｎｏ：濾過前の免疫グロブリン元液中のウイルス感染価（ＴＩＣＤ５０／ｍＬ）
　　　Ｎｆ：免疫グロブリン透過液中のウイルス感染価（ＴＩＣＤ５０／ｍＬ）
　　　Ｖｏ：濾過前の免疫グロブリン元液の容量（ｍＬ）
　　　Ｖｆ：免疫グロブリン透過液の容量（ｍＬ）
【００３６】
　ウイルス除去性の評価に使用するパルボウイルスとしては、ヒトパルボウイルス（Ｂ１
９）、ブタパルボウイルス、イヌパルボウイルス、ネコパルボウイルス、Ｍｉｎｕｔｅ　
ｏｆ　ｍｉｃｅなどが挙げられる。これらのウイルスの大きさは直径１８～２４ｎｍ程度
であり、どれを用いても評価することができるが、簡便な感染性評価方法が確立されてい
るブタパルボウイルスやイヌパルボウイルスを用いることが好ましい。
【００３７】
　本発明に係わる「限外濾過膜」とは、免疫グロブリン１量体と少なくとも免疫グロブリ
ン２量体を分離するために使用する膜のことである。
　限外濾過膜としては、所望の分画分子量を有する膜を製造でき、免疫グロブリンが吸着
しなければ何ら限定しないが、例えば、ポリスルホン系高分子膜、芳香族エーテル系高分
子膜、フッ素系高分子膜、オレフィン系高分子膜、セルロース系膜、（メタ）アクリル系
高分子膜、（メタ）アクリロニトリル系高分子膜、ビニルアルコール系高分子膜などが挙
げられる。好ましくは、ポリスルホン系高分子膜、および、芳香族エーテル系高分子膜が
良い。
【００３８】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子は特に限定されるものではなく、分子中にスルホ
ン基を有する高分子は全て用いることができる。ポリスルホン系高分子の例としては、例
えば下記式（９）で表されるポリスルホン、下記式（１０）で表されるポリエーテルスル
ホン、下記式（１１）で表されるポリアリールスルホン等が挙げられる。式中ｌおよびｍ
、ｎは繰り返し単位を表す。
【化９】

【化１０】
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【化１１】

これらの高分子を二種以上、組み合わせて実施することも可能である。ポリスルホン系高
分子は、必要に応じて高分子末端および／または主鎖中にエステル化、エーテル化、エポ
キシ化など各種変性を実施することができる。また、免疫グロブリンの静電気的な特性と
の相性から、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、カルボキシル基、
スルフォニル基、スルホン酸基などの化学構造を必要に応じて導入しても良い。
【００３９】
　本発明に係るポリスルホン系高分子の重量平均分子量は、下限として５０００以上、好
ましくは1万以上、さらに好ましくは２万以上のものを用いることが良く、上限としては
１００万以下、好ましくは５０万以下、さらに好ましくは３０万以下のものを用いること
が良い。この範囲内であれば、十分な強度と成膜性が得られる。
【００４０】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子に親水性を付与する親水性高分子の種類は特に限
定されるものではない。例えばポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレン
グリコールブロック共重合体、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリ－Ｎ，
Ｎ－ジメチルアクリルアミド、ポリ－Ｎ－イソプロピルアクリルアミド、ポリヒドロキシ
アクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、カルボキシメチルセルロース、澱粉、コ
ーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどが挙げられる。中でも、ポリビニルピロリ
ドンは、ポリスルホン系高分子との相溶性がよく、膜全体の親水性を高める上で特に好ま
しい。
【００４１】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜に親水性を付与する親水性高分子の重量平均分
子量は、下限としては１，０００以上、好ましくは５，０００以上が良く、上限としては
２００万以下、好ましくは１２０万以下が良い。例えばポリビニルピロリドンではＢＡＳ
Ｆ社より様々なグレードが市販されており、その重量平均分子量が９，０００のもの（Ｋ
１７）、以下同様に４５，０００（Ｋ３０）、４５０，０００（Ｋ６０）、９００，００
０（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。本発明においては、Ｋ９０を単独で用いるのが最も好ましい。
【００４２】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜の親水性高分子の含量は、免疫グロブリンが膜
に吸着しなければ特に限定されるものではない。例えば、下限として０．１重量％以上、
好ましくは０．３重量％以上、さらに好ましくは０．５重量％以上が良く、上限としては
１０重量％含有以下、好ましくは８重量％以下、さらに好ましくは５重量％以下が良い。
【００４３】
　本発明に係るポリスルホン系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２量体
を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは２５
万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは４０
万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの透過
量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２量体
が共に膜を透過し、分画性能が低下する。



(19) JP 5099930 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

　本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６０００
０）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（
６６９０００）などの蛋白質やポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、デキストラン等を用
いて、デッドエンド濾過を行い、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量
として算出される。
【００４４】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例えば湿
式成膜法が挙げられる。湿式成膜法とは膜材料を良溶媒に溶解した膜原液と、膜原液中の
良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固液とを接触させるこ
とで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて、膜を得る方法である。
【００４５】
　本発明に係わる高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液は、目的の構造および性
能を有するポリスルホン系高分子を製造できれば何ら限定はしないが、例えば、膜原液全
体を１００重量％とした場合、ポリスルホン系高分子の濃度範囲としては下限として１重
量％以上、好ましくは２重量％以上、特に好ましくは３重量％以上である。また上限とし
ては４５重量％以下、好ましくは３５重量％以下、特に好ましくは２５重量％以下で均一
に溶解した溶液が好適に使用される。親水性高分子は、下限として０．１重量％以上、好
ましくは０．５重量％以上、上限として２０重量％以下、好ましくは１０重量％以下で、
均一に溶解した溶液が好適に使用される。また、膜原液の温度は、下限として０℃以上、
好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以
下が好適に使用される。この温度条件下であれば、膜原液として好ましい膜への加工を行
うのに好適な粘度を得ることができる。
【００４６】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒とは２０
℃の１００ｇ純水に１０ｇ以上溶解可能であり、かつ膜材料のポリスルホン系高分子を５
重量％以上溶解するものが好ましく、更に好ましくは水に混和可能なものであれば何ら限
定しないが、具体的にはＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、
ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクトンなどが挙げ
られる。これらは２種以上組み合わせて使用できる。
【００４７】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液としては
、膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成することがで
きる物質であれば何ら限定しない。例えば、純水、モノアルコール系溶媒、ポリオール系
溶媒又はこれら２種以上の混合液などが好適に使用される。モノアルコール系溶の例とし
ては、メタノール、エタノール、プロパノールなどが挙げられる。また、ポリオール系溶
媒の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール
、テトラエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、１，２－ブタンジオ
ール、１，４－ブタンジオールなどが挙げられる。凝固液中にポリビニルアルコール、ポ
リエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレ
ングリコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、ポリアクリルアミド、ポリ
ビニルピロリドン、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、ポリ
アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリシトラコン酸、ポ
リ－ｐ－スチレンスルホン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルホン酸ナトリウム、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアクリルアミド、カルボキシメチルセルロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサ
ン、ポリキチンなどの水溶性高分子を添加することも可能である。添加する水溶性高分子
の分子量や添加量にも依存するが、これらを添加することにより濾過性能を向上させるこ
とが可能である。
【００４８】
　また、凝固液中に、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジ
メチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ―ブチロラクトンなどの良溶媒
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を含有させることも可能である。特に、良溶媒を非溶媒に含有させた凝固液を使用する場
合、その組成は、膜原液の組成、膜原液と凝固液との接触温度などで異なるが、概ね、凝
固液全体を１００重量％とした場合、良溶媒の重量％として９０重量％以下が好ましい。
この範囲であれば、膜を形成するのに必要十分な濃度誘起相分離を十分に達成できる。
【００４９】
　本発明に係わる湿式成膜法における成膜温度とは、膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘
起相分離を生じさせる時の温度であり、本発明の中空糸膜であれば二重紡口の温度により
決まる。成膜温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５
℃以上である。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から
５℃以上低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜であれ
ば二重紡口の温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【００５０】
　本発明に係わるポリスルホン系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝固液
、特に中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は均一溶解後に、溶
存気体を除去することが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡による膜
の欠陥を著しく改善することできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くことで、
高い温度下での膜加工による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝固液、内部凝
固液に気体が溶存していない場合は、この工程を省略しても良い。
【００５１】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、二重紡口から出た膜原液と内部
凝固液による凝固をより促進するため、紡口直下に槽（以後、凝固槽）を設け、凝固槽中
に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と接触させることができる。
【００５２】
　本発明の湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、中空糸膜の断面構造を均一構造のみな
らず、様々な不均一構造まで、自由に構造制御するために紡口から外部凝固液面までの距
離（以後、空走距離）および紡糸口から外部凝固液面までの空間の温度と湿度を調整する
ことができる。空間の温度と湿度を調整できれば何ら限定しないが、例えば、空走距離の
下限としては０．００１ｍ以上、好ましくは０．００５ｍ以上、特に好ましくは０．０１
ｍ以上、上限として２．０ｍ以下、好ましくは１．５ｍ以下、特に好ましくは１．２ｍ以
下である。また紡糸口から外部凝固面までの空間における温度は、下限として１０℃以上
、好ましくは２０℃以上、特に好ましくは２５℃以上である。湿度は温度との兼ね合いで
変化するが、下限として０％以上、好ましくは１０％以上、特に好ましくは３０％以上で
あり、上限としては１００％以下である。
【００５３】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合の巻取り速度は、製造条件である
各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液および外部凝固液の組成、原液およ
び各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね３００ｍ／時間から９０００ｍ／時間の速度が
選択される。
【００５４】
　本発明に係わる湿式成膜法においては、凝固液による凝固後、膜の強度を強めるため脱
溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することができる。脱溶媒液には、凝固液による濃度誘起
相分離後、残存している溶媒を除去できる溶媒であり、膜を溶解しないものであればいず
れの溶媒でも用いることが可能である。一般には、水、エタノール等を用いることが多い
。
【００５５】
　湿式成膜法により得られた未乾燥の限外濾過膜は、乾燥中の膜破断が生じない温度であ
れば何ら限定はしないが、例えば、乾燥温度は、下限としては２０℃以上、好ましくは３
０℃以上、より好ましくは５０℃以上であり、上限としては溶融温度以下、好ましくは１
５０℃以下、より好ましくは１４０℃以下である。乾燥に要する時間は、乾燥温度との関
係で決まるが、概ね０．０１時間以上から４８時間までが選択される。
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【００５６】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜は特に限定されるものではなく、芳香族エー
テル系高分子膜の例としては、下記式（１２）で表されるものが挙げられる。
【化１２】

（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は水素、炭素数１以上６以下を含む有機官能基、
または、酸素、窒素または珪素を含有する炭素数６以下の非プロトン性有機官能基であり
、それぞれ同一であっても、異なっても構わない。構造式中のｑは繰り返し単位数である
。異なる繰り返し単位を２成分以上含む共重合体でも構わない。）
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子の末端のフェノール性水酸基は、免疫グロブリ
ン溶液中で安定して存在可能であるｐＨを維持するために、必要に応じてエステル化、エ
ーテル化、エポキシ化など各種変性を実施することができる。また、免疫グロブリンの静
電気的な特性との相性から、高分子末端にアミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキル
アミノ基、カルボキシル基、スルフォニル基、スルホン酸基などの化学構造を必要に応じ
て導入できる。
【００５７】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜は、主として芳香族エーテル系高分子からな
るものであるが、芳香族エーテル系高分子の特性を損なわない範囲で他の高分子量物質や
添加物を含有していてもよい。これらの高分子を二種以上、組み合わせて実施することも
可能である。例えば、ポリスチレンやその誘導体を含有しても良い。
【００５８】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子の重量平均分子量は、下限としては５０００以
上、好ましくは1万以上、特に好ましくは２万以上が良く、上限として１００万以下、好
ましくは５０万以下、特に好ましくは３０万以下が良い。この範囲内であれば、十分な強
度と成膜性が得られる。　
【００５９】
　本発明においては、芳香族エーテル系高分子とともに、膜の孔の大きさをコントロール
するためと、親水性を付与するために、親水性高分子が用いられることが好ましい。親水
化によって分離処理に供される免疫グロブリン溶液と本発明の芳香族エーテル系高分子か
らなる限外濾過膜との接触を良好にするものである。
　本発明に係わる親水性高分子としては、親水性を付与できるものであれば何ら限定しな
いが。免疫グロブリンとの電気的な相互作用を低減させるために、荷電構造を含まないノ
ニオン性であることが望ましい。
【００６０】
　本発明に係わる親水性高分子の分子量は、いかなる高分子化合物であっても構わない。
　親水性高分子としては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール
、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレングリコールブロック
共重合体、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリ
ルアミド、ポリ－Ｎ－イソプロピルアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリヒドロ
キシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、カルボキシメチルセルロース、澱粉
、コーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどの親水性高分子化合物が例示される。
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また、これらの物質を親水性セグメントと疎水性セグメント含有する界面活性剤やブロッ
ク共重合体およびグラフト共重合体も親水性高分子として十分活用できる。例えば、ポリ
スチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体などが好ましい。
【００６１】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体は、高い親水
性を有するポリエチレングリコールを親水性セグメントに有するため、親水性高分子とし
て有効に活用できる。また、これらは二種以上を組み合わせて使用することもできる。こ
の中でも好適に利用できるのは、ポリエチレングリコール、およびポリエチレングリコー
ルを親水性セグメントとして含有するブロック共重合体およびグラフト共重合体であり、
その中も特にポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体が芳香族エーテル
系高分子膜の親水性を向上させる親水性高分子として好適に利用できる。
【００６２】
　本発明に係わる親水性高分子の分子量は、製造方法およびその条件によって適宜選ばれ
る。例えば、成膜方法が湿式成膜法で溶媒として非ハロゲン系水溶性有機溶媒を用いる場
合、耐溶剤性の高い芳香族エーテル系高分子の溶解性は極めて低い。そのため、親水性高
分子を膜原液にブレンドする場合、均一に溶解した膜原液を得るためには親水性高分子の
分子量および添加量を適切に選択する必要がある。十分な添加量の親水性高分子を用いる
ためには、親水性高分子の分子量は、例えば、数平均分子量は、３００以上、１００，０
００以下であることが好ましい。この領域であれば、成膜に使用する良溶媒に十分溶解可
能である。より好ましい下限は、４００以上、特に好ましい下限は、５００以上であり、
上限としてより好ましくは７０，０００以下、特に好ましくは、５０，０００以下である
。
【００６３】
　本発明に係わる親水性高分子が疎水性セグメントと親水性セグメントからなる化合物の
場合、その親水性高分子の親水性セグメントの数平均分子量は、３００以上、１００，０
００以下であることが好ましい。この領域であれば、成膜に使用する良溶媒に十分溶解可
能である。より好ましい下限は、４００以上、特に好ましい下限は、５００以上であり、
上限としてより好ましくは７０，０００以下、特に好ましくは、５０，０００以下である
。
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体は、ポリスチ
レン系高分子由来のセグメントとポリエチレングリコール系高分子由来のセグメントから
成るブロック共重合体である。
【００６４】
　本発明において用いられるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の
該ポリスチレン系高分子由来のセグメントを形成するポリスチレン系高分子としては、下
記式（１３）に示す繰り返し単位からなるポリスチレン系高分子が好ましい。
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【化１３】

（Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４は水素、フッ素を除くハ
ロゲン原子、炭素数１以上６以下を含む有機官能基、または、酸素、窒素または珪素を含
有する炭素数６以下の官能基であり、それぞれ同一であっても、異なっても構わない。構
造式中のｓは繰り返し単位数である。構造範囲内で異なる繰り返し単位を２成分以上含む
共重合体でも構わない。）
【００６５】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の該ポリスチ
レン系高分子由来のセグメントの数平均分子量は、３００以上、１，０００，０００以下
であることが必要である。この領域であれば、成膜に使用する良溶媒に十分溶解可能であ
ると同時に、水溶液に対して、溶出性が低減できる。より好ましい下限は、５００以上、
特に好ましい下限は、７００以上であり、上限としてより好ましくは５００，０００以下
、特に好ましい上限は、３００，０００以下である。
【００６６】
　本発明において用いられるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の
該ポリエチレングリコール系高分子由来のセグメントを形成するポリエチレングリコール
系高分子とは、下記式（１４）および／または（１５）に示す繰り返し単位からなるポリ
エチレングリコール系高分子が好ましい。
【化１４】
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【化１５】

（Ｒ１５は、炭素数３以上、３０未満の有機官能基である。特に親水性が大きく低下させ
ることがなければ、Ｒ１５にエーテル基、エステル基、水酸基、ケトン基、カルボン酸基
を含有しても構わない。ｔおよびｕは繰り返し単位数である。）
【００６７】
　本発明において用いられるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の
該ポリエチレングリコール系高分子由来のセグメントの数平均分子量は、例えば３００以
上、１００，０００以下であることが必要である。この領域であれば、成膜に使用する良
溶媒に十分溶解可能であると当時に、十分な親水性が得られる。より好ましい下限は、４
００以上、特に好ましい下限は、５００以上であり、上限としてより好ましくは７０，０
００以下、特に好ましくは、５０，０００以下である。
【００６８】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の該ポリスチ
レン系高分子由来のセグメントと該ポリエチレングリコール系高分子由来のセグメントの
組成比としては、該ポリスチレン系高分子由来のセグメントが全ポリスチレン－ポリエチ
レングリコールブロック共重合体の１０重量％以上、９９重量％以下であることが必要で
ある。この組成比においては、十分な親水性を発現でき、かつ、溶出性が抑えられる。よ
り好ましい下限値は、２０重量％以上、特に好ましい下限値は、３０重量％以上であり、
より好ましい上限値は９８重量％以下、特に好ましい上限値は、９７重量％以下である。
【００６９】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体のブロック構
造は、２つの該セグメントから構成されるジブロック共重合体、３つの該セグメントから
構成されるトリブロック共重合体、４つ以上の該セグメントから構成されるマルチブロッ
ク共重合体であっても構わない。また、これら２種以上のブロック共重合体の混合物であ
っても構わない。構成される各該セグメントの数平均分子量は同一であっても異なっても
構わない。
【００７０】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の該ポリスチ
レン系高分子由来のセグメントと該ポリエチレングリコール系高分子由来のセグメント間
は、高分子末端部分で直接化学的に結合される必要がある。製造するために、必要であれ
ば、該ポリスチレン系高分子由来のセグメントと該ポリエチレングリコール系高分子由来
のセグメントを接続するためのスペーサーとして低分子化合物および／または有機官能基
を利用してもよい。低分子化合物および／または有機官能基の数平均分子量が５００以下
の場合、該ポリスチレン系高分子由来のセグメントと該ポリエチレングリコール系高分子
由来のセグメントの効果を低下させること無く発現できる。具体的には、反応性官能基を
有するラジカル重合開始剤を用いてスチレンを重合した後にポリエチレングリコールを縮
合した際に形成されるポリスチレン－ポリエチレングリコール間の低分子化合物などが挙
げられる。
【００７１】
　本発明に係わるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体を製造する方
法の一例としては、反応性官能基を有するラジカル重合開始剤を用いる方法がある。具体
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的には、カルボン酸基を有するアゾ系ラジカル重合開始剤を用い、カルボン酸基を酸塩化
物基に化学的に変換した後、スチレンをラジカル重合することで末端に酸塩化物基を有す
るポリスチレンが得られる。次いで、ポリエチレングリコールと縮合することによってポ
リスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体を得ることができる（高分子論文
集、１９７６年、第３３巻、Ｐ１３１）。ポリエチレングリコールユニット含有高分子ア
ゾ重合開始剤を用いて、スチレンをラジカル重合することによってもポリスチレン－ポリ
エチレングリコールブロック共重合体を得ることができる。また、別の合成方法例として
、リビング重合を利用する方法が挙げられる。具体的には、ニトロキシド系化合物による
リビングラジカル重合を用いてスチレンの重合を行い、高分子末端にニトロキシド化合物
が結合した高分子を得られる。加水分解により高分子末端をヒドロキシル基に変換し、ポ
リエチレングリコールとのカップリング反応によりポリスチレン－ポリエチレングリコー
ルブロック共重合体を得ることができる（Ｐｏｌｙｍｅｒ、１９９８年、第３９巻、第4
号、Ｐ９１１）。
【００７２】
　本発明における親水性高分子を用いて芳香族エーテル系高分子からなる限外濾過膜を親
水化する方法は、例えば、成膜時に親水性高分子をあらかじめ混合するブレンド法、親水
性高分子を含む溶液に膜を浸漬した後、乾燥させて親水性高分子を残留させる塗布法、膜
表面に親水性のアクリル系モノマー、メタクリル系モノマー、アクリルアミド系モノマー
等をグラフト重合する方法などが挙げられる。これらの方法を２つ以上組み合わせて行う
ことも可能である。芳香族エーテル系高分子に化学的変性を加えないブレンド法または塗
布法が好ましく、製造面においては一段階の工程で親水化処理を行うことができるブレン
ド法が特に好ましい。
【００７３】
　本発明に係る芳香族エーテル系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２量
体を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは２
５万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは４
０万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの透
過量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２量
体が共に膜を透過し、分画性能が低下する。
　本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６０００
０）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（
６６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行
い、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【００７４】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例えば
湿式成膜法が挙げられる。湿式成膜法とは膜材料を良溶媒に溶解した膜原液と、膜原液中
の良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固液とを接触させる
ことで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて、膜を得る方法である。
【００７５】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒は、成
膜条件において膜材料である芳香族エーテル系高分子を安定に５重量％以上溶解するもの
であれば如何なる溶媒を使用することができる。ただし、環境面およびコストの点から非
ハロゲン系水溶性有機溶媒を用いることが好ましい。本発明における水溶性有機溶媒とは
、２０℃の１００ｇ純水に１０ｇ以上溶解可能である溶媒を示し、さらに好ましくは、水
に混和可能なものである。具体的にはＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクト
ンなどが挙げられる。これらは２種以上組み合わせて使用できる。
【００７６】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液の一例
としては、良溶媒に親水性高分子を下限として０．１重量％以上、好ましくは０．５重量



(26) JP 5099930 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

％以上、特に好ましくは１重量％以上、上限として４５重量％以下、好ましくは３５重量
％以下、特に好ましくは２５重量％以下で、均一に溶解した溶液が好適に使用される。
　また、膜原液全体を１００重量％とした場合、芳香族エーテル系高分子の使用範囲とし
ては下限として１重量％以上、好ましくは２重量％以上、特に好ましくは３重量％以上で
ある。また上限としては４５重量％以下、好ましくは３５重量％以下、特に好ましくは２
５重量％以下で均一に溶解した溶液が好適に使用される。
【００７７】
　また、膜原液の温度は、下限として２５℃以上、好ましくは６５℃以上、特に好ましく
は８０℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温度条件
下にすることにより、芳香族エーテル系高分子の溶解性を高めることができ、さらに膜原
液として好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることができる。
【００７８】
　本発明に係わる親水性芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液
としては、膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成する
ことができる物質をいう。具体的には純水、モノアルコール系溶媒、下記式（１６）で表
されるポリオール系溶媒又はこれら２種以上の混合液などが好適に使用される。
【化１６】

（Ｒ１６は炭素数１以上、２０以下を含む有機官能基、または、酸素原子を１つ以上と炭
素数１以上、２０以下とを含む構造であり、Ｒ１６に水酸基、エーテル結合、エステル基
、ケトン基、カルボン酸などを１つ以上含んでいてもよい。）
　式（１６）に表されるポリオール系溶媒の一例として、エチレングリコール、ジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、グリセリン、プロ
ピレングリコール、１，２－ブタンジオール、１，４－ブタンジオールなどが挙げられる
。
【００７９】
　芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液の粘度によって透水性
能を制御することが可能である。凝固液の粘度を高くすることにより、凝固液の原液への
浸透が緩やかになり、結果、製造した膜の透水性能が向上することを見出した。高い透水
性能を得るためには、凝固液の粘度が２０℃で３ｃｐ以上であることが好ましい。より好
ましくは、５ｃｐ以上である。凝固液の粘度を高めるためにポリビニルアルコール、ポリ
エチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレン
グリコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、ポリアクリルアミド、ポリビ
ニルピロリドン、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、ポリア
クリル酸、ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリシトラコン酸、ポリ
－ｐ－スチレンスルフォン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸ナトリウム、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアクリルアミド、カルボキシメチルセルロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキト
サン、ポリキチンなどの水溶性高分子を添加することが可能である。また、上記ポリオー
ル系溶媒などの２０℃で５ｃｐ以上の高粘性溶媒を含有させることも好適である。
【００８０】
　本発明に係わる凝固液の粘度は、ガラス製毛細管粘度計を用いて測定した値であり、測
定方法としては、２０℃恒温水槽中で恒温としたガラス製毛管粘度計に凝固液を入れ、３
０分以上放置後、恒温に達したとして測定を行うことにより動粘度が得られる。この得ら
れた動粘度の値より下記式（２）により凝固液の粘度を得ることができる。なお、ガラス
製毛細管粘度計としては、柴田科学株式会社製のウベローテ粘度計などを用いることがで
きる。
　ν＝η／ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
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　　（ν：動粘度（ｍｍ２／ｓ）、η：粘度（ｃｐ）、ρ：密度（ｇ／ｃｍ３））
【００８１】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液中に、
Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ―ブチロラクトンなどの良溶媒を含有させることも可
能である。特に、良溶媒を非溶媒に含有させた凝固液を使用する場合、その組成は、膜原
液の組成、膜原液と凝固液との接触温度などで異なるが、概ね、凝固液全体を１００重量
％とした場合、良溶媒の重量％として下限０重量％以上、上限９０重量％以下が好ましい
。この範囲であれば、膜を形成するのに必要十分な濃度誘起相分離を十分に達成できる。
【００８２】
　本発明に係わる湿式成膜法における成膜温度とは、膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘
起相分離を生じさせる時の温度であり、本発明の中空糸膜であれば二重紡口の温度により
決まる。なお、平膜においては、凝固液温度で決まる。成膜温度の下限としては２５℃以
上、好ましくは８０℃以上、特に好ましくは９０℃以上である。上限としては膜原液もし
くは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から５℃以上低い温度、特に好ましくは沸点
から１０℃以上低い温度である。特に成膜温度８０℃以上、各沸点から１０℃以上低い温
度の範囲内で膜原液と凝固液が接触した場合において、特に高強度の膜を得ることできる
。
【００８３】
　本発明に係わる芳香族エーテル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝固
液、特に中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は均一溶解後に、
溶存気体を除去することが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡による
膜の欠陥を著しく改善することできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くことで
、高い温度下での膜加工による材料への酸化反応が減少する。
【００８４】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、二重紡口から出た膜原液と内部
凝固液による凝固を、より促進するため、紡口直下に槽（以後、凝固槽）を設け、凝固槽
中に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と接触させることができる。
【００８５】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、中空糸膜の断面構造を均一構造
のみならず、様々な不均一構造まで、自由に構造制御するために紡口から外部凝固液面ま
での距離（以後、空走距離）および紡糸口から外部凝固液面までの空間の温度と湿度を調
整することができる。
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、空走距離の下限としては０．０
１ｍ以上、好ましくは０．０５ｍ以上、特に好ましくは０．１ｍ以上、上限として２．０
ｍ以下、好ましくは１．５ｍ以下、特に好ましくは１．２ｍ以下である。また紡糸口から
外部凝固面までの空間における温度は、下限として２０℃以上、好ましくは５０℃以上、
特に好ましくは８０℃以上である。湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下限として０
％以上、好ましくは２５％以上、特に好ましくは５０％以上であり、上限としては１００
％以下である。
【００８６】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、巻取り速度は製造条件である各
種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液および外部凝固液の組成、原液および
各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね６００ｍ／時間から９０００ｍ／時間の速度が選
択される。
【００８７】
　本発明に係わる湿式成膜法を用いることで、膜として供されるのに十分な強度、伸度を
有した芳香族エーテル系高分子膜を得ることができる。また本発明の湿式成膜法において
は濃度誘起相分離を利用することで、温度誘起相分離を利用する溶融成膜法では得ること
が困難な、傾斜構造を有する多孔膜構造が容易に製造可能であり、得られる本発明の膜に
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高い透水性能を付与することが可能である。
【００８８】
　本発明に係わる湿式成膜法においては、凝固液による凝固後、膜の強度を強めるため脱
溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することができる。脱溶媒液には、凝固液による濃度誘起
相分離後、残存している溶媒を除去できる溶媒であり、膜を溶解しないものであればいず
れの溶媒でも用いることが可能である。一般には、水、エタノール等を用いることが多い
。
【００８９】
　本発明に係わる湿式成膜法における成膜温度とは、膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘
起相分離を生じさせる時の温度である。即ち、膜原液の温度、凝固液の温度、中空糸膜で
あれば二重紡口の温度、平膜であれば膜形成をサポートする金属プレート等の温度により
決まる。成膜温度の下限としては２０℃以上、好ましくは２５℃以上、特に好ましくは３
０℃以上である。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点か
ら５℃以上低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。特に成膜温度
８０℃以上、各沸点から１０℃以上低い温度の範囲内で膜原液と凝固液が接触した場合に
おいて、特に高強度の膜を得ることできる。
【００９０】
　湿式成膜法により得られた未乾燥の芳香族エーテル系高分子膜は、乾燥中の膜破断が生
じない温度、例えば、２０℃以上から芳香族エーテル系高分子の溶融温度以下の温度範囲
内で乾燥を行う。好ましい乾燥温度としては５０℃以上、１５０℃以下、更に好ましくは
６０℃以上、１４０℃以下、特に好ましくは７０℃以上、１３０℃以下である。乾燥に要
する時間は、乾燥温度との関係で決まるが、概ね０．０１時間以上から４８時間までが選
択される。
【００９１】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜は特に限定されるものではなく、（メタ）
アクリル系高分子の例としては、下記式（１７）で表されるものが挙げられる。
【化１７】

（式中、Ｒ１７およびＲ１８は炭素数１～１４のアルキル基またはアラルキル基を表す。
アルキル基の水素原子またはアラルキル基の水素原子は炭素数１～１０のアルコキシ基に
よって置換されていてもよい。式中ｖおよびｗは繰り返し単位を表す。）
　その中でも、ポリ（メタ）アクリル酸やポリ（メタ）アクリル酸エステルなど用いるこ
とができる。好ましくはポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸メチル、ポ
リアクリル酸エチル、ポリメタアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチルおよびこれら
２つ以上組み合わせた共重合体が良い。必要に応じて高分子末端および／または主鎖中に
エステル化、エーテル化、エポキシ化など各種変性を実施することができる。また、免疫
グロブリンの静電気的な特性との相性から、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキ
ルアミノ基、カルボキシル基、スルフォニル基、スルホン酸基などの化学構造を必要に応
じて導入しても良い。
【００９２】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜は、主としてポリ（メタ）アクリル酸エス
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テルからなるものであるが、ポリ（メタ）アクリル酸エステルの特性を損なわない範囲で
他の高分子量物質や添加物を含有していてもよい。これらの高分子を二種以上、組み合わ
せて実施することも可能である。
【００９３】
　本発明に係る（メタ）アクリル系高分子の重量平均分子量は、下限としては５０００以
上、好ましくは１万以上、特に好ましくは２万以上が良く、上限として１００万以下、好
ましくは５０万以下、特に好ましくは３０万以下が良い。この範囲内であれば、十分な強
度と成膜性が得られる。
【００９４】
　本発明においては、（メタ）アクリル系高分子とともに、膜の孔の大きさをコントロー
ルするためと、親水性を付与するために、親水性高分子が用いられることが好ましい。親
水性高分子としては、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレングリコー
ルブロック共重合体、ポリビニルアルコール、ポリ（メタ）アクリルアミド、ポリ－Ｎ，
Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、ポリ－Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド
、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、カルボキシメチルセル
ロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどが挙げられる。中でも、
ポリビニルピロリドンは、（メタ）アクリル系高分子との相溶性がよく、膜全体の親水性
を高める上で特に好ましい。
【００９５】
　本発明で係わる（メタ）アクリル系高分子膜に親水性を付与する親水性高分子の重量平
均分子量は下限としては１，０００以上、好ましくは５，０００以上が良く、上限として
２００万以下、好ましくは１００万以下、特に好ましくは５０万以下が良い。例えばポリ
ビニルピロリドンではＢＡＳＦ社より様々なグレードが市販されており、その重量平均分
子量が９，０００のもの（Ｋ１７）、以下同様に４５，０００（Ｋ３０）、４５０，００
０（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。
【００９６】
　本発明に係る（メタ）アクリル系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２
量体を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは
２５万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは
４０万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの
透過量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２
量体が共に膜を透過し、分画性能が低下する。
　本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６０００
０）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（
６６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行
い、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【００９７】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例え
ば湿式成膜法が挙げられる。湿式成膜法とは膜材料を良溶媒に溶解した膜原液と、膜原液
中の良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固液とを接触させ
ることで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて、膜を得る方法である。
【００９８】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒とは
、水に混和可能なものであれば何ら限定しないが、２０℃の純水１００ｇに１０ｇ以上溶
解可能であり、かつ膜材料の（メタ）アクリル系高分子を５重量％以上溶解するものが好
ましく、更に好ましくは、具体的にはＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
セトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトン、γ－ブ
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チロラクトンなどが挙げられる。危険性、安全性、毒性の面からジメチルスルホキシド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンが好ましく用いられる。こ
れらの溶媒は、単独で、もしくは２種以上組み合わせて使用できる。
【００９９】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液は、
目的の構造および性能を有する（メタ）アクリル系高分子膜を製造できれば何ら限定はし
ない。膜原液における（メタ）アクリル系高分子の濃度に関しては、濃度を上げるにつれ
て成膜性は向上するが、逆に膜の空孔率は減少し、透水性が低下する傾向がある。そのた
め、膜原液全体を１００重量％とした場合、（メタ）アクリル系高分子の濃度範囲として
は分子量によって異なるが、下限として２重量％以上、好ましくは５重量％以上、特に好
ましくは１０重量％以上である。また上限としては５０重量％以下、好ましくは４０重量
％以下、特に好ましくは３０重量％以下で均一に溶解した溶液が好適に使用される。
【０１００】
　また、膜原液の温度は、下限として０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは
２５℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温度条件下
であれば、膜原液として好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることができる。
【０１０１】
　本発明において使用する膜原液には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０１０２】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法で親水性高分子を用いる
場合、その役割は、前述のとおり、主に外側の多孔支持層部分の多孔構造を促進して形成
させるところにあり、膜原液の増粘効果を奏するものである。膜原液中に添加する親水性
高分子の量は安定した成膜を行うために親水性ポリマーの分子量と添加量を適宜調整する
こともできる。膜原液の粘度が低い場合、成膜時に膜破れや膜切れなどを起こし、成膜性
が不安定になる場合がある。逆に膜原液の粘度が高すぎる場合、多孔支持層を充分に成長
させることができず、外層の多孔構造の空孔率が不十分となり、目的の高い透過性を持つ
膜が得られにくくなる。更には、膜原液の粘度が上がることで、口金から吐出された原液
がメルトフラクチャーを起こすことも危惧される。
【０１０３】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法において、膜原液中の親
水性高分子の濃度の上限値は、使用する親水性高分子の種類と分子量に応じて最適値が決
定されるが、通常４０重量％以下、好ましくは３０重量％以下である。
【０１０４】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液とし
ては、膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成すること
ができる物質であれば何ら限定しないが、例えば、純水、モノアルコール系溶媒、ポリオ
ール系溶媒又はこれら２種以上の混合液などが好適に使用される。モノアルコール系溶媒
の例としては、メタノール、エタノール、プロパノールなどが挙げられる。また、ポリオ
ール系溶媒の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレング
リコール、テトラエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、１，２－ブ
タンジオール、１，４－ブタンジオールなどが挙げられる。凝固液中にポリビニルアルコ
ール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポ
リエチレングリコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、ポリ（メタ）アク
リルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタ
クリレート、ポリ（メタ）アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリフマル
酸、ポリシトラコン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォ
ン酸ナトリウム、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、カルボキシメチルセルロー
ス、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどの水溶性高分子を添加するこ
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とも可能である。添加する水溶性高分子の分子量や添加量にも依存するが、これらを添加
することにより濾過性能を向上させることが可能である。また、凝固液中に、Ｎ－メチル
－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド、γ－ブチロラクトンなどの良溶媒を含有させることも可能である。
特に、良溶媒を非溶媒に含有させた凝固液を使用する場合、その組成は、膜原液の組成、
膜原液と凝固液との接触温度などで異なるが、概ね、凝固液全体を１００重量％とした場
合、良溶媒の重量％として９０重量％以下が好ましい。この範囲であれば、膜を形成する
のに必要十分な濃度誘起相分離を十分に達成できる。
【０１０５】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法おいて中空糸膜製造時に
糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は、上記の外部凝固液と同様の溶液を用いて
もよく、また、空気、窒素、アンモニアガス等の気体を導入する乾湿式成膜法で製造して
も良い。
【０１０６】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法における成膜温度とは、
膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘起相分離を生じさせる時の温度であれば何ら限定しな
いが、成膜温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃
以上である。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から５
℃以上低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜であれば
二重紡口の温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【０１０７】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝
固液、特に中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は均一溶解後に
、溶存気体を除去することが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡によ
る膜の欠陥を著しく改善することできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くこと
で、高い温度下での膜加工による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝固液、内
部凝固液に気体が溶存していない場合は、この工程を省略しても良い。また、乾湿式成膜
法として空気、窒素、アンモニアガス等の気体を凝固剤として用いている場合には、この
工程は実施しない。
【０１０８】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場
合、二重紡口から出た膜原液と内部凝固液による凝固をより促進するため、紡口直下に槽
（以後、凝固槽）を設け、凝固槽中に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と接触させ
ることができる。
【０１０９】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場
合、中空糸膜の断面構造を均一構造のみならず、様々な不均一構造まで、自由に構造制御
するために紡口から外部凝固液面までの距離（以後、空走距離）および紡口から外部凝固
液面までの空間の温度と湿度を調整することができる。空間の温度と湿度を調整できれば
何ら限定しないが、例えば、空走距離の下限としては０．００１ｍ以上、好ましくは０．
００５ｍ以上、特に好ましくは０．０１ｍ以上、上限として２．０ｍ以下、好ましくは１
．５ｍ以下、特に好ましくは１．２ｍ以下である。また紡口から外部凝固面までの空間に
おける温度は、下限として１０℃以上、好ましくは２０℃以上、特に好ましくは２５℃以
上である。湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下限として０％以上、好ましくは１０
％以上、特に好ましくは３０％以上であり、上限としては１００％以下である。
【０１１０】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場
合の巻取り速度は、製造条件である各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液
および外部凝固液の組成、原液および各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね３００ｍ／
時間から９０００ｍ／時間の速度が選択される。
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【０１１１】
　本発明に係わる（メタ）アクリル系高分子膜を得る湿式成膜法においては、凝固液によ
る凝固後、膜の強度を強めるため脱溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することができる。脱
溶媒液には、凝固液による濃度誘起相分離後、残存している溶媒を除去できる溶媒であり
、膜を溶解しないものであればいずれの溶媒でも用いることが可能である。一般には、水
、エタノール等を用いることが多い。
【０１１２】
　本発明に係わる湿式成膜法により得られた未乾燥の本発明の（メタ）アクリル系高分子
膜の乾燥温度は、乾燥中の膜破断が生じない温度であれば何ら限定はしないが、例えば、
２０℃以上から（メタ）アクリル系高分子の溶融温度以下の温度範囲内で乾燥を行う。好
ましい乾燥温度は、下限として３０℃以上、好ましくは４０℃以上、上限として８０℃以
下、好ましくは７０℃以下が良い。乾燥に要する時間は、乾燥温度との関係で決まるが、
概ね０．０１時間以上から４８時間までが選択される。
【０１１３】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系膜は特に限定されるものではなく、（メタ
）アクリロニトリル系高分子の例としては、下記式（１８）で表されるものが挙げられる
。
【化１８】

（式中、Ｒ１９およびＲ２０は、水素またはメチル基を表す。Ｒ２１は炭素数１～１４の
アルキル基またはアラルキル基を表す。アルキル基の水素原子またはアラルキル基の水素
原子は、炭素数１～１０のアルコキシ基によって置換されていてもよい。式中ｘおよｙは
繰り返し単位を表す。）
　その中でも、ポリ（メタ）アクリロニトリルやポリ（メタ）アクリロニトリル酸エステ
ルなど用いることができる。好ましくはポリアクリロニトリル、ポリメタアクリロニトリ
ルが良い。
【０１１４】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子を構成するモノマー組成は、（メタ
）アクリロニトリル含量が少なくとも５０重量％以上、好ましくは６０重量％以上であり
、（メタ）アクリロニトリルに対して共重合性を有するビニル化合物の一種又は二種以上
の含量が５０重量％以下、好ましくは４０重量％以下である。上記ビニル化合物としては
、（メタ）アクリロニトリルに対して共重合性を有する公知の化合物であれば良く、特に
限定されないが、好ましい共重合成分としては、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル
酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、イタコン酸、酢酸ビニル、（メタ）アクリルスル
ホン酸ナトリウム、ｐ（パラ）－スチレンスルホン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルメタ
クリレート、メタアクリル酸エチルトリエチルアンモニウムクロライド、メタアクリル酸
エチルトリメチルアンモニウムクロライド、ビニルピロリドン等を例示することができる
。例えば、アクリロニトリル－アクリル酸メチル－ＰＶＰ共重合体などが挙げられる。
　必要に応じて高分子末端および／または主鎖中にエステル化、エーテル化、エポキシ化
など各種変性を実施することができる。また、免疫グロブリンの静電気的な特性との相性
から、アミノ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、カルボキシル基、スルフ
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ォニル基、スルホン酸基などの化学構造を必要に応じて導入しても良い。
【０１１５】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜は、主として（メタ）アクリロニ
トリル系高分子からなるものであるが、（メタ）アクリロニトリル系高分子の特性を損な
わない範囲で他の高分子量物質や添加物を含有していてもよい。これらの高分子を二種以
上、組み合わせて実施することも可能である。
【０１１６】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子の重量平均分子量は、下限としては
５０００以上、好ましくは１万以上、特に好ましくは２万以上が良く、上限として１００
万以下、好ましくは５０万以下、特に好ましくは３０万以下が良い。この範囲内であれば
、十分な強度と成膜性が得られる。
【０１１７】
　本発明においては、（メタ）アクリロニトリル系高分子とともに、膜の孔の大きさをコ
ントロールするためと、親水性を付与するために、親水性高分子が用いられることが好ま
しい。親水性高分子としては、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレン
グリコールブロック共重合体、ポリビニルアルコール、ポリ（メタ）アクリルアミド、ポ
リ－Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、ポリ－Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリ
ルアミド、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、カルボキシメ
チルセルロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどが挙げられる。
中でも、ポリビニルピロリドンは、（メタ）アクリロニトリル系高分子との相溶性がよく
、膜全体の親水性を高める上で特に好ましい。
【０１１８】
　本発明で係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜に親水性を付与する親水性高分子
の重量平均分子量は、下限としては１，０００以上、好ましくは５，０００以上が良く、
上限としては２００万以下、好ましくは１００万以下、特に好ましくは５０万以下が良い
。
例えばポリビニルピロリドンではＢＡＳＦ社より様々なグレードが市販されており、その
重量平均分子量が９，０００のもの（Ｋ１７）、以下同様に４５，０００（Ｋ３０）、４
５０，０００（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。
【０１１９】
　本発明に係る（メタ）アクリロニトリル系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１
量体と２量体を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好
ましくは２５万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好
ましくは４０万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロ
ブリンの透過量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体
および２量体が共に膜を透過し、分画性能が低下する。
　本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６０００
０）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（
６６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行
い、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【０１２０】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を製造する方法は何ら限定しない
が、例えば湿式成膜法が挙げられる。湿式成膜法とは膜材料を良溶媒に溶解した膜原液と
、膜原液中の良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固液とを
接触させることで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて、膜を得る方法であ
る。
【０１２１】
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　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良
溶媒とは、水に混和可能なものであれば何ら限定しないが、２０℃の純水１００ｇに１０
ｇ以上溶解可能であり、かつ膜材料の（メタ）アクリロニトリル系高分子を５重量％以上
溶解するものが好ましい。例えば、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセ
トアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトン、γ－ブチ
ロラクトンなどが挙げられる。危険性、安全性、毒性の面からジメチルスルホキシド、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンが好ましく用いられる。これ
らの溶媒は、単独で、もしくは２種以上組み合わせて使用できる。
【０１２２】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜
原液は、目的の構造および性能を有する（メタ）アクリロニトリル系高分子を製造できれ
ば何ら限定はしないが、濃度を上げるにつれて成膜性は向上するが、逆に膜の空孔率は減
少し、透水性が低下する傾向がある。そのため、膜原液全体を１００重量％とした場合、
（メタ）アクリロニトリル系高分子の濃度範囲としては、分子量によって異なるが、下限
として２重量％以上、好ましくは５重量％以上、特に好ましくは１０重量％以上である。
また上限としては５０重量％以下、好ましくは４０重量％以下、特に好ましくは３０重量
％以下で均一に溶解した溶液が好適に使用される。（メタ）アクリロニトリル系高分子の
濃度が２重量％未満では成膜原液の粘度が低く、成膜しにくい傾向にあり、５０重量％よ
り高いと成膜原液の粘度が高すぎ、成膜は困難となる傾向にある。また、原液粘度、溶解
状態を制御する目的で水、塩類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、グリコール類等
の非溶剤を複数添加することも可能であり、その種類、添加量は組み合わせにより随時決
定すればよい。
【０１２３】
　また、該膜原液の温度は、下限として０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましく
は２５℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温度条件
下であれば、膜原液として好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることができる
。
　本発明において使用する膜原液には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０１２４】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法で親水性高分子
を用いる場合、その役割は、前述のとおり、主に外側の多孔支持層部分の多孔構造を促進
して形成させるところにあり、膜原液の増粘効果を奏するものである。膜原液中に添加す
る親水性高分子の量は安定した成膜を行うために親水性ポリマーの分子量と添加量を適宜
調整することもできる。膜原液の粘度が低い場合、成膜時に糸切れ、糸揺れなどを起こし
、製糸性が不安定になる場合がある。逆に膜原液の粘度が高すぎる場合、多孔支持層を充
分に成長させることができず、外層の多孔構造の空孔率が不十分となり、目的の高い透過
性を持つ膜が得られにくくなる。更には、膜原液の粘度が上がることで、口金から吐出さ
れた原液がメルトフラクチャーを起こすことも危惧される。
【０１２５】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法において、膜原
液中の親水性高分子の濃度の上限値は、使用する親水性高分子の種類と分子量に応じて最
適値が決定されるが、通常４０重量％以下、好ましくは３０重量％以下である。
【０１２６】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝
固液としては、膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成
することができる物質であれば何ら限定しないが、例えば、純水、モノアルコール系溶媒
、ポリオール系溶媒又はこれら２種以上の混合液などが好適に使用される。モノアルコー
ル系溶の例としては、メタノール、エタノール、プロパノールなどが挙げられる。また、
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ポリオール系溶媒の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、テトラエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、１，
２－ブタンジオール、１，４－ブタンジオールなどが挙げられる。凝固液中にポリビニル
アルコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシ
ド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、ポリ（メタ
）アクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキ
シメタクリレート、ポリ（メタ）アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリ
フマル酸、ポリシトラコン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸、ポリ－ｐ－スチレンス
ルフォン酸ナトリウム、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、カルボキシメチルセ
ルロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチン、などの水溶性高分子を添
加することも可能である。さらにｎ－ヘキサン、ｎ－ヘプタン等の脂肪族炭化水素類など
ポリマーを溶解しない液体でも良い。添加する水溶性高分子の分子量や添加量にも依存す
るが、これらを添加することにより濾過性能を向上させることが可能である。また、凝固
液中に、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホ
キシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクトン、プロピレンカーボネート
、エチレンカーボネートなどの良溶媒を含有させることも可能である。特に、良溶媒を非
溶媒に含有させた凝固液を使用する場合、その組成は、膜原液の組成、膜原液と凝固液と
の接触温度などで異なるが、概ね、凝固液全体を１００重量％とした場合、良溶媒の重量
％として９０重量％以下が好ましい。この範囲であれば、膜を形成するのに必要十分な濃
度誘起相分離を十分に達成できる。
【０１２７】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法における成膜温
度とは、膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘起相分離を生じさせる時の温度であれば何ら
限定しないが、成膜温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましく
は２５℃以上である。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸
点から５℃以上低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜
であれば二重紡口の温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【０１２８】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜
原液、凝固液、特に中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は均一
溶解後に、溶存気体を除去することが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の
発泡による膜の欠陥を著しく改善することできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を
除くことで、高い温度下での膜加工による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝
固液、内部凝固液に気体が溶存していない場合は、この工程を省略しても良い。
【０１２９】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製
造する場合、二重紡口から出た膜原液と内部凝固液による凝固をより促進するため、紡口
直下に槽（以後、凝固槽）を設け、凝固槽中に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と
接触させることができる。
【０１３０】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製
造する場合、中空糸膜の断面構造を均一構造のみならず、様々な不均一構造まで、自由に
構造制御するために紡口から外部凝固液面までの距離（以後、空走距離）および紡口から
外部凝固液面までの空間の温度と湿度を調整することができる。空間の温度と湿度を調整
できれば何ら限定しないが、例えば、空走距離の下限としては０．００１ｍ以上、好まし
くは０．００５ｍ以上、特に好ましくは０．０１ｍ以上、上限として２．０ｍ以下、好ま
しくは１．５ｍ以下、特に好ましくは１．２ｍ以下である。また紡口から外部凝固面まで
の空間における温度は、下限として１０℃以上、好ましくは２０℃以上、特に好ましくは
２５℃以上である。湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下限として０％以上、好まし
くは１０％以上、特に好ましくは３０％以上であり、上限としては１００％以下である。
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【０１３１】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製
造する場合の巻取り速度は、製造条件である各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内
部凝固液および外部凝固液の組成、原液および各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね３
００ｍ／時間から９０００ｍ／時間の速度が選択される。
【０１３２】
　本発明に係わる（メタ）アクリロニトリル系高分子膜を得る湿式成膜法においては、凝
固液による凝固後、膜の強度を強めるため脱溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することがで
きる。脱溶媒液には、凝固液による濃度誘起相分離後、残存している溶媒を除去できる溶
媒であり、膜を溶解しないものであればいずれの溶媒でも用いることが可能である。一般
には、水、エタノール等を用いることが多い。
【０１３３】
　本発明に係わる湿式成膜法により得られた未乾燥の本発明の（メタ）アクリロニトリル
系高分子膜の乾燥温度は、乾燥中の膜破断が生じない温度であれば何ら限定はしないが、
例えば、２０℃以上から（メタ）アクリロニトリル系高分子の溶融温度以下の温度範囲内
で乾燥を行う。好ましい乾燥温度としては３０℃以上、７５℃以下である。乾燥に要する
時間は、乾燥温度との関係で決まるが、概ね０．０１時間以上から４８時間までが選択さ
れる。
【０１３４】
　本発明に係わるフッ素系高分子の重量平均分子量は、下限としては５万以上、好ましく
は１０万以上、特に好ましくは１５万以上が良く、上限として５００万以下、好ましくは
２００万以下、特に好ましくは１００万以下が良い。一般に平均分子量が１００万を超え
るような樹脂については、ゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ）測定が困難であるので
、その代用として粘度法による粘度平均分子量をあてることができる。平均分子量が５万
より小さいと、溶融成型の際のメルトテンションが小さくなり成形性が悪くなったり、膜
の力学強度が低くなったりするので好ましくない。平均分子量が５００万を超えると、均
一な溶融混練が難しくなるために好ましくない。
【０１３５】
　免疫グロブリンの吸着による閉塞を防ぐために、膜に親水性を付与することが必要とな
る。親水化処理の方法としては、例えば、界面活性剤を含む溶液にフッ素系高分子膜を浸
漬した後、乾燥してフッ素系高分子膜中に界面活性剤を残留させる方法、電子線やガンマ
線等の放射線を照射する、あるいは過酸化物を用いることによって、フッ素系高分子膜の
細孔表面に親水性のアクリル系モノマーやメタクリル系モノマー等をグラフトする方法、
成膜時に親水性高分子を予め混合する方法、親水性高分子を含む溶液にフッ素系高分子膜
を浸漬した後、乾燥してフッ素系高分子膜の細孔表面に親水性高分子の被膜を作る方法等
が挙げられるが、親水化の永続性や親水性添加物の漏洩の可能性を考慮するとグラフト重
合が最も好ましい。特に、特開昭６２－１７９５４０号公報、特開昭６２－２５８７１１
号公報、および米国特許第４，８８５，０８６号明細書に開示された放射線グラフト重合
法による親水化処理は、膜内全領域の細孔内表面に均一な親水化層を形成し得る点で好ま
しい。
【０１３６】
　本発明のグラフト重合に使用する親水性モノマーとしては、ビニル基を有する親水性モ
ノマーであれば特に限定されるものではない。好ましくは、１個のビニル基を有するモノ
マーが良い。さらに、スルホン基、カルボキシル基、アミド基、中性水酸基、スルフォニ
ル基、スルフォニル基、スルホン酸基等を含む（メタ）アクリル系モノマーが好適に使用
できるが、免疫グロブリンを含む溶液を濾過する場合には中性水酸基を含むモノマーが特
に好ましい。本発明に係わる親水性モノマーとは、大気圧下で、２５℃の純水に１容量％
混合させた時に均一溶解するモノマーである。例えば、ヒドロキシプロピルアクリレート
等のヒドロキシル基を有する、もしくはその前駆体となる官能基を有するビニルモノマー
、メタクリル酸トリエチルアンモニウムエチル等のアニオン交換基を有するビニルモノマ
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ー、メタクリル酸スルホプロピル等のカチオン交換基を有するビニルモノマー、ビニルピ
ロリドン等のアミド結合を有するビニルモノマー等が挙げられる。中でも、１個以上のヒ
ドロキシル基、あるいはその前駆体となる官能基を有するビニルモノマーが、免疫グロブ
リン溶液の透過性が最も高いため好ましい。具体的には、ヒドロキシプロピルアクリレー
ト、２－ヒドロキシエチルメタクリレート等の（メタ）アクリル酸と多価アルコールのエ
ステル類、アリルアルコール等の不飽和結合を有するアルコール類、および酢酸ビニル、
プロピオン酸ビニル等のエノールエステル類等が挙げられる。さらに、１個のビニル基を
有する親水性モノマーとともに、２個以上のビニル基を有する架橋剤を、上記親水性モノ
マーに対して、２０ｍｏｌ％以上、１０００ｍｏｌ％以下の割合で用いて、グラフト重合
法によって共重合させることにより、充分に親水化が達成されたものである。
【０１３７】
　本発明に係わる使用する架橋剤は、上記親水性モノマーと共重合しうる２個以上のビニ
ル基を有する架橋剤であり、親水性モノマーと同時に膜に接触させることにより導入する
。架橋剤の数平均分子量は、下限としては、２００以上、好ましくは２５０以上、より好
ましくは３００以上であり、上限としては、２０００以下、好ましくは１０００以下、よ
り好ましくは６００以下である。架橋剤の数平均分子量が２００以上、２０００以下であ
ると、免疫グロブリン溶液の高い濾過速度が得られ好ましい。本発明においては、２個以
上のビニル基を有する架橋剤であれば、いかなる架橋剤も使用できるが、親水性の架橋剤
が好ましい。ここで親水性の架橋剤とは、大気圧下で、２５℃の純水に１容量％混合させ
た時に均一溶解する架橋剤である。
【０１３８】
　本発明で用いられる架橋剤の具体例としては、芳香族系ではジビニルベンゼン誘導体、
脂肪族系ではエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリ
レート等のようなメタクリル酸系の架橋剤、エチレングリコールジアクリレート、ポリエ
チレングリコールジアクリレート等のような（メタ）アクリル酸系の架橋剤等が挙げられ
る。また、トリメチロールプロパントリメタクリレートのような３個の反応性基を有する
架橋剤も用いることが出来る。また、架橋剤は２種類以上の混合物も用いることが出来る
。本発明において、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコール
ジアクリレート、またはそれらの混合物を用いることが、免疫グロブリン１量体透過性と
免疫グロブリン２量体除去性能の観点から最も好ましい。
【０１３９】
　本発明に係わるグラフト重合法とは、ラジカルが発生させる方法であれば何ら限定しな
いが、例えば、放射線開始剤の添加や電離性放射線や化学反応等の手段によってフッ素系
高分子膜にラジカルを生成させ、そのラジカルを開始点として、該膜にモノマーをグラフ
ト重合させる反応である。本発明において、フッ素系高分子膜にラジカルを生成させるた
めにはいかなる手段も採用しうるが、膜全体に均一なラジカルを生成させるためには、電
離性放射線の照射が好ましい。電離性放射線の種類としては、γ線、電子線、β線、中性
子線等が利用できるが、工業規模での実施には電子線またはγ線が最も好ましい。電離性
放射線はコバルト６０、ストロンチウム９０、およびセシウム１３７などの放射性同位体
から、またはＸ線撮影装置、電子線加速器および紫外線照射装置等により得られる。
【０１４０】
　本発明に係わる電離性放射線の照射線量は、１ｋＧｙから１０００ｋＧｙまでが好まし
い。１ｋＧｙ未満ではラジカルが均一に生成せず、１０００ｋＧｙを越えると膜強度の低
下を引き起こすことがある。グラフト重合法は一般に膜にラジカルを生成した後、ついで
それを反応性化合物と接触させる前照射法と、膜を反応性化合物と接触させた状態で膜に
ラジカルを生成させる同時照射法に大別される。本発明においては、いかなる方法も適用
しうるが、オリゴマーの生成が少ない前照射法が最も好ましい。
【０１４１】
　本発明では、ラジカルを生成したフッ素系高分子膜と、親水性モノマーおよび架橋剤と
の接触は、気相でも液相で達成されるが、本発明においては、グラフト反応が均一にすす
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む液相で接触させる方法が好ましい方法である。グラフト反応をさらに均一に進めるため
に、親水性モノマーおよび架橋剤はあらかじめ溶媒中に溶解させてから、フッ素系高分子
膜と接触させることが望ましい。親水性モノマーおよび架橋剤を溶解する溶媒としては、
均一溶解できるものであれば特に限定されない。このような溶媒として、例えば、エタノ
ールやイソプロパノール、ｔ－ブチルアルコール等のアルコール類、ジエチルエーテルや
テトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトンや２－ブタノン等のケトン類、水、あるい
はそれらの混合物等が挙げられる。
【０１４２】
　本発明に係わるグラフト重合は、親水性モノマーと架橋剤を合わせた濃度で０．３容量
％～３０容量％の反応液を用い、フッ素系高分子膜１ｇに対して１０×１０－５～１００
×１０-5ｍ3の割合で反応を行うことが望ましい。該範囲内でグラフト重合を行えば、親
水化層によって孔が埋まることもなく、均一性に優れた膜が得られる。
　本発明に係わるグラフト重合時の反応温度は、重合反応が起これば特に限定されるもの
ではないが、一般的に２０℃から８０℃までで行われる。
　本発明に係わるグラフト重合は、フッ素系高分子膜と親水性のモノマーを接触させる際
に、親水性のモノマーは気体、液体又は溶液のいずれの状態でもよいが、均一な親水化層
を形成させるためには、液体又は溶液であることが好ましく、溶液であることが特に好ま
しい。
【０１４３】
　本発明に係わる親水性フッ素系高分子膜は、疎水性のフッ素系高分子膜に強固な架橋構
造を有する親水化層を導入することで、免疫グロブリン１量体透過性と免疫グロブリン２
量体阻止性を高いレベルで実現することができる。そのために、親水性モノマーに対して
架橋剤を、下限としては、２０ｍｏｌ％以上、好ましくは３０ｍｏｌ％以上の割合で、上
限としては、１０００ｍｏｌ％以下、好ましくは５００ｍｏｌ％以下、さらに好ましくは
２００ｍｏｌ％以下の割合で用いることが良い。
【０１４４】
　本発明は、疎水性フッ素系高分子膜に親水化層を導入し、高い免疫グロブリン１量体透
過性を実現する。そのために、疎水性フッ素系高分子膜にグラフトされるグラフト率は、
下限として、３％以上、好ましくは４％以上、より好ましくは５％以上、上限として、５
０％以下、好ましくは３０％以下、より好ましくは２０％以下が良い。グラフト率が３％
未満であると膜の親水性が不足し、タンパク質の吸着にともなう濾過速度の急激な低下を
引き起こす。５０％を越えると、比較的小さな孔が親水化層によって埋まってしまい、充
分な濾過速度が得られない。ここで言うグラフト率とは下記式（３）で定義される値であ
る。
　グラフト率（％）＝
（グラフト後の膜重量－グラフト前の膜重量）／グラフト前の膜重量×１００   （３）
【０１４５】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜の親水性の度合いは、接触角によって評価することが
できる。２５℃における前進接触角および後退接触角の平均値が６０度以下であることが
好ましく、４５度以下であることがより好ましく、更に好ましくは３０度以下である。ま
た、簡便な評価法としては、フッ素系高分子膜を水と接触させた際に、膜の細孔内部に水
が自発的に浸透すれば充分な親水性を持つと判断してよい。
【０１４６】
　本発明に係る親水性フッ素系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２量体
を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは２５
万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは４０
万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの透過
量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２量体
が共に膜を透過し、分画性能が低下する。
本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６００００
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）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（６
６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行い
、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【０１４７】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例えば、溶融成
膜法や湿式成膜法が挙げられる。溶融成膜法とは、膜材料と可塑剤を加熱することで均一
混合させた後、冷却することにより相分離を発生させ、得られた膜フィルムから可塑剤を
抽出することで膜を得る方法である。また、湿式成膜法とは膜材料を良溶媒に溶解した膜
原液と、膜原液中の良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固
液とを接触させることで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて、膜を得る方
法である。
【０１４８】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る代表的な溶融成膜法は、下記（ａ）～（ｃ）の
工程を含む。
（ａ）フッ素系高分子と可塑剤を含む組成物を該フッ素系高分子の結晶融点以上に加熱し
て均一溶解した後、該組成物を吐出口から吐出し、膜を形成する工程；
（ｂ）下記式（４）に定義するドラフト比が１以上１５以下となるような引取速度で該膜
を引取りながら、該フッ素系高分子に対して部分的な溶解性を有する不揮発性液体を、該
温度が１００℃以上に加熱された状態で、膜の一方の表面に接触させ、他方の膜表面は冷
却する工程：
　ドラフト比＝（膜の引取速度）／（組成物の吐出口における吐出速度）　　　　（４）
（ｃ）該可塑剤および該不揮発性液体の実質的な部分を除去する工程。
【０１４９】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る溶融成膜法に用いられるポリマー濃度は、フッ
素系高分子および可塑剤を含む組成物中に下限として、２０重量％以上、好ましくは３０
重量％以上、より好ましくは３５重量％が良く、上限としては、９０重量％以下、好まし
くは８０重量％以下、より７０重量％以下が良い。ポリマー濃度が２０重量％未満になる
と、成膜性が低下する、充分な力学強度が得られない等の不都合が発生する。ポリマー濃
度が９０重量％を超えると、得られるフッ素系高分子膜の孔径が小さくなりすぎるととも
に、空孔率が小さくなるため、濾過速度が低下し、実用に耐えない。
【０１５０】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る溶融成膜法に用いられる可塑剤としては、フッ
素系高分子膜を製造する組成でフッ素系高分子と混合した際に樹脂の結晶融点以上におい
て均一溶液を形成し得る不揮発性溶媒を用いる。ここで言う不揮発性溶媒とは、大気圧下
において２５０℃以上の沸点を有するものである。可塑剤の形態は、概ね常温２０℃にお
いて、液体であっても固体であっても差し支えない。また、フッ素系高分子との均一溶液
を冷却した際に、常温以上の温度において熱誘起型固液相分離点を持つような、いわゆる
固液相分離系の可塑剤を用いても良い。可塑剤の中には、フッ素系高分子との均一溶液を
冷却した際に、常温以上の温度において熱誘起型液液相分離点を有するものもあるが、一
般に、液液相分離系の可塑剤を用いた場合は、得られたフッ素系高分子膜は大孔径化する
傾向がある。ここで用いられる可塑剤は単品又は複数の物質の混合物であってもよい。
【０１５１】
　熱誘起型固液相分離点を測定する方法は、フッ素系高分子と可塑剤を含む所定濃度の組
成物を予め溶融混練したものを試料として用い、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）などの熱分
析により該樹脂の発熱ピーク温度を測定することにより求めることができる。また、該樹
脂の結晶化点を測定する方法は、予め該樹脂を溶融混練したものを試料として用い、同様
に熱分析により求めることができる。
【０１５２】
　本発明に係わる可塑剤としては、国際公開ＷＯ０１／２８６６７号に開示されている可
塑剤が挙げられる。即ち、下記式（５）で定義する組成物の相分離点降下定数αが、下限
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として、０℃以上、好ましくは１℃以上、より好ましくは５℃以上が良く、上限として、
４０℃以下、好ましくは３５℃以下、より好ましくは３０℃以下の可塑剤が良い。相分離
点降下定数が４０℃を超えると、孔径の均質性や強度が低下してしまうために好ましくな
い。
　α＝１００×（Ｔｃ

０－Ｔｃ）÷（１００－Ｃ）                        　（５）
　　αは相分離点降下定数（℃）
　　Ｔｃ

０はフッ素系高分子の結晶化温度（℃）
　　Ｔｃは組成物の熱誘起固液相分離点（℃）
　　Ｃは組成物中のフッ素系高分子の濃度（重量％）
【０１５３】
　具体的には、エステル鎖の炭素鎖長が７以下のフタル酸エステル類、アジピン酸エステ
ル類、セバシン酸エステル類、エステル鎖の炭素鎖長が８以下のリン酸エステル類、クエ
ン酸エステル類等が好適に使用でき、特にフタル酸ジヘプチル、フタル酸ジシクロヘキシ
ル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジメチル、アジピン酸ジブチル、セ
バシン酸ジブチル、リン酸トリフェニル、リン酸トリクレジル、リン酸ジフェニルクレジ
ル、リン酸トリ（２－エチルヘキシル）、リン酸トリブチル、アセチルクエン酸トリブチ
ル等が特に好ましい。
【０１５４】
　本発明において使用する組成物には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０１５５】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る溶融成膜法において、フッ素系高分子と可塑剤
を含む組成物を均一溶解させる第一の方法は、該樹脂を押出機等の連続式樹脂混練装置に
投入し、樹脂を加熱溶融させながら任意の比率で可塑剤を導入してスクリュー混練するこ
とにより、均一溶液を得る方法である。投入する樹脂の形態は、粉末状、顆粒状、ペレッ
ト状の何れでもよい。また、このような方法によって均一溶解させる場合は、可塑剤の形
態は常温液体であることが好ましい。押出機としては、単軸スクリュー式押出機、二軸異
方向スクリュー式押出機、二軸同方向スクリュー式押出機等が使用できる。
【０１５６】
　フッ素系高分子と可塑剤を含む組成物を均一溶解させる第二の方法は、ヘンシェルミキ
サー等の撹拌装置を用いて、フッ素系高分子と可塑剤を予め混合して分散させ、得られた
組成物を押出機等の連続式樹脂混練装置に投入して溶融混練することにより、均一溶液を
得る方法である。投入する組成物の形態については、可塑剤が常温液体である場合はスラ
リー状とし、可塑剤が常温固体である場合は粉末状や顆粒状等とすればよい。
【０１５７】
　フッ素系高分子と可塑剤を含む組成物を均一溶解させる第三の方法は、ブラベンダーや
ミル等の簡易型樹脂混練装置を用いる方法や、その他のバッチ式混練容器内で溶融混練す
る方法である。この方法によれば、バッチ式の工程となるため生産性は良好とは言えない
が、簡易でかつ柔軟性が高いという利点がある。
【０１５８】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る溶融成膜法において、フッ素系高分子と可塑剤
を含む組成物をフッ素系高分子の結晶融点以上の温度に加熱均一溶解させた後、Ｔダイや
サーキュラーダイ、環状紡口の吐出口から平膜状、中空糸状の形状に押出す（ａ）の工程
の後に、冷却固化させて成型を行う（ｂ）の工程に移るが、この工程において、膜構造を
形成する。
【０１５９】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る溶融成膜法においては、均一に加熱溶解したフ
ッ素系高分子と可塑剤を含む組成物を吐出口から吐出させ、下記式（６）で定義するドラ
フト比が１以上１５以下となるような引取速度で該膜を引取りながら、該フッ素系高分子
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に対して部分的な溶解性を有する不揮発性液体を接触させ、膜を形成させる。
　ドラフト比＝（膜の引取速度）／（組成物の吐出口における吐出速度）　     （６）
【０１６０】
上記ドラフト比は、好ましくは下限としては、１．５以上、より好ましくは２以上が良く
、好ましくは上限としては、１０以下、より好ましくは７以下が良い。ドラフト比が１未
満では膜にテンションがかからないために成型性が低下し、１５を超える場合は、膜が引
伸ばされるために、充分な厚みの粗大構造層を形成させることが難しい。ここで言う組成
物の吐出口における吐出速度は下記式（７）で与えられる。
　組成物の吐出口における吐出速度＝
　（単位時間当りに吐出される組成物の体積）／（吐出口の面積）　　　    （７）
【０１６１】
　吐出速度は、下限として、１ｍ／分以上、好ましくは３ｍ／分以上が良く、上限として
、６０ｍ／分以下、より好ましくは４０ｍ／分以下が良い。吐出速度が１ｍ／分未満の場
合は、生産性が低下することに加えて、吐出量の変動が大きくなる等の問題が発生する。
反対に、吐出速度が６０ｍ／分を超える場合は、吐出量が多いために吐出口で乱流が発生
し、吐出状態が不安定になる場合がある。また、引取速度は吐出速度に合わせて設定する
ことができ、下限としては、１ｍ／分以上、好ましくは３ｍ／分以上が良く、上限として
は、２００ｍ／分以下、好ましく１５０ｍ／分以下が良い。引取速度が１ｍ／分未満の場
合は、生産性、成型性が低下し、引取速度が２００ｍ／分を超える場合は、冷却時間が短
くなる、膜にかかるテンションが大きくなることによって膜の断裂が起き易くなる。
【０１６２】
　本発明においては、可塑剤を除去するために抽出溶剤を使用する。抽出溶剤はフッ素系
高分子に対して貧溶媒であり、かつ可塑剤に対して良溶媒であり、沸点がフッ素系高分子
膜の融点より低いことが好ましい。このような抽出溶剤としては、例えば、ヘキサンやシ
クロヘキサン等の炭化水素類、塩化メチレンや１，１，１－トリクロロエタン等のハロゲ
ン化炭化水素類、エタノールやイソプロパノール等のアルコール類、ジエチルエーテルや
テトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトンや２－ブタノン等のケトン類、又は水が挙
げられる。
【０１６３】
　本発明において、可塑剤を除去する第一の方法は、抽出溶剤が入った容器中に所定の大
きさに切り取ったフッ素系高分子膜を浸漬し充分に洗浄した後に、付着した溶剤を風乾さ
せるか、又は熱風によって乾燥させることにより行う。この際、浸漬の操作や洗浄の操作
を多数回繰り返して行うとフッ素系高分子膜中に残留する可塑剤が減少するので好ましい
。また、浸漬、洗浄、乾燥の一連の操作中にフッ素系高分子膜の収縮を抑えるために、フ
ッ素系高分子膜の端部を拘束することが好ましい。
【０１６４】
　可塑剤を除去する第二の方法は、抽出溶剤で満たされた槽の中に連続的にフッ素系高分
子膜を送り込み、可塑剤を除去するのに充分な時間をかけて槽中に浸漬し、しかる後に付
着した溶剤を乾燥させることにより行う。この際、槽内部を多段分割することにより濃度
差がついた各槽に順次フッ素系高分子膜を送り込む多段法や、フッ素系高分子膜の走行方
向に対し逆方向から抽出溶剤を供給して濃度勾配をつけるための向流法のような公知の手
段を適用すると、抽出効率が高められ好ましい。第一および第二の方法においては、何れ
も可塑剤をフッ素系高分子膜から実質的に除去することが重要である。実質的に除去する
とは、分離膜としての性能を損なわない程度にフッ素系高分子膜中の可塑剤を除去するこ
とを指し、フッ素系高分子膜中に残存する可塑剤の量は１重量％以下となることが好まし
く、さらに好ましくは１００重量ｐｐｍ以下である。フッ素系高分子膜中に残存する可塑
剤の量は、ガスクロマトグラフィや液体クロマトグラフィー等で定量することができる。
また、抽出溶剤を、該溶剤の沸点未満、好ましくは沸点－５℃以下の範囲内で加温すると
、可塑剤と溶剤との拡散を促進することができるので抽出効率を高めることができ好まし
い。
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【０１６５】
　本発明においては、可塑剤を除去する工程の前若しくは後、又は前後において、フッ素
系高分子膜に加熱処理を施すと、可塑剤を除去した際のフッ素系高分子膜の収縮の低減、
フッ素系高分子膜の強度の向上、および耐熱性の向上といった効果が得られる。加熱処理
の方法としては、熱風中にフッ素系高分子膜を配して行う方法、熱媒中にフッ素系高分子
膜を浸漬して行う方法、または加熱温調した金属製のロール等にフッ素系高分子膜を接触
させて行う方法がある。加熱処理において、寸法を固定した状態で行うと、特に微細な孔
の閉塞を防ぐことができるために好ましい。加熱処理の温度は、融点以下で行う事が好ま
しい。ポリフッ化ビニリデンの場合、下限としては１２１℃以上、好ましくは１２５以下
が良く、上限としては１７０℃以下、好ましくは１６５℃以下が良い。融点を超えると、
加熱処理中に膜が破断する、細孔が潰れる等の不都合が発生する可能性がある。　
【０１６６】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る代表的な湿式成膜法について説明する。
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒とは、水に混和
可能なものであれば何ら限定しないが、２０℃の純水１００ｇに１０ｇ以上溶解可能であ
り、かつ膜材料のフッ素系高分子膜を５重量％以上溶解するものが好ましい。例えば、Ｎ
－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ
，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトン、γ－ブチロラクトンなどが挙げられる。危険性
、安全性、毒性の面からジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メ
チル－２－ピロリドンが好ましく用いられる。これらの溶媒は、単独で、もしくは２種以
上組み合わせて使用できる。
【０１６７】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液は、目的の構造
および性能を有するフッ素系高分子膜を製造できれば何ら限定はしない。膜原液における
フッ素系高分子の濃度に関しては、濃度を上げるにつれて成膜性は向上するが、逆に膜の
空孔率は減少し、透水性が低下する傾向がある。そのため、膜原液全体を１００重量％と
した場合、フッ素系高分子の濃度範囲としては分子量によって異なるが、下限として２重
量％以上、好ましくは５重量％以上、特に好ましくは１０重量％以上である。また上限と
しては５０重量％以下、好ましくは４０重量％以下、特に好ましくは３０重量％以下で均
一に溶解した溶液が好適に使用される。
【０１６８】
　また、膜原液の温度は、下限として０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは
２５℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温度条件下
であれば、膜原液として好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることができる。
【０１６９】
　本発明において使用する膜原液には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０１７０】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法で親水性高分子を用いる場合、その
役割は、前述のとおり、主に外側の多孔支持層部分の多孔構造を促進して形成させるとこ
ろにあり、膜原液の増粘効果を奏するものである。膜原液中に添加する親水性高分子の量
は安定した成膜を行うために親水性ポリマーの分子量と添加量を適宜調整することもでき
る。膜原液の粘度が低い場合、成膜時に膜破れや膜切れなどを起こし、成膜性が不安定に
なる場合がある。逆に膜原液の粘度が高すぎる場合、多孔支持層を充分に成長させること
ができず、外層の多孔構造の空孔率が不十分となり、目的の高い透過性を持つ膜が得られ
にくくなる。更には、膜原液の粘度が上がることで、口金から吐出された原液がメルトフ
ラクチャーを起こすことも危惧される。
【０１７１】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法において、膜原液中の親水性高分子
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の濃度の上限値は、使用する親水性高分子の種類と分子量に応じて最適値が決定されるが
、通常４０重量％以下、好ましくは３０重量％以下である。
【０１７２】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液としては、膜原
液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成することができる物
質であれば何ら限定しない。例えば、純水、モノアルコール系溶媒、ポリオール系溶媒又
はこれら２種以上の混合液などが好適に使用される。モノアルコール系溶媒の例としては
、メタノール、エタノール、プロパノールなどが挙げられる。また、ポリオール系溶媒の
例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テ
トラエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコール、１，２－ブタンジオール
、１，４－ブタンジオールなどが挙げられる。凝固液中にポリビニルアルコール、ポリエ
チレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレング
リコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、ポリ（メタ）アクリルアミド、
ポリビニルピロリドン、ポリヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、
ポリ（メタ）アクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリシト
ラコン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸ナトリウ
ム、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、カルボキシメチルセルロース、澱粉、コ
ーンスターチ、ポリキトサン、ポリキチンなどの水溶性高分子を添加することも可能であ
る。添加する水溶性高分子の分子量や添加量にも依存するが、これらを添加することによ
り濾過性能を向上させることが可能である。また、凝固液中に、Ｎ－メチル－２－ピロリ
ドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド、γ－ブチロラクトンなどの良溶媒を含有させることも可能である。特に、良溶媒
を非溶媒に含有させた凝固液を使用する場合、その組成は、膜原液の組成、膜原液と凝固
液との接触温度などで異なるが、概ね、凝固液全体を１００重量％とした場合、良溶媒の
重量％として９０重量％以下が好ましい。この範囲であれば、膜を形成するのに必要十分
な濃度誘起相分離を十分に達成できる。
【０１７３】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法における成膜温度とは、膜原液と凝
固液を接触させ、濃度誘起相分離を生じさせる時の温度であれば何ら限定しないが、成膜
温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃以上である
。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から５℃以上低い
温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜であれば二重紡口の
温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【０１７４】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝固液、特に
中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は均一溶解後に、溶存気体
を除去することが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡による膜の欠陥
を著しく改善することできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くことで、高い温
度下での膜加工による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝固液、内部凝固液に
気体が溶存していない場合は、この工程を省略しても良い。
【０１７５】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、二重紡
口から出た膜原液と内部凝固液による凝固をより促進するため、紡口直下に槽（以後、凝
固槽）を設け、凝固槽中に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と接触させることがで
きる。
【０１７６】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合、中空糸
膜の断面構造を均一構造のみならず、様々な不均一構造まで、自由に構造制御するために
紡口から外部凝固液面までの距離（以後、空走距離）および紡口から外部凝固液面までの
空間の温度と湿度を調整することができる。空間の温度と湿度を調整できれば何ら限定し
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ないが、例えば、空走距離の下限としては０．００１ｍ以上、好ましくは０．００５ｍ以
上、特に好ましくは０．０１ｍ以上、上限として２．０ｍ以下、好ましくは１．５ｍ以下
、特に好ましくは１．２ｍ以下である。また紡口から外部凝固面までの空間における温度
は、下限として１０℃以上、好ましくは２０℃以上、特に好ましくは２５℃以上である。
湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下限として０％以上、好ましくは１０％以上、特
に好ましくは３０％以上であり、上限としては１００％以下である。
【０１７７】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合の巻取り
速度は、製造条件である各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液および外部
凝固液の組成、原液および各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね３００ｍ／時間から９
０００ｍ／時間の速度が選択される。
【０１７８】
　本発明に係わるフッ素系高分子膜を得る湿式成膜法においては、凝固液による凝固後、
膜の強度を強めるため脱溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することができる。脱溶媒液には
、凝固液による濃度誘起相分離後、残存している溶媒を除去できる溶媒であり、膜を溶解
しないものであればいずれの溶媒でも用いることが可能である。一般には、水、エタノー
ル等を用いることが多い。
【０１７９】
本発明に係わる湿式成膜法により得られた未乾燥の本発明のフッ素系高分子膜の乾燥温度
は、乾燥中の膜破断が生じない温度であれば何ら限定はしないが、例えば、２０℃以上か
らフッ素系高分子の溶融温度以下の温度範囲内で乾燥を行う。乾燥温度は、下限として、
３０℃以上、好ましくは４０℃以上が良く、上限としては１２０℃以下、好ましくは１０
０℃以下が良い。乾燥に要する時間は、乾燥温度との関係で決まるが、概ね０．０１時間
以上から４８時間までが選択される。　
【０１８０】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜は、主としてオレフィン系高分子からなるもので
あるが、オレフィン系高分子の特性を損なわない範囲で他の高分子量物質や添加物を含有
していてもよい。これらの高分子を二種以上、組み合わせて実施することも可能である。
　本発明に係わるオレフィン系高分子は、オレフィン類やアルケンをモノマーとして合成
される高分子であり、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリ４－メチル１－ペン
テンなどが挙げられる。さらに、上記ホモ重合体および上記共重合体を混合して使用する
こともできる。その中でも、ポリエチレンが好ましい。
【０１８１】
　本発明に係わるオレフィン系高分子の重量平均分子量は、下限としては５万以上、好ま
しくは１０万以上、特に好ましくは１５万以上が良く、上限として５００万以下、好まし
くは２００万以下、特に好ましくは１００万以下が良い。一般に平均分子量が１００万を
超えるような樹脂については、ＧＰＣ測定が困難であるので、その代用として粘度法によ
る粘度平均分子量をあてることができる。平均分子量が５万より小さいと、溶融成型の際
のメルトテンションが小さくなり成形性が悪くなったり、膜の力学強度が低くなったりす
るので好ましくない。平均分子量が５００万を超えると、均一な溶融混練が難しくなるた
めに好ましくない。
【０１８２】
　免疫グロブリンの吸着による閉塞を防ぐために、膜に親水性を付与することが必要とな
る。親水化処理の方法としては、例えば、界面活性剤を含む溶液にオレフィン系高分子膜
を浸漬した後、乾燥してオレフィン系高分子膜中に界面活性剤を残留させる方法、電子線
やガンマ線等の放射線を照射する、あるいは過酸化物を用いることによって、オレフィン
系高分子膜の細孔表面に親水性の（メタ）アクリル系モノマー等をグラフトする方法、成
膜時に親水性高分子を予め混合する方法、親水性高分子を含む溶液にオレフィン系高分子
膜を浸漬した後、乾燥してオレフィン系高分子膜の細孔表面に親水性高分子の被膜を作る
方法等が挙げられるが、親水化の永続性や親水性添加物の漏洩の可能性を考慮するとグラ
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フト重合が最も好ましい。特に、特開昭６２－１７９５４０号公報、特開昭６２－２５８
７１１号公報、および米国特許第４，８８５，０８６号明細書に開示された放射線グラフ
ト重合法による親水化処理は、膜内全領域の細孔内表面に均一な親水化層を形成し得る点
で好ましい。
【０１８３】
　本発明のグラフト重合に使用する親水性モノマーとしては、ビニル基を有する親水性モ
ノマーであれば特に限定されるものではない。好ましくは、１個のビニル基を有するモノ
マーが良い。さらに、スルホン基、カルボキシル基、アミド基、中性水酸基、スルフォニ
ル基、スルホン酸基等を含む（メタ）アクリル系モノマーが好適に使用できるが、免疫グ
ロブリンを含む溶液を濾過する場合には中性水酸基を含むモノマーが特に好ましい。本発
明に係わる親水性モノマーとは、大気圧下で、２５℃の純水に１容量％混合させた時に均
一溶解するモノマーである。例えば、ヒドロキシプロピルアクリレート等のヒドロキシル
基を有する、もしくはその前駆体となる官能基を有するビニルモノマー、メタクリル酸ト
リエチルアンモニウムエチル等のアニオン交換基を有するビニルモノマー、メタクリル酸
スルホプロピル等のカチオン交換基を有するビニルモノマー、ビニルピロリドン等のアミ
ド結合を有するビニルモノマー等が挙げられる。中でも、１個以上のヒドロキシル基、あ
るいはその前駆体となる官能基を有するビニルモノマーが、免疫グロブリン溶液の透過性
が最も高いため好ましい。
【０１８４】
　具体的には、ヒドロキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート
等のアクリル酸又はメタクリル酸と多価アルコールのエステル類、アリルアルコール等の
不飽和結合を有するアルコール類、および酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のエノール
エステル類等が挙げられる。さらに、１個のビニル基を有する親水性モノマーとともに、
２個以上のビニル基を有する架橋剤を、上記親水性モノマーに対して、２０ｍｏｌ％以上
、１０００ｍｏｌ％以下の割合で用いて、グラフト重合法によって共重合させることによ
り、充分に親水化が達成されたものである。
【０１８５】
　本発明に係わる使用する架橋剤は、上記親水性モノマーと共重合しうる２個以上のビニ
ル基を有する架橋剤であり、親水性モノマーと同時に膜に接触させることにより導入する
。架橋剤は、数平均分子量２００以上、２０００以下であることが好ましく、より好まし
くは数平均分子量２５０以上、１０００以下、最も好ましくは数平均分子量３００以上、
６００以下である。架橋剤の数平均分子量が２００以上、２０００以下であると、免疫グ
ロブリン溶液の高い濾過速度が得られ好ましい。本発明においては、２個以上のビニル基
を有する架橋剤であれば、いかなる架橋剤も使用できるが、親水性の架橋剤が好ましい。
ここで親水性の架橋剤とは、大気圧下で、２５℃の純水に１容量％混合させた時に均一溶
解する架橋剤である。
【０１８６】
　本発明で用いられる架橋剤の具体例としては、芳香族系ではジビニルベンゼン誘導体、
脂肪族系ではエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリ
レート等のようなメタクリル酸系の架橋剤、エチレングリコールジアクリレート、ポリエ
チレングリコールジアクリレート等のような（メタ）アクリル酸系の架橋剤等が挙げられ
る。また、トリメチロールプロパントリメタクリレートのような３個の反応性基を有する
架橋剤も用いることが出来る。また、架橋剤は２種類以上の混合物も用いることが出来る
。本発明において、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコール
ジアクリレート、またはそれらの混合物を用いることが、免疫グロブリン１量体透過性と
免疫グロブリン２量体除去性能の観点から最も好ましい。
【０１８７】
　本発明に係わるグラフト重合法とは、ラジカルが発生させる方法であれば何ら限定しな
いが、例えば、放射線開始剤の添加や電離性放射線や化学反応等の手段によってオレフィ
ン系高分子膜にラジカルを生成させ、そのラジカルを開始点として、該膜にモノマーをグ
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ラフト重合させる反応である。本発明において、オレフィン系高分子膜にラジカルを生成
させるためにはいかなる手段も採用しうるが、膜全体に均一なラジカルを生成させるため
には、電離性放射線の照射が好ましい。電離性放射線の種類としては、γ線、電子線、β
線、中性子線等が利用できるが、工業規模での実施には電子線またはγ線が最も好ましい
。電離性放射線はコバルト６０、ストロンチウム９０、およびセシウム１３７などの放射
性同位体から、またはＸ線撮影装置、電子線加速器および紫外線照射装置等により得られ
る。
【０１８８】
　本発明に係わる電離性放射線の照射線量は、１ｋＧｙから１０００ｋＧｙまでが好まし
い。１ｋＧｙ未満ではラジカルが均一に生成せず、１０００ｋＧｙを越えると膜強度の低
下を引き起こすことがある。グラフト重合法は一般に膜にラジカルを生成した後、ついで
それを反応性化合物と接触させる前照射法と、膜を反応性化合物と接触させた状態で膜に
ラジカルを生成させる同時照射法に大別される。本発明においては、いかなる方法も適用
しうるが、オリゴマーの生成が少ない前照射法が最も好ましい。
【０１８９】
　本発明では、ラジカルを生成したオレフィン系高分子膜と、親水性モノマーおよび架橋
剤との接触は、気相でも液相で達成されるが、本発明においては、グラフト反応が均一に
すすむ液相で接触させる方法が好ましい方法である。グラフト反応をさらに均一に進める
ために、親水性モノマーおよび架橋剤はあらかじめ溶媒中に溶解させてから、高分子オレ
フィン系高分子膜と接触させることが望ましい。親水性モノマーおよび架橋剤を溶解する
溶媒としては、均一溶解できるものであれば特に限定されない。このような溶媒として、
例えば、エタノールやイソプロパノール、ｔ－ブチルアルコール等のアルコール類、ジエ
チルエーテルやテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトンや２－ブタノン等のケトン
類、水、あるいはそれらの混合物等が挙げられる。
【０１９０】
　本発明に係わるグラフト重合は、親水性モノマーと架橋剤を合わせた濃度で０．３容量
％～３０容量％の反応液を用い、オレフィン系高分子膜１ｇに対して１０×１０－５～１
００×１０-5ｍ3の割合で反応を行うことが望ましい。該範囲内でグラフト重合を行えば
、親水化層によって孔が埋まることもなく、均一性に優れた膜が得られる。
　本発明に係わるグラフト重合時の反応温度は、重合反応が起これば特に限定されるもの
ではないが、一般的に２０℃から８０℃までで行われる。
　本発明に係わるグラフト重合は、オレフィン系高分子膜と親水性のモノマーを接触させ
る際に、親水性のモノマーは気体、液体又は溶液のいずれの状態でもよいが、均一な親水
化層を形成させるためには、液体又は溶液であることが好ましく、溶液であることが特に
好ましい。
【０１９１】
　本発明に係わる親水性オレフィン系高分子膜は、疎水性のオレフィン系高分子膜に強固
な架橋構造を有する親水化層を導入することで、免疫グロブリン１量体透過性と免疫グロ
ブリン２量体阻止性を高いレベルで実現することができる。そのために、親水性モノマー
に対して架橋剤を、下限として２０ｍｏｌ％以上、好ましくは３０ｍｏｌ％以上、上限と
しては１０００ｍｏｌ％以下、好ましくは５００ｍｏｌ％以下、さらに好ましくは２００
ｍｏｌ％以下の割合で用いることが良い。
【０１９２】
　本発明は、疎水性オレフィン系高分子膜に親水化層を導入し、高い免疫グロブリン１量
体透過率を実現する。そのために、疎水性オレフィン系高分子膜にグラフトされるグラフ
ト率は、下限として３％以上、好ましくは４％以上、さらに好ましくは５％以上が良く、
上限としては５０％以下、好ましくは３０％以下、さらに好ましくは２０％以下が良い。
グラフト率が３％未満であると膜の親水性が不足し、タンパク質の吸着にともなう濾過速
度の急激な低下を引き起こす。５０％を越えると、比較的小さな孔が親水化層によって埋
まってしまい、充分な濾過速度が得られない。ここで言うグラフト率とは、下記式（８）
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で定義される値である。
　グラフト率（％）＝
　（グラフト後の膜重量－グラフト前の膜重量）／グラフト前の膜重量×１００　（８）
【０１９３】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜の親水性の度合いは、接触角によって評価するこ
とができる。２５℃における前進接触角および後退接触角の平均値が６０度以下であるこ
とが好ましく、４５度以下であることがより好ましく、更に好ましくは３０度以下である
。また、簡便な評価法としては、オレフィン系高分子膜を水と接触させた際に、膜の細孔
内部に水が自発的に浸透すれば充分な親水性を持つと判断してよい。
【０１９４】
　本発明に係るオレフィン系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２量体を
十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは２５万
以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは４０万
以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの透過量
が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２量体が
共に膜を透過し、分画性能が低下する。
本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６００００
）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（６
６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行い
、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【０１９５】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例えば溶融
成膜法が挙げられる。溶融成膜法とは、膜材料と可塑剤を加熱することで均一混合させた
後、冷却することにより相分離を発生させ、得られた膜フィルムから可塑剤を抽出するこ
とで膜を得る方法である。
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る代表的な溶融成膜法は、下記（ａ）～（ｃ
）の工程を含む。
（ａ）オレフィン系高分子と可塑剤を含む組成物を該オレフィン系高分子の結晶融点以上
に加熱して均一溶解した後、該組成物を吐出口から吐出し、膜を形成する工程；
（ｂ）下記式（９）に定義するドラフト比が１以上１５以下となるような引取速度で該膜
を引取りながら、該オレフィン系高分子に対して部分的な溶解性を有する不揮発性液体を
、該温度が１００℃以上に加熱された状態で、膜の一方の表面に接触させ、他方の膜表面
は冷却する工程
　　ドラフト比＝（膜の引取速度）／（組成物の吐出口における吐出速度）　　　　（９
）
（ｃ）該可塑剤および該不揮発性液体の実質的な部分を除去する工程。
【０１９６】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る溶融成膜法に用いるポリマー濃度は、オレ
フィン系高分子および可塑剤を含む組成物中２０～９０重量％が好ましく、より好ましく
は３０～８０重量％、そして最も好ましくは３５～７０重量％である。ポリマー濃度が２
０重量％未満になると、成膜性が低下する、充分な力学強度が得られない等の不都合が発
生する。ポリマー濃度が９０重量％を超えると、得られるオレフィン系高分子膜の孔径が
小さくなりすぎるとともに、空孔率が小さくなるため、濾過速度が低下し、実用に耐えな
い。
【０１９７】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る溶融成膜法に用いられる可塑剤としては、
オレフィン系高分子膜を製造する組成でオレフィン系高分子と混合した際に樹脂の結晶融
点以上において均一溶液を形成し得る不揮発性溶媒を用いる。ここで言う不揮発性溶媒と
は、大気圧下において２５０℃以上の沸点を有するものである。可塑剤の形態は、概ね常
温２０℃において、液体であっても固体であっても差し支えない。また、オレフィン系高
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分子との均一溶液を冷却した際に、常温以上の温度において熱誘起型固液相分離点を持つ
ような、いわゆる固液相分離系の可塑剤を用いても良い。可塑剤の中には、オレフィン系
高分子との均一溶液を冷却した際に、常温以上の温度において熱誘起型液液相分離点を有
するものもあるが、一般に、液液相分離系の可塑剤を用いた場合は、得られたオレフィン
系高分子膜は大孔径化する傾向がある。ここで用いられる可塑剤は単品又は複数の物質の
混合物であってもよい。
【０１９８】
　熱誘起型固液相分離点を測定する方法は、オレフィン系高分子と可塑剤を含む所定濃度
の組成物を予め溶融混練したものを試料として用い、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）などの
熱分析により該樹脂の発熱ピーク温度を測定することにより求めることができる。また、
該樹脂の結晶化点を測定する方法は、予め該樹脂を溶融混練したものを試料として用い、
同様に熱分析により求めることができる。
【０１９９】
　本発明に係わる可塑剤としては、国際公開ＷＯ０１／２８６６７号に開示されている可
塑剤が挙げられる。即ち、下記式（１０）で定義する組成物の相分離点降下定数αが０～
４０℃である可塑剤であり、好ましくは１～３５℃の可塑剤、更に好ましくは５～３０℃
の可塑剤である。相分離点降下定数が４０℃を超えると、孔径の均質性や強度が低下して
しまうために好ましくない。
　α＝１００×（Ｔｃ

０－Ｔｃ）÷（１００－Ｃ）                        （１０）
　　αは相分離点降下定数（℃）
　　Ｔｃ

０はオレフィン系高分子の結晶化温度（℃）
　　Ｔｃは組成物の熱誘起固液相分離点（℃）
　　Ｃは組成物中のオレフィン系高分子の濃度（重量％）
【０２００】
　具体的には、エステル鎖の炭素鎖長が７以下のフタル酸エステル類、アジピン酸エステ
ル類、セバシン酸エステル類、エステル鎖の炭素鎖長が８以下のリン酸エステル類、クエ
ン酸エステル類等が好適に使用でき、特にフタル酸ジヘプチル、フタル酸ジシクロヘキシ
ル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジメチル、アジピン酸ジブチル、セ
バシン酸ジブチル、リン酸トリフェニル、リン酸トリクレジル、リン酸ジフェニルクレジ
ル、リン酸トリ（２－エチルヘキシル）、リン酸トリブチル、アセチルクエン酸トリブチ
ル等が特に好ましい。
【０２０１】
　本発明において使用する組成物には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０２０２】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る溶融成膜法において、オレフィン系高分子
と可塑剤を含む組成物を均一溶解させる第一の方法は、該樹脂を押出機等の連続式樹脂混
練装置に投入し、樹脂を加熱溶融させながら任意の比率で可塑剤を導入してスクリュー混
練することにより、均一溶液を得る方法である。投入する樹脂の形態は、粉末状、顆粒状
、ペレット状の何れでもよい。また、このような方法によって均一溶解させる場合は、可
塑剤の形態は常温液体であることが好ましい。押出機としては、単軸スクリュー式押出機
、二軸異方向スクリュー式押出機、二軸同方向スクリュー式押出機等が使用できる。
【０２０３】
　オレフィン系高分子と可塑剤を含む組成物を均一溶解させる第二の方法は、ヘンシェル
ミキサー等の撹拌装置を用いて、オレフィン系高分子と可塑剤を予め混合して分散させ、
得られた組成物を押出機等の連続式樹脂混練装置に投入して溶融混練することにより、均
一溶液を得る方法である。投入する組成物の形態については、可塑剤が常温液体である場
合はスラリー状とし、可塑剤が常温固体である場合は粉末状や顆粒状等とすればよい。
【０２０４】
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　オレフィン系高分子と可塑剤を含む組成物を均一溶解させる第三の方法は、ブラベンダ
ーやミル等の簡易型樹脂混練装置を用いる方法や、その他のバッチ式混練容器内で溶融混
練する方法である。この方法によれば、バッチ式の工程となるため生産性は良好とは言え
ないが、簡易でかつ柔軟性が高いという利点がある。
【０２０５】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る溶融成膜法において、オレフィン系高分子
と可塑剤を含む組成物をオレフィン系高分子の結晶融点以上の温度に加熱均一溶解させた
後、Ｔダイやサーキュラーダイ、環状紡口の吐出口から平膜状、中空糸状の形状に押出す
（ａ）の工程の後に、冷却固化させて成型を行う（ｂ）の工程に移るが、この工程におい
て、膜構造を形成する。
【０２０６】
　本発明に係わるオレフィン系高分子膜を得る溶融成膜法においては、均一に加熱溶解し
たオレフィン系高分子と可塑剤を含む組成物を吐出口から吐出させ、下記式（１１）で定
義するドラフト比が１以上１５以下となるような引取速度で該膜を引取りながら、該オレ
フィン系高分子に対して部分的な溶解性を有する不揮発性液体を接触させ、膜を形成させ
る。
　ドラフト比＝（膜の引取速度）／（組成物の吐出口における吐出速度）    （１１）
　 
　上記ドラフト比は、下限として１．５以上、好ましくは２以上、上限としては１０以下
、好ましくは７以下が良い。ドラフト比が１未満では膜にテンションがかからないために
成型性が低下し、１５を超える場合は、膜が引伸ばされるために、充分な厚みの粗大構造
層を形成させることが難しい。
【０２０７】
　ここで言う組成物の吐出口における吐出速度は下記式（１２）で与えられる。
　組成物の吐出口における吐出速度＝
　（単位時間当りに吐出される組成物の体積）／（吐出口の面積）          （１２）
 
　上記吐出速度の好ましい範囲は、下限として１ｍ／分以上、好ましくは３ｍ／分以上、
上限としては６０ｍ／分以下、好ましくは４０ｍ／分以下が良い。吐出速度が１ｍ／分未
満の場合は、生産性が低下することに加えて、吐出量の変動が大きくなる等の問題が発生
する。反対に、吐出速度が６０ｍ／分を超える場合は、吐出量が多いために吐出口で乱流
が発生し、吐出状態が不安定になる場合がある。また、引取速度は吐出速度に合わせて設
定することができるが、下限として１ｍ／分以上、好ましくは３ｍ／分以上、上限として
２００ｍ／分以下、好ましくは１５０ｍ／分以下が良い。引取速度が１ｍ／分未満の場合
は、生産性、成型性が低下し、引取速度が２００ｍ／分を超える場合は、冷却時間が短く
なる、膜にかかるテンションが大きくなることによって膜の断裂が起き易くなる。
【０２０８】
　本発明においては、可塑剤を除去するために抽出溶剤を使用する。抽出溶剤はオレフィ
ン系高分子に対して貧溶媒であり、かつ可塑剤に対して良溶媒であり、沸点がオレフィン
系高分子膜の融点より低いことが好ましい。このような抽出溶剤としては、例えば、ヘキ
サンやシクロヘキサン等の炭化水素類、塩化メチレンや１，１，１－トリクロロエタン等
のハロゲン化炭化水素類、エタノールやイソプロパノール等のアルコール類、ジエチルエ
ーテルやテトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトンや２－ブタノン等のケトン類、又
は水が挙げられる。
【０２０９】
　本発明において、可塑剤を除去する第一の方法は、抽出溶剤が入った容器中に所定の大
きさに切り取ったオレフィン系高分子膜を浸漬し充分に洗浄した後に、付着した溶剤を風
乾させるか、又は熱風によって乾燥させることにより行う。この際、浸漬の操作や洗浄の
操作を多数回繰り返して行うとオレフィン系高分子膜中に残留する可塑剤が減少するので
好ましい。また、浸漬、洗浄、乾燥の一連の操作中にオレフィン系高分子膜の収縮を抑え
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るために、オレフィン系高分子膜の端部を拘束することが好ましい。
【０２１０】
　可塑剤を除去する第二の方法は、抽出溶剤で満たされた槽の中に連続的にオレフィン系
高分子膜を送り込み、可塑剤を除去するのに充分な時間をかけて槽中に浸漬し、しかる後
に付着した溶剤を乾燥させることにより行う。この際、槽内部を多段分割することにより
濃度差がついた各槽に順次オレフィン系高分子膜を送り込む多段法や、オレフィン系高分
子膜の走行方向に対し逆方向から抽出溶剤を供給して濃度勾配をつけるための向流法のよ
うな公知の手段を適用すると、抽出効率が高められ好ましい。
【０２１１】
　第一および第二の方法においては、何れも可塑剤をオレフィン系高分子膜から実質的に
除去することが重要である。実質的に除去するとは、分離膜としての性能を損なわない程
度にオレフィン系高分子膜中の可塑剤を除去することを指し、オレフィン系高分子膜中に
残存する可塑剤の量は１重量％以下となることが好ましく、さらに好ましくは１００重量
ｐｐｍ以下である。オレフィン系高分子膜中に残存する可塑剤の量は、ガスクロマトグラ
フィや液体クロマトグラフィー等で定量することができる。また、抽出溶剤を、該溶剤の
沸点未満、好ましくは沸点－５℃以下の範囲内で加温すると、可塑剤と溶剤との拡散を促
進することができるので抽出効率を高めることができ好ましい。
【０２１２】
　本発明においては、可塑剤を除去する工程の前若しくは後、又は前後において、オレフ
ィン系高分子膜に加熱処理を施すと、可塑剤を除去した際のオレフィン系高分子膜の収縮
の低減、オレフィン系高分子膜の強度の向上、および耐熱性の向上といった効果が得られ
る。加熱処理の方法としては、熱風中にオレフィン系高分子膜を配して行う方法、熱媒中
にオレフィン系高分子膜を浸漬して行う方法、または加熱温調した金属製のロール等にオ
レフィン系高分子膜を接触させて行う方法がある。加熱処理において、寸法を固定した状
態で行うと、特に微細な孔の閉塞を防ぐことができるために好ましい。加熱処理の温度は
、目的やオレフィン系高分子の融点以下で行う事が好ましい。ポリエチレンの場合、乾燥
温度は、下限として、６０℃以上、好ましくは６５℃以上が良く、上限としては１００℃
以下、好ましくは９５℃以下が良い。融点を超えると、加熱処理中に膜が破断する、細孔
が潰れる等の不都合が発生する可能性がある。乾燥に要する時間は、乾燥温度との関係で
決まるが、概ね０．０１時間以上から４８時間までが選択される。
【０２１３】
本発明に係わるビニルアルコール系高分子は、ポリビニルアルコールや部分アセタール化
等の変性ポリビニルアルコールとエチレンやプロピレン、ビニルピロリドン、塩化ビニル
、フッ化ビニル、メチルメタクリレート、アクリロニトリル、イタコン酸等と共重合させ
た共重合体（ブロック共重合体、グラフト共重合体を含む）およびその誘導体である。そ
の中でも、エチレン－ビニルアルコールの共重合体が好ましい。
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子のケン化度は、下限としては８０ｍｏｌ％以
上、好ましくは８５ｍｏｌ％以上が良く、上限としては１００ｍｏｌ％以下、好ましくは
９５ｍｏｌ％以下が良い。
【０２１４】
　本発明にの係わるビニルアルコール系高分子鎖中のポリビニルアルコール含量は、少な
くとも３０重量％以上であることが好ましく、より好ましくは５０重量％以上である。３
０重量％未満の場合は、膜の親水性が低くなる等の問題が発生するために好ましくない。
【０２１５】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜は、主としてビニルアルコール系高分子か
らなるものであるが、ビニルアルコール系高分子の特性を損なわない範囲で他の高分子量
物質や添加物を含有していてもよい。これらの高分子を二種以上、組み合わせて実施する
ことも可能である。
【０２１６】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子の重量平均分子量は、下限としては５０００
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以上、好ましくは１万以上、特に好ましくは５万以上が良く、上限として２００万以下、
好ましくは９０万以下、特に好ましくは８０万以下が良い。一般に平均分子量が１００万
を超えるような樹脂については、ＧＰＣ測定が困難であるので、その代用として粘度法に
よる粘度平均分子量をあてることができる。平均分子量が５０００より小さいと、膜の力
学強度が低くなるため好ましくない。平均分子量が２００万を超えると、均一な溶融混練
が難しくなるために好ましくない。
【０２１７】
　本発明においては、ビニルアルコール系高分子膜に悪影響を及ぼさない範囲内で、更に
付加的処理を施してもよい。付加的処理としては、例えば、架橋処理、化学的表面修飾に
よる官能基導入などが挙げられる。
【０２１８】
　本発明に係るビニルアルコール系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２
量体を十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは
２５万以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは
４０万以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの
透過量が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２
量体が共に膜を透過し、分画性能が低下する。
本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６００００
）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（６
６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行い
、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【０２１９】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を製造する方法は何ら限定しないが、例え
ば湿式成膜法が挙げられる。湿式成膜法とは、膜材料を良溶媒に溶解した膜原液と、膜原
液中の良溶媒とは混和可能だが膜材料とは相溶しない他の溶媒からなる凝固液とを接触さ
せることで、接触表面から濃度誘起による相分離を発生させて膜を得る方法である。
【０２２０】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒とし
ては、膜材料であるビニルアルコール系高分子を５重量％以上溶解するものが好ましく、
水、アルコール、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等が例示できる。これらの溶媒は単独で
、もしくは２種以上組み合わせて仕様できる。工業的な面から水が最も好ましい。また、
上記組成以外に凝固を促進するホウ酸や成膜安定性を向上させる界面活性剤、消泡剤等を
適宜添加してもよい。
【０２２１】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液は、
目的の構造および性能を有するビニルアルコール系高分子膜を製造できれば何ら限定はし
ない。通常、ビニルアルコール系高分子および孔径形成剤をこれらに共通の溶媒で溶解し
たものが用いられる。膜原液におけるビニルアルコール系高分子の濃度に関しては、濃度
を上げるにつれて成膜性は向上するが、逆に膜の空孔率は減少し、透水性が低下する傾向
がある。そのため、膜原液全体を１００重量％とした場合、ビニルアルコール系高分子の
濃度範囲としては分子量によって異なるが、下限として２重量％以上、好ましくは５重量
％以上、特に好ましくは１０重量％以上である。また上限としては５０重量％以下、好ま
しくは４０重量％以下、特に好ましくは３０重量％以下で均一に溶解した溶液が好適に使
用される。
【０２２２】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法における膜原液の温度は
、下限として０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃以上、上限として
膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温度条件下であれば、膜原液として
好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることができる。
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【０２２３】
　本発明において使用する膜原液には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的
に応じて、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤
を混合しても差し支えない。
【０２２４】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる孔形成剤と
しては、平均分子量２００～４００００００のポリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、テトラエチレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリコール
等のグリコール類、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類、グリセリ
ン、ブタンジオール等の多価アルコール類、乳酸エチル、乳酸ブチル等のエステル類等が
例示でき、単独あるいは２種類以上の混合物が用いられる。
　本発明に係わる孔形成剤の添加量は、ビニルアルコール系高分子の種類、孔形成剤の種
類により適宜異なるが、膜原液が後述する上限臨界共溶点を有するような添加量にするの
が好ましい。上記の上限臨界共溶点とは、膜原液を高温で透明な均一状態とし、該原液の
温度を徐々に下げていった時に透明溶液から白濁溶液に変化する時の温度のことで、白化
点や曇点と同義である。
【０２２５】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法で親水性高分子を用いる
場合、その役割は、主に外側の多孔支持層部分の多孔構造を促進して形成させるところに
あり、膜原液の増粘効果を奏するものである。膜原液中に添加する親水性高分子の量は安
定した成膜を行うために親水性ポリマーの分子量と添加量を適宜調整することもできる。
膜原液の粘度が低い場合、成膜時に膜破れや膜切れなどを起こし、成膜性が不安定になる
場合がある。逆に膜原液の粘度が高すぎる場合、多孔支持層を充分に成長させることがで
きず、外層の多孔構造の空孔率が不十分となり、目的の高い透過性を持つ膜が得られにく
くなる。更には、膜原液の粘度が上がることで、口金から吐出された原液がメルトフラク
チャーを起こすことも危惧される。
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法において、膜原液中の親
水性高分子の濃度の上限値は、使用する親水性高分子の種類と分子量に応じて最適値が決
定されるが、通常４０重量以下％、好ましくは３０重量％以下である。
【０２２６】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液とし
ては、膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成すること
ができる物質であれば何ら限定しないが、例えば、水系凝固剤としては、純水、硫酸ナト
リウム等の脱水性塩類の水溶液、水酸化ナトリウムやアンモニア水等のアルカリ性物質の
水溶液などが例示することができ、単独で使用することもできるし、組み合わせて使用し
てもよい。水系凝固剤以外にも、例えばメタノールやエタノール、プロパノールなどが挙
げられる。また、ポリオール系溶媒の例としては、エチレングリコール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、グリセリン、プロピレン
グリコール、１，２－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール等のようなビニルアルコ
ール系高分子の凝固能を有する有機系凝固剤を使用したり、水と組み合わせて使用するこ
とは自由である。凝固液中にポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレング
リコールブロック共重合体、ポリビニルアルコールアミド、ポリビニルピロリドン、ポリ
ヒドロキシアクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、ポリビニルアルコール酸、ポ
リメタクリル酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポリシトラコン酸、ポリ－ｐ－スチレ
ンスルフォン酸、ポリ－ｐ－スチレンスルフォン酸ナトリウム、Ｎ，Ｎ－ジメチルビニル
アルコールアミド、カルボキシメチルセルロース、澱粉、コーンスターチ、ポリキトサン
、ポリキチンなどの水溶性高分子を添加することも可能である。添加する水溶性高分子の
分子量や添加量にも依存するが、これらを添加することにより濾過性能を向上させること
が可能である。また、凝固液中に、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセ
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トアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクトン
などの良溶媒を含有させることも可能である。特に、良溶媒を非溶媒に含有させた凝固液
を使用する場合、その組成は、膜原液の組成、膜原液と凝固液との接触温度などで異なる
が、概ね、凝固液全体を１００重量％とした場合、良溶媒の重量％として９０重量％以下
が好ましい。この範囲であれば、膜を形成するのに必要十分な濃度誘起相分離を十分に達
成できる。
【０２２７】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法おいて中空糸膜製造時に
糸の内部を通す凝固液（以後、内部凝固液）は、上記の外部凝固液と同様の溶液を用いて
もよく、また、ヘキサン、流動パラフィン等といったビニルアルコール系高分子に対して
全く凝固能を有さずしかも膜原液の溶媒と混和しないような有機溶剤を用いてもよい。ま
た空気、窒素、アンモニアガス等の気体を導入した乾湿式成膜法で行っても良い。
【０２２８】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法における成膜温度とは、
膜原液と凝固液を接触させ、濃度誘起相分離を生じさせる時の温度であれば何ら限定しな
いが、成膜温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃
以上である。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から５
℃以上低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜であれば
二重紡口の温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【０２２９】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝
固液、中空糸膜製造時に糸の内部を通す凝固液は均一溶解後に、溶存気体を除去すること
が望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡による膜の欠陥を著しく改善す
ることできる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くことで、高い温度下での膜加工
による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝固液、内部凝固液に気体が溶存して
いない場合は、この工程を省略しても良い。また、乾湿式成膜法として空気、窒素、アン
モニアガス等の気体を凝固剤として用いている場合には、この工程は実施しない。
【０２３０】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場
合、二重紡口から出た膜原液と内部凝固液による凝固をより促進するため、紡口直下に槽
（以後、凝固槽）を設け、凝固槽中に満たされた凝固液（以後、外部凝固液）と接触させ
ることができる。
【０２３１】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場
合、中空糸膜の断面構造を均一構造のみならず、様々な不均一構造まで、自由に構造制御
するために紡口から外部凝固液面までの距離（以後、空走距離）および紡口から外部凝固
液面までの空間の温度と湿度を調整することができる。空間の温度と湿度を調整できれば
何ら限定しないが、例えば、空走距離の下限としては０．００１ｍ以上、好ましくは０．
００５ｍ以上、特に好ましくは０．０１ｍ以上、上限として２．０ｍ以下、好ましくは１
．５ｍ以下、特に好ましくは１．２ｍ以下である。また紡口から外部凝固面までの空間に
おける温度は、下限として１０℃以上、好ましくは２０℃以上、特に好ましくは２５℃以
上である。湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下限として０％以上、好ましくは１０
％以上、特に好ましくは３０％以上であり、上限としては１００％以下である。
【０２３２】
　本発明に係わる湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合の巻取り速度は、製造条件である
各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液および外部凝固液の組成、原液およ
び各凝固液の温度等で変化し得るが、概ね３００ｍ／時間から９０００ｍ／時間の速度が
選択される。
【０２３３】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜を得る湿式成膜法においては、凝固液によ
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る凝固後、必要に応じて延伸、中和、水洗や湿熱処理、硫酸アンモニウム置換、乾燥など
の処理をすることができる。膜の強度を強めるため脱溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進する
ことができる。脱溶媒液には、凝固液による濃度誘起相分離後、残存している溶媒を除去
できる溶媒であり、膜を溶解しないものであればいずれの溶媒でも用いることが可能であ
る。一般には、水、エタノール等を用いることが多い。さらに、ホルムアルデヒド、グル
タルアルデヒド、ベンズアルデヒド、グリオキザール、ノナンジアール等のモノアルデヒ
ドおよび／又は多価アルデヒドによるアセタール化や、エステル化、エーテル化等の変性
処理をしたり、メチロール化合物や多価イソシアネートを用いた架橋化処理を単独あるい
は組み合わせて行うことが可能である。また、紡糸後熱延伸および／又は熱処理したり、
更に熱延伸および／又は熱処理後に上記の各種変性処理をすることができる。
【０２３４】
　本発明に係わる湿式成膜法により得られた未乾燥の本発明のビニルアルコール系高分子
膜の乾燥温度は、乾燥中の膜破断が生じない温度であれば何ら限定はしないが、例えば、
２０℃以上からビニルアルコール系高分子の溶融温度以下の温度範囲内で乾燥を行う。好
ましい乾燥温度としては３０℃以上、８０℃以下である。乾燥に要する時間は、乾燥温度
との関係で決まるが、概ね０．０１時間以上から４８時間までが選択される。
【０２３５】
　本発明に係わるビニルアルコール系高分子膜の親水性の度合いは、接触角によって評価
することができる。２５℃における前進接触角および後退接触角の平均値が６０度以下で
あることが好ましく、４５度以下であることがより好ましく、更に好ましくは３０度以下
である。また、簡便な評価法としては、ビニルアルコール系高分子膜を水と接触させた際
に、膜の細孔内部に水が自発的に浸透すれば充分な親水性を持つと判断してよい。
【０２３６】
本発明に係わるセルロース系高分子膜は、主としてセルロース系高分子からなるものであ
るが、セルロース系高分子の特性を損なわない範囲で他の高分子量物質や添加物を含有し
ていてもよい。これらの高分子を二種以上、組み合わせて実施することも可能である。
　本発明に係わるセルロース系高分子は、銅アンモニア再生セルロースやセルロースジア
セテート、セルローストリアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレー
ト、セルロースフェニルカルバニレートなどのセルロースエステル化合物、メチルセルロ
ース、エチルセルロースなどのセルロースエーテルなど、およびこれらを組み合わせたブ
レンド化合物が挙げられる。その中でも、銅アンモニア再生セルロースが良い。
【０２３７】
　本発明に係わるセルロース系高分子の重量平均分子量は、下限としては５０００以上、
好ましくは１万以上、特に好ましくは５万以上が良く、上限として１００万以下、好まし
くは９０万以下、特に好ましくは８０万以下が良い。この範囲内であれば、十分な強度と
成膜性が得られる。
【０２３８】
　本発明に係るセルロース系高分子膜の分画分子量は、免疫グロブリン１量体と２量体を
十分に分離できれば良く、１０万以上、好ましくは１５万以上、さらに好ましくは２５万
以上が良く、上限としては５０万未満、好ましくは４５万以下、さらに好ましくは４０万
以下に設定する必要がある。分画分子量が１０万未満であると、免疫グロブリンの透過量
が低下する問題があり、また、５０万以上であると免疫グロブリン１量体および２量体が
共に膜を透過し、分画性能が低下する。
　本発明に係る分画分子量は、アルブミン（６６０００）、γ－グロブリン（１６０００
０）、カタラーゼ（２３２０００）、フェリチン（４４００００）、サイログロブリン（
６６９０００）などの蛋白質やＰＥＧ、デキストラン等を用いて、デッドエンド濾過を行
い、分子量と阻止率の関係から阻止率が９０％となる分子量として算出される。
【０２３９】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜の中空糸を製造する方法は何ら限定しないが、例
えば、環状二重紡口の外側紡出口より紡糸原液を、該環状二重紡口の中央紡出口より上記
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紡糸原液に対するミクロ相分離兼凝固液である内部凝固液を、同時に吐出し、紡出筒に導
入する。紡出筒とは紡口に直接連結された筒である。紡出筒には、紡糸原液が吐出された
直後に外部凝固液と接触させるために外液で満たされており、定常的に送液され、紡糸原
液とともに、下行管中を流下する。この時にミクロ相分離により粒子が形成され、三次元
的につながった膜構造が固定されて多孔膜構造が完成される。
【０２４０】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる良溶媒とは、セル
ロース系高分子を溶解させるものであれば何ら限定しないが、例えば、銅アンモニア溶液
、などが挙げられる。
【０２４１】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液は、目的の
構造および性能を有するセルロース系高分子膜を製造できれば何ら限定はしない。膜原液
におけるセルロース系高分子の濃度に関しては、濃度を上げるにつれて成膜性は向上する
が、逆に膜の空孔率は減少し、透水性が低下する傾向がある。そのため、膜原液全体を１
００重量％とした場合、セルロース系高分子の濃度範囲としては分子量によって異なるが
、下限として２重量％以上、好ましくは５重量％以上、特に好ましくは１０重量％以上で
ある。また上限としては２５重量％以下、好ましくは２０重量％以下、特に好ましくは１
５重量％以下で均一に溶解した溶液が好適に使用される。セルロース濃度が２重量％未満
の時は、得られる中空糸膜の力学的特性が不十分となり、２５重量％を越えると紡糸液調
整および紡糸操作が困難になる。
【０２４２】
　本発明に係わる膜原液の温度は、下限として０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好
ましくは２５℃以上、上限として膜原液中の良溶媒沸点以下が好適に使用される。この温
度条件下であれば、膜原液として好ましい膜への加工を行うのに好適な粘度を得ることが
できる。
【０２４３】
　本発明に係わる膜原液には、製造する膜の性能に影響を及ぼさない限り、目的に応じて
、酸化防止剤、結晶核剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、紫外線吸収剤等の添加剤を混合し
ても差し支えない。
【０２４４】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる凝固液としては、
膜原液と接触したとき濃度誘起相分離を引き起こし、接触面から膜を形成することができ
る物質であれば何ら限定しないが、例えば、純水、水、パークレン、トリクレン、トリク
ロロトリフルオロエタン、メタノール、エタノール、プロパノール、アセトン、メチルエ
チルケトン、水酸化ナトリウム、硫酸、硫酸アンモニウム、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、
グリセリン、ポリエチレングリコール等のポリオール等、紡糸液に対して非凝固性又は微
凝固性を示す液体などが挙げられる。このような凝固剤は、紡糸液の種類によって適宜選
択して用いる。これらの凝固液から選ばれる少なくとも１種を含む溶液又はこれらの混合
液が好ましく用いられる。好ましくは、アセトンとアンモニア、水からなる混合溶液が良
い。
【０２４５】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる内部凝固液と外部
凝固液は、同じ凝固液でも異なる凝固液でも良い。
【０２４６】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る成膜法として、空気、窒素、二酸化炭素、
アルゴン、酸素、テトラフルオロメタン、ヘキサフルオロエタン等のいわゆるフロンガス
、その他ハロゲンガス等の気体を使用した乾湿式成膜法で製造しても良い。
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法における成膜温度とは、膜原液
と凝固液を接触させ、濃度誘起相分離を生じさせる時の温度であれば何ら限定しないが、
成膜温度の下限としては０℃以上、好ましくは１０℃以上、特に好ましくは２５℃以上で
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ある。上限としては膜原液もしくは凝固液の各沸点以下、好ましくは各沸点から５℃以上
低い温度、特に好ましくは沸点から１０℃以上低い温度である。中空糸膜であれば二重紡
口の温度により決まる。なお、平膜においては凝固液温度で決まる。
【０２４７】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法に用いられる膜原液、凝固液、
特に中空糸膜製造時に糸の内部を通す内部凝固液は均一溶解後に、溶存気体を除去するこ
とが望ましい。溶存気体を除去することで、溶存気体の発泡による膜の欠陥を著しく改善
することができる。また、溶存気体のなかでも特に酸素を除くことで、高い温度下での膜
加工による材料への酸化反応が減少する。膜原液および凝固液、内部凝固液に気体が溶存
していない場合は、この工程を省略しても良い。また、乾湿式成膜法として空気、窒素、
アンモニアガス等の気体を凝固剤として用いている場合には、この工程は実施しない。
【０２４８】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法で紡口から外部凝固液面までの
距離（以後、空走距離）を設けて外部凝固液中に導入しても、あるいは直接外部凝固液に
導入してもよい。空走距離は、紡糸原液が真っすぐに外部凝固液に進入する長さが好まし
い。例えば、０．５ｍ以下、好ましくは０．２ｍ以下、特に好ましくは０．１ｍ以下であ
る。空走距離が長くなると成型性が悪くなり、中空糸形状を保持できなくなる。
　本発明に係わる空走距離の空間における温度は、下限として１０℃以上、好ましくは２
０℃以上、特に好ましくは２５℃以上である。湿度は温度との兼ね合いで変化するが、下
限として０％以上、好ましくは１０％以上、特に好ましくは３０％以上であり、上限とし
ては１００％以下である。
【０２４９】
　紡糸原液は、下行管中を流下している段階で中空糸膜の形状を有するようになり、この
中空糸膜は、上行管の開口部より引き出され巻取枠に巻取られる。
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法で中空糸膜を製造する場合の巻
取り速度は、製造条件である各種因子、紡口の形状、紡糸原液の組成、内部凝固液および
外部凝固液の組成、原液および各凝固液の温度等で変化し得るが、下限としては、１００
ｍ／時間以上、より好ましくは２００ｍ／時間以上が良く、上限としては、１０００ｍ／
時間以下、より好ましくは５００ｍ／時間以下が良い。
【０２５０】
　本発明に係わるセルロース系高分子膜を得る湿式成膜法においては、凝固液による凝固
後、膜の強度を強めるため脱溶媒槽に浸漬して脱溶媒を促進することができる。脱溶媒液
には、凝固液による濃度誘起相分離後、残存している溶媒を除去できる溶媒であり、膜を
溶解しないものであればいずれの溶媒でも用いることが可能である。一般には、水、エタ
ノール等を用いることが多い。
【０２５１】
　本発明に係わる湿式成膜法により得られた未乾燥のセルロース系高分子膜の乾燥温度は
、乾燥中の膜破断が生じない温度であれば何ら限定はしないが、例えば、２０℃以上から
セルロース系高分子の溶融温度以下の温度範囲内で乾燥を行う。乾燥温度は、下限として
は、３０℃以上、より好ましくは４０℃以上が良く、上限としては、８０℃以下、より好
ましくは７０℃以下が良い。乾燥に要する時間は、乾燥温度との関係で決まるが、概ね０
．０１～４８時間までが選択される。また、水および無機塩水溶液で精練された後に、グ
リセリンあるいはポリエチレングリコール等の公知の膜孔径保持剤が付与して、乾燥して
も良い。
【０２５２】
　本発明に係わる紡出筒中の外部凝固液の流れの速度（外部凝固液速度）は、巻取速度よ
り極端に遅い場合は、紡出筒中で延伸がかかるようになり、好ましくない。本発明では、
外部凝固液速度と巻取速度の関係は、その速度差が２０％以下にあることが望ましい。
　本発明に係わる外部凝固液速度は凝固浴中の浴抵抗を抑えるために早い方が良い。しか
しながら、外液流速が速くなりすぎると中空糸膜の糸揺れが激しくなり紡糸が困難になる
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ので、適切な値に設定する必要がある。最も好ましくは、中空糸膜の糸揺れが生じない範
囲での最大流速を選ぶことである。
【０２５３】
　本発明に係わる紡出筒の径は、大きい方が紡出作業は容易であるが、凝固液量を多量に
必要とするために小さい方が望ましく、下限としては、３ｍｍ以上、より好ましくは５ｍ
ｍ以上が良く、上限としては、２０ｍｍ以下、より好ましくは１０ｍｍ以下が良い。
　本発明に係わる紡出筒の長さは、中空糸膜構造の形成に対応して適切な凝固時間を与え
得るものでなければならないために、中空糸膜の紡糸速度に対応して適切な長さに設定さ
れることが好ましい。その材質は、凝固液に対して耐久性のある素材であればどのような
素材でも使用することが可能であるが、紡糸状態を観察することのできる透明の材質が望
ましく、例えば、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン
等が使用できる。その中でも、紡糸原液が付着しにくいため紡出作業が容易であるという
特徴をもつポリテトラフルオロエチレンが最も好適な材質である。
【０２５４】
　本発明の限外濾過膜の膜厚は、下限としては１５μｍ以上、好ましくは２０μｍ以上が
良く、上限としては２０００μｍ以下、好ましくは１０００μｍ以下、特に好ましくは５
００μｍ以下が良い。膜厚が１５μｍ未満であると限外濾過膜の強度が不充分になる傾向
があり好ましくない。また、２０００μｍを超えると免疫グロブリン１量体の透過性能が
不充分となる傾向があり好ましくない。
【０２５５】
　本発明に係わる限外濾過膜の中空糸の内表面、あるいは、平膜の片面に緻密な層を有し
ている場合、その緻密層の厚みは、免疫グロブリン溶液の透過を向上させるために通常１
００μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下、さらに好ましくは１μｍ以下が良い。　
【０２５６】
　本発明に係わる限外濾過膜の空孔率は、下限としては３０％以上、好ましくは４０％以
上、特に好ましくは５０％が良く、上限としては９５％以下、好ましくは９０％以下、特
に好ましくは８５％以下が良い。空孔率が３０％未満であると濾過速度が不充分となり、
９５％を超えると限外濾過膜の強度が不充分となることから好ましくない。空孔率は、膜
の断面積および長さから求めた見かけ体積と該膜の重量および膜素材の真密度から求めた
数値である。　
【０２５７】
　本発明に係わる限外濾過膜の形状は、分画性能を発現できれば特に限定されるものでは
ないが、例えば、中空糸状、平膜状、チューブ状等、種々の形状を用いることができるが
、体積に比して濾過有効膜面積の大きい中空糸状が有効である。　
【０２５８】
　本発明に係わる限外濾過膜の膜表面構造についてはとくに制限はなく、円形、楕円形等
の単独孔や連続的に繋がった連続孔、網状微細孔、スリット状微細孔等が挙げられる。
【０２５９】
　本発明における限外濾過膜は、免疫グロブリンが接触する膜表面が限外濾過膜であれば
良く、構造を保持するためには、如何なる材質から成る基材（支持体）を用いてもよい。
例えば、物理的強度を高めるために他の基材（支持体）として織布又は不織布の支持体や
多孔性無機体など用い、これらの基材の上に限外濾過膜を成型した膜などが挙げられる。
【０２６０】
　一般に、濾過方法としてクロスフロー濾過とデッドエンド濾過が汎用濾過法として実施
されている。クロスフロー濾過とは、蛋白質等の微細粒子が含まれる被処理液を膜に供給
しつつ濾過して、異径の微粒子を分離するものである。膜面に堆積する微粒子（ケーク層
）を微粒子溶液の平行流による剪断力にて掻き取りながら、安定したケーク層の状態を長
期にわたって維持することで、分画性能を維持しようとするものである。一方、デッドエ
ンド濾過は、膜面に対して垂直に微粒子を流すため、膜表面に微粒子が蓄積し、濾過時間
と共に透過抵抗が次第に増加し、透過微粒子濃度が変化してしまう。垂直濾過やノーマル
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濾過とも呼称される。　
【０２６１】
　本発明に係わるクロスフロー濾過（十字流濾過や平行濾過、タンジェンシャルフロー濾
過とも呼称される）とは、膜面に対して平行に免疫グロブリン溶液を流し、せん断力によ
り膜表面に堆積する物を押し流すことで、動的平衡が成立した一定のケーク層の状態を形
成し、分画性能を維持したまま連続運転を可能にする濾過方式である。　
【０２６２】
　本発明に係わる濾過線速とは、膜面に対して平行流れる溶液の速度である。濾過線速は
、ケーク層を大きく変動させず、分画性能を発現させることができれば特に限定されるも
のではないが、例えば、下限としては０．１ｃｍ／秒以上、好ましくは１ｃｍ／秒以上、
より好ましくは１０ｃｍ／秒以上が良く、上限としては２００ｃｍ／秒以下、より好まし
くは１００ｃｍ／秒以下が良い。２００ｃｍ／秒超えると、免疫グロブリンへのストレス
がかかり、凝集や白濁が起こりやすくなり、逆に、０．１ｃｍ／秒未満では、処理量が小
さくなり、その結果、コストが高くなるなどの問題がある。　
【０２６３】
　本発明に係わる濾過圧力は、分画性能を発現させることができれば特に限定されるもの
ではない。特許文献４では、膜全体に均一の圧力がかかるようにするため、免疫グロブリ
ン透過液側から背圧をかけ、転移点でのトランスメンブラン圧（ＴＭＰ）以下で濾過する
ことで分画性能を発現させている。しかしながら、背圧をかけるための装置や低い圧力で
の濾過のため、処理量が低い問題点がある。本発明の分離方法では、転移点のＴＭＰより
高い圧力で濾過を行っても分画性能が維持することができ、その結果、免疫グロブリンの
透過速度、すなわち処理量も大きいものとなる。
　本発明に係わる濾過圧力としては、下限として０．００１ＭＰａ以上、好ましくは０．
００５ＭＰａ以上であり、上限としては０．３ＭＰａ以下、好ましくは０．２０ＭＰａ以
下が良い。
　０．００１ＭＰａ未満では、処理量が低くなるため生産性が悪くなり、一方０．３ＭＰ
ａ超えると急激なケーク層形成が引き起こされ、膜閉塞が起こる問題がある。
【０２６４】
　本発明に係わるクロスフロー濾過を行うための装置は、免疫グロブリン濃度や線速、圧
力などをコントロールできる装置であれば何ら限定しないが、例えば、免疫グロブリン溶
液の濃度を吸光度計でモニタリングし、免疫グロブリン溶液の濃度を一定にするために希
釈液を供給する装置と限外濾過膜に対して接線方向の線速と限外濾過膜を横切る圧力をコ
ントロールする装置が一体となったクロスフロー濾過装置が挙げられる。
【０２６５】
　具体的には、図１のようなクロスフロー濾過装置が挙げられる。免疫グロブリン元液タ
ンク（４）内の溶液の濃度を吸光度計が組み込まれた濃度コントローラー（１１）でモニ
タリングし、その信号をポンプ１（２）に信号を送って回転をコントロールし、希釈液用
タンク（１）中の希釈液を添加しながら免疫グロブリン元液タンク（４）中の溶液濃度を
コントロールする。さらに、圧力計１（５）および圧力計２（６）、流量計（１０）で圧
力と流量をモニタリングし、圧力・流量コントローラー（１２）から調整バルブ（７）と
ポンプ２（３）に信号を送って、限外濾過膜モジュール（８）に対して接線方向の線速と
限外濾過膜を横切る圧力が設定値になるようにコントロールする。得られた免疫グロブリ
ン透過液タンク（９）中の免疫グロブリン透過液の濃度および免疫グロブリン１量体と免
疫グロブリン２量体の割合を測定できる装置、例えば、吸光度計やＧＰＣが本クロスフロ
ー濾過装置に連結していても良い。
【０２６６】
　本発明に係わる「免疫グロブリン元液」とは、分画性能評価を行うために使用する免疫
グロブリン溶液のことである。この溶液には、免疫グロブリン以外の生体成分やウイルス
などが含まれても良い。また、「免疫グロブリン透過液」とは、「限外濾過膜」によって
分離・透過した溶液のことである。
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【０２６７】
　また、図２のようなクロスフロー濾過装置でも良い。免疫グロブリン元液タンク（４）
と限外濾過膜モジュール（８）との間に濃度をモニタリングできる装置、例えば、ＵＶフ
ローセル（１３）などを設け、免疫グロブリン元液タンク（４）中の溶液濃度を濃度コン
トローラー（１１）でモニタリングし、その信号をポンプ１（２）に信号を送って回転を
コントロールし、希釈液用タンク（１）中の希釈液を添加しながら免疫グロブリン元液タ
ンク（４）中の溶液濃度をコントロールする。さらに、圧力計１（５）および圧力計２（
６）、流量計（１０）で圧力と流量をモニタリングし、圧力・流量コントローラー（１２
）から調整バルブ（７）とポンプ２（３）に信号を送って、限外濾過膜モジュール（８）
に対して接線方向の線速と限外濾過膜を横切る圧力が設定値になるようにコントロールす
る。得られた免疫グロブリン透過液タンク（９）中の免疫グロブリン透過液の濃度および
免疫グロブリン１量体、２量体の割合を測定できる装置、例えば、吸光度計やＧＰＣが本
クロスフロー濾過装置に連結していても良い。
【０２６８】
　本発明に関わる免疫グロブリン濃度を調整するため溶媒や希釈液としては、免疫グロブ
リンの変性や凝集を起こすことがなければ何ら限定はしない。例えば、リン酸カルシウム
・生理食塩水（ＰＢＳ）や生理食塩水、Ｎ－［トリス（ヒドロキシメチル）メチル］グリ
シン（Ｔｒｉｃｉｎｅ）、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）グリシン、Ｎ－トリス
（ヒドロキシメチル）メチル－３－アミノプロパンスルホン酸（ＴＡＰＳ）、３－［（１
，１－ジメチル－２－ヒドロキシエチル）アミノ－２－ヒドロキシプロパンスルホン酸］
（ＡＭＰＳＯ）、Ｎ－シクロヘキシル－２－アミノエタンスルホン酸（ＣＨＥＳ）、Ｎ－
シクロヘキシル－２－ヒドロキシ－３－アミノプロパンスルホン酸（ＣＡＰＳＯ）、２－
アミノ－２－メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）、Ｎ－シクロヘキシル－３－アミノプ
ロパンスルホン酸（ＣＡＰＳ）、ピペラジン－１，４－ビス（２－エタンスルホン酸）（
ＰＩＰＥＳ）等のグッド緩衝剤、酢酸塩、グリシン、クエン酸塩、リン酸塩、ベロナール
、ホウ酸塩、コハク酸塩、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン、イミダゾール等の
緩衝液等が挙げられる。また、これら緩衝液に免疫グロブリンを含んだ希釈液を使用して
も良い。
【０２６９】
　本発明に係わる緩衝剤の濃度は、免疫グロブリンの変性や凝集を起こすことがなければ
何ら限定はしないが、例えば、下限として、１ｍＭ以上、好ましくは１０ｍＭ以上、より
好ましくは５０ｍＭ以上が良く、上限としては、１Ｍ以下、好ましくは５００ｍＭ以下、
より好ましくは２００ｍＭ以下が良い。
　本発明に係わる緩衝剤のｐＨは、免疫グロブリンの変性や凝集を起こすことがなければ
何ら限定はしないが、例えば、下限として、ｐＨ３以上、好ましくはｐＨ４以上、より好
ましくはｐＨ５以上が良く、上限としては、ｐＨ１０以下、好ましくはｐＨ９以下、より
好ましくはｐＨ８以下が良い。
【０２７０】
　免疫グロブリン溶液には、必要に応じ、凝集抑制剤や安定化剤、防腐剤などを添加して
も良い。
【０２７１】
　濾過中、免疫グロブリンにストレスがかかるために凝集し、白濁する場合がある。その
場合、界面活性剤や糖類などを凝集抑制剤として添加しても良い。
　界面活性剤は、分子内に水になじみやすい部分（親水基）と、疎水部になじみやすい部
分（疎水基）を持つ両親媒性分子である。界面活性剤は、その疎水基が免疫グロブリンの
疎水部に相互作用し、免疫グロブリンの水への溶解性を高めると同時に、免疫グロブリン
同士の疎水性相互作用を抑制し、凝集を抑制すると考えられている。
　本発明に係わる界面活性剤としては、免疫グロブリンの変性や凝集を起こさず、分画性
能に影響しなければ何ら限定されないが、両イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤
、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤等が挙げられる。



(60) JP 5099930 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

【０２７２】
　本発明に係わる両イオン性界面活性剤としては、例えば、アミノ酸、アミノ酸誘導体、
アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム、アルキルベタイン、アルキルアミンオキシドなどが挙
げられる。この中でも、特に、アミノ酸および／またはアミノ酸誘導体が良い。アミノ酸
は免疫グロブリンの凝集を抑制する効果を発現する物質で、免疫グロブリン溶液に溶解す
ることが可能であれば特に種類は限定しないが、例えば、リシン、アルギニン、アラニン
、システイン、グリシン、セリン、プロリンなどが挙げられる。その中でも、リシンおよ
びアルギニン、アラニンが好ましく、特にリシンが効果を発現する。　　
　本発明に関わるアミノ酸誘導体は、アミノ酸を化学修飾した物質であり、アセチル化ア
ミノ酸、アシル化アミノ酸等がある。該アミノ酸および／または該アミノ酸誘導体は酸付
加塩の形態で使用することもできる。酸付加塩を形成し得る酸としては、塩酸、硫酸等が
挙げられる。これらを２種以上組み合わせて使用することも可能である。また、他の凝集
抑制剤との併用も可能である。
【０２７３】
　本発明に係わる非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、しょ糖脂肪酸エステル、ソル
ビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸アルカノ
ールアミドなどが挙げられる。この中でも、特に、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
系高分子および／その誘導体が良い。ポリオキシエチレンアルキルエーテルは、免疫グロ
ブリンの凝集を抑制する効果を発現する物質で、免疫グロブリン溶液に溶解することが可
能であれば特に種類は限定しないが、例えば、ポリエチレングリコールおよび／またはポ
リエチレングリコール誘導体が挙げられ、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシ
ド、ポリエチレングリコール－ポリプロピレングリコールブロック共重合体、また、ポリ
エチレングリコールを親水性セグメントとして含有する界面活性剤やブロック共重合体お
よびグラフト共重合体も凝集抑制剤として十分活用できる。これらを２種以上組み合わせ
て使用することも可能である。また、他の凝集抑制剤との併用も可能である。これらを２
種以上組み合わせて使用することも可能である。また、他の凝集抑制剤との併用も可能で
ある。
【０２７４】
　本発明に係わるカチオン系界面活性剤としては、例えば、アルキルトリメチルアンモニ
ウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩などが挙げられる。
　本発明に係わるアニオン系界面活性剤としては、例えば、脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カ
リウム、アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナ
トリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、アルキルスルホン酸ナトリウムなどが挙げ
られる。
【０２７５】
　本発明に係わる界面活性剤の分子量の下限値としては３０Ｄａ以上、さらに好ましくは
、５０Ｄａ以上であり、上限値としては、５００００Ｄａ以下、さらに好ましくは、３０
０００Ｄａ以下である。３０Ｄａ以下では十分な凝集抑制効果が得られず、逆に、３００
００Ｄａを超えると界面活性剤や、免疫グロブリンと界面活性剤の複合体が膜への詰まり
やファウリングの原因となる場合がある。
【０２７６】
　本発明に関わる糖類としては、免疫グロブリンの凝集を抑制する効果を発現する物質で
、免疫グロブリン溶液に溶解することが可能であれば特に種類は限定しないが、具体的な
糖類の例としては、グルコース、ソルビトール、ショ糖が挙げられる。
【０２７７】
　本発明における凝集抑制剤の濃度は、凝集抑制剤の種類に依存されるが、下限値として
は、０．１ｇ／Ｌ以上が好ましく、さらに好ましくは、０．５ｇ／Ｌ以上であり、上限値
としては、２００ｇ／Ｌ以下が好ましく、さらに好ましくは、１５０ｇ／Ｌ以下である。
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下限値０．１ｇ／Ｌ未満であれば、免疫グロブリンの凝集を抑制する効果が低く、上限値
２００ｇ／Ｌ超えると、免疫グロブリン溶液の粘性が増加などによって免疫グロブリンの
透過率の低下を引き起こす場合がある。
【０２７８】
　また、上記界面活性剤、糖類等は、凝集抑制効果以外に免疫グロブリンの劣化防止や吸
着防止などの効果もある。さらに、無機塩も免疫グロブリンの劣化防止や吸着防止などの
効果を有する。
　本発明に係わる無機塩としては、塩化ナトリウムや塩化カリウム、塩化マグネシウム、
塩化カルシウム、硫酸マグネシウム等が挙げられる。その濃度としては、例えば、下限値
としては、１ｍＭ以上が好ましく、より好ましくは１０ｍＭ以上、最も好ましくは５０ｍ
Ｍ以上が良い。上限値としては、１Ｍ以下が好ましく、より好ましくは５００ｍＭ以下、
最も好ましくは２００ｍＭ以下が良い。
【０２７９】
　本発明に係わる防腐剤としては、免疫グロブリンの性状や分画性能に影響を与えなけれ
ば何ら限定はしないが、例えば、アジ化ナトリウム等が挙げられる。その濃度の下限とし
ては０．００１重量％以上、好ましくは０．００５重量％以上、下限としては１重量％以
下、好ましくは０．５重量％以下が良い。
【０２８０】
　本発明において、免疫グロブリン１量体及び２量体等の凝集体を含む免疫グロブリン溶
液から、免疫グロブリン１量体を分離する際の分画性能の指標は、次のとおり考えられる
。
　免疫グロブリン１量体を医薬品として使用する場合、副作用を引き起こす可能性のある
不純生体成分をできるだけ除去した方が良い。免疫グロブリン２量体含有率が１％以下で
あれば、医薬品として安全性の高いものと考えられているので、それを達成できる免疫グ
ロブリン１量体の透過率と免疫グロブリン２量体の透過率の比（免疫グロブリン２量体の
透過率／免疫グロブリン１量体の透過率＝透過率比）としては０．２０以下が良く、好ま
しくは０．１５以下、より好ましくは０．１０以下が良い。また、免疫グロブリン元液に
含まれる免疫グロブリン２量体が少ない場合、透過液中の免疫グロブリン２量体含有率を
１％以下にするためには、免疫グロブリン１量体の透過率と免疫グロブリン２量体の透過
率の比が０．３０以下であっても良い。　一方、免疫グロブリン１量体はできるだけ回収
できる方が好ましい。従って、本発明に係わる免疫グロブリン１量体の透過率は８０％以
上が良く、好ましくは８５％以上、より好ましくは９０％以上が良い。　
【０２８１】
　クロスフロー濾過の場合、濾過開始後すぐにケーク層が形成され、分画性能が発現され
ると考えられていた。しかしながら、意外にも、ケーク層の形成には時間を要し、濾過初
期の濾液中の免疫グロブリン２量体含有率がかなり高いことが分かった。従って、本発明
では、所定時間、濾過初期の免疫グロブリン２量体を多く含有する免疫グロブリン透過液
を再度、元液に循環した後、分画性能が発現した後の免疫グロブリン透過液を回収するこ
とで、免疫グロブリン１量体をロスすることなく、免疫グロブリン２量体の含有量を低下
させる方法を見出した。
【０２８２】
　本発明に係わる免疫グロブリン透過液を元液に再循環させる設定時間としては、最終的
に得られる免疫グロブリン透過液中に含まれる免疫グロブリン２量体の含有率が目的値ま
で低減することが可能であれば何ら限定しないが、例えば、濾過開始から、免疫グロブリ
ン透過液に含まれる全免疫グロブリン中の免疫グロブリン２量体の含有率、もしくは免疫
グロブリン１量体と免疫グロブリン２量体の透過率比などが設定値に到達した時点までの
時間が挙げられる。免疫グロブリン１量体を医薬品として使用する場合、副作用を引き起
こす可能性のある不純生体成分をできるだけ除去した方が良い。従って、免疫グロブリン
２量体の含有率としては１％以下、好ましくは、０．７５％以下が良く、所望する含有率
に応じた時間設定を行えば良い。
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　また、免疫グロブリン１量体の透過率と免疫グロブリン２量体の透過率の比（免疫グロ
ブリン２量体の透過率／免疫グロブリン１量体の透過率＝透過率比）から設定することも
可能である。透過率比が低い程、分画性能が高いことを示しており、透過率比は０．２０
以下、好ましくは０．１５以下、より好ましくは０．１０以下、最も好ましいのは０．０
７５以下が良く、所望する透過率比に応じた時間設定を行えば良い。
　さらに、免疫グロブリン２量体の含有量と相関性が得られる他の分析装置で得られるデ
ータ値を用いて時間を設定することも可能である。例えば、紫外可視吸収強度や赤外分光
光度などが挙げられる。
【０２８３】
　モノクローナル抗体の精製において、アフィニティクロマトグラフィー精製工程は必須
な工程となっている。特に、プロテインＡなどをリガンドとしたアフィニティクロマトグ
ラフィーが利用されている。その分離原理は、リガンドに対する免疫グロブリンとその他
の生体成分の親和性を利用して分離している。具体的には、免疫グロブリンや夾雑蛋白質
、糖鎖、核酸を含む生体成分をアフィニティクロマトグラフィーに通し、免疫グロブリン
だけを固定化したリガンドに特異的に結合させる。この特異的に結合した免疫グロブリン
を、低いｐＨ、高いｐＨ、高い塩、競合リガンドなどを用いて固定リガンドからはずし、
回収することで精製された免疫グロブリンが得られる。
【０２８４】
　しかしながら、アフィニティクロマトグラフィー精製工程で注意すべき点は、リガンド
から免疫グロブリンを溶離するために低いｐＨや高い塩に接触させることが必要であるが
、同時に免疫グロブリンを凝集させ、２量体以上の免疫グロブリン凝集体が副生させる問
題やリガンド（例えば、プロテインＡ）が溶出し、免疫グロブリンと凝集体を形成する問
題などがあった。
　したがって、プロテインＡなどをリガンドしたアフィニティクロマトグラフィー精製を
行った後、本発明に係わる分離方法を行うことによって、免疫グロブリンを十分に精製す
ることができる。
【０２８５】
　本発明に係わるプロテインＡとは、天然の供給源から回収されたプロテインＡ、合成的
に生成されたプロテインＡ（例えば、ペプチド合成によって、または組換え技術によって
）、およびＣＨ２／ＣＨ３領域（例えば、Ｆｃ領域）を有するタンパク質に結合する能力
を保持するそれらの改変体を包含する。プロテインＡは、Ｒｅｐｌｉｇｅｎ、Ｐｈａｒｍ
ａｃｉａおよびＦｅｒｍａｔｅｃｈから商業的に購入できる。プロテインＡは、一般に、
固相支持体材料にリガンドとして固定される。さらにプロテインＡカラムとは、プロテイ
ンＡが共有結合するクロマトグラフィー固体支持体マトリックスを含むアフィニティクロ
マトグラフィー樹脂またはカラムを示す。また、プロテインＡ以外のアフィニティクロマ
トグラフィーのリガンドとしては、プロテインＬ、プロテインＧなどが挙げられる。これ
らのプロテインＬおよびプロテインＧについても、天然の供給源から回収されたもの、合
成的に生成されたもの（例えば、ペプチド合成、または、組換え技術によって）、および
ＣＨ２／ＣＨ３領域（例えば、Ｆｃ領域）を有するタンパク質に結合する能力を保持する
それらの改変体を包含する。さらに、プロテインＡ、プロテインＬおよびプロテインＧを
組み合わせて作成されたアフィニティクロマトグラフィー樹脂またはカラムを用いたアフ
ィニティグラフィー精製方法も含有する。
【０２８６】
　限外濾過膜を用いた蛋白溶液のクロスフロー濾過方法は、分離プロセスの連続運転を可
能にする濾過方法として主流を占めているが、課題の一つとして、濾過後の蛋白質濃度が
低くなるために、再度、濃縮工程が必要となることが挙げられる。そのために、免疫グロ
ブリン透過液を貯蔵するための免疫グロブリン透過液タンクのサイズが大きくなり、設備
コストが増大する。また、加水型クロスフロー濾過方法では、希釈液として用いられる溶
液タンク設備や緩衝剤、添加剤のコストが問題となる。
　本発明に係わる分離・濃縮方法は、分離工程で希釈された免疫グロブリン透過液を、同
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時に、連続して濃縮する方法であるため、短時間で一連の工程を行うことができ、低コス
トとなる。さらに、濃縮工程で透過した液を分離工程に使用する希釈液として再利用する
ことが好ましい。希釈液には緩衝剤や塩、安定化剤などが含まれており、それらは低分子
量であるので、一連の分離・濃縮工程によって膜に捕捉されることはない。すなわち、分
離工程で使用する希釈液中の緩衝剤や塩、安定化剤の濃度は、濃縮工程で透過する免疫グ
ロブリン透過液中のそれらの濃度とほとんど変化が無く、そのまま分離工程で使用する希
釈液として使用できる。この分離・濃縮方法によって、希釈液として用いられる溶液タン
ク設備や緩衝剤、添加剤のコストが大きく削減できる。
【０２８７】
　本発明に係わる「濃縮用限外濾過膜」とは、限外濾過膜によって分離・透過した溶液を
濃縮するための膜である。
　本発明に係わる濃縮工程に使用する濃縮用限外濾過膜の材質は特に限定されるものでは
なく、高分子膜であっても無機膜であっても構わない。例えば、ポリスルホン、ポリエー
テルスルホン、ポリアリールスルホンなどのポリスルホン系高分子膜、芳香族エーテル系
高分子膜、ポリアクリル系高分子膜、ポリアクリロニトリル系高分子膜、セルロース系高
分子膜、ポリカーボネート系高分子膜、ポリフッ化ビニリデン系高分子膜、ポリテトラフ
ルオロエチレン系高分子膜、ポリエチレン系高分子膜、ポリプロピレン系高分子膜、ポリ
アミド系高分子膜、ポリエーテルイミド系高分子膜などが挙げられる。特にその中でもポ
リスルホン系高分子膜が好ましい。
【０２８８】
　本発明に係わる免疫グロブリン濃縮工程において用いられる免疫グロブリンを濃縮する
ための濃縮用限外濾過膜の分画分子量は、下限としては、１０００以上、好ましくは５０
００以上、より好ましくは１万以上が良く、上限としては、１０万未満、好ましくは９万
以下、さらに好ましくは８万が良い。１０万以上であると、免疫グロブリン１量体の回収
率が低下し、１０００未満であれば、単位時間当たりの透液量が著しく低下する。
【０２８９】
　本発明に係わる免疫グロブリン濃縮工程で用いられる濃縮前の免疫グロブリン溶液濃度
は、免疫グロブリン分離工程によって透過した免疫グロブリン溶液の濃度を示す。通常、
免疫グロブリン分離工程で、初期の免疫グロブリン溶液濃度から低減する場合が多い。低
減度合いは、膜モジュールや濾過条件に依存するが、初期濃度を１００とした場合、下限
値としては、０．１であり、好ましくは、０．５である。上限値としては、９９であり、
好ましくは９５である。例えば、１～１５０ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液を濾過した場合
には、透過した免疫グロブリン溶液の濃度は、０．１～１４９ｇ／Ｌとなり、１～１００
ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液を濾過した場合には、透過した免疫グロブリン溶液の濃度は
、０．１～９９ｇ／Ｌとなる。
【０２９０】
　透過した免疫グロブリン溶液を濃縮するためのクロスフロー濾過条件としては、目的と
する免疫グロブリン濃度が得られれば、特に限定されるものではないが、例えば、線速の
下限としては、０．０１ｃｍ／秒以上、好ましくは０．１／秒以上が良く、上限としては
、１００ｃｍ／秒以下、好ましくは７５ｃｍ／秒以下が良い。圧力の下限としては、０．
０１ＭＰａ以上、好ましくは０．０２ＭＰａ以上が良く、上限としては、０．５ＭＰａ以
下、好ましくは０．３ＭＰａ以下でクロスフロー濾過すること良い。
【０２９１】
　本発明に係わる免疫グロブリン濃縮工程で得られる濃縮後の免疫グロブリン溶液濃度は
、免疫グロブリンの種類や用途、後段の精製工程（例えば、ウイルスを除去する工程）に
依存し、目的に応じて濃縮倍率を設定する。通常、下限値としては、０．５ｇ／Ｌ以上が
好ましく、さらに好ましくは１ｇ／Ｌ以上であり、上限値としては３００ｇ／Ｌ以下が好
ましく、さらに好ましくは１５０ｇ／Ｌ以下が良い。
【０２９２】
　分離工程は、クロスフロー濾過による免疫グロブリン１量体と免疫グロブリン２量体を
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分離する工程であり、免疫グロブリンの濃度をモニタリングできる装置、免疫グロブリン
の濃度を調整できる装置、限外濾過膜に送液される免疫グロブリン溶液の線速をコントロ
ールする手段、限外濾過膜の濾過圧力をコントロールできる装置を含む装置が好ましい。
該濃縮工程は、分離工程で得られた免疫グロブリン１量体溶液を濃縮する工程であり、濃
縮前後の免疫グロブリン１量体溶液の濃度をモニタリングできる装置、免疫グロブリン１
量体溶液の線速、濾過圧力をコントロールできる装置を含む装置が好ましい。さらに、濃
縮工程で得られる免疫グロブリン透過液を分離工程で用いられる免疫グロブリン溶液の濃
度を調節する希釈液として再利用することが好ましい。具体的には、図４のような装置が
例示される。
【０２９３】
　分離工程では、送液ポンプ２（３）を用いて、免疫グロブリン元液タンク（４）内の免
疫グロブリン溶液を限外濾過膜モジュール（８）に送液する。圧力計１（５）および圧力
計２（６）、流量計１（１０）で濾過圧力と濾過流量をモニタリングし、圧力・流量コン
トローラー１（１２）から調整バルブ１（７）に信号を送って、限外濾過膜モジュール（
８）に対して接線方向の線速と限外濾過膜を横切る圧力が設定値になるように調節する。
限外濾過膜モジュール（８）を濾過しない液を免疫グロブリン元液タンク（４）に戻す。
免疫グロブリン元液タンク（４）内の免疫グロブリン溶液の濃度を、吸光度計が組み込ま
れた濃度コントローラー１（１１）でモニタリングし、免疫グロブリン溶液の濃度をコン
トロールするために送液ポンプ１（２）に信号を送って送液量を調節し、希釈液用タンク
（１）中の希釈液を添加する。限外濾過膜モジュール（８）で濾過された免疫グロブリン
透過液を免疫グロブリン透過液タンク（９）に送液され、濃縮工程へと移行する。濃縮工
程では、送液ポンプ３（１５）を用いて、免疫グロブリン透過液を濃縮用限外濾過膜モジ
ュール（２４）に送液する。その際、圧力計３（１６）および圧力計４（１７）、流量計
２（２３）で濾過圧力と濾過流量でモニタリングし、圧力・流量コントローラー２（１８
）から調整バルブ２（１９）に信号を送って、濃縮用限外濾過膜モジュール（２４）に対
して接線方向の線速と限外濾過膜を横切る圧力が設定値になるように調節する。また、濃
度コントローラー２（１４）および吸光度計（２０）で、免疫グロブリン溶液の濃度をモ
ニタリングし、濃縮程度を、濃度コントローラー２（１４）および圧力・流量コントロー
ラー２（１８）で調節する。
　濃縮用限外濾過膜モジュール（２４）を透過する液は、希釈液として再利用が可能であ
り、希釈液用タンク（１）に送液される。濃縮された免疫グロブリン溶液の濃度を、吸光
度計（２０）でモニタリングし、目的濃度に達するまで免疫グロブリン溶液を免疫グロブ
リン透過液タンク（９）に再循環するが、目的濃度に達すると切換バルブ（２３）で流路
を変更し、免疫グロブリン濃縮液タンク（２１）に免疫グロブリン濃縮液を回収する。
【０２９４】
　本発明における限外濾過膜モジュールとは、例えばケーシング内に平膜もしくは中空糸
膜を収容したものであり、少なくとも、免疫グロブリン溶液をケーシング内に注ぎ込む液
体流入口を一つ以上、分離された液体を導出するための液体流出口を一つ以上供えたもの
をいう。モジュールに使用するケーシングは一つ以上のケーシング部品から組み立てられ
る。ケーシング部品の材料は金属、ガラス、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂など、必要に応
じて選択できる。好適な材料は、内部の様子が観察可能な透明性を有する熱可塑性樹脂材
料であり、具体的にはポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、硬質塩化ビニル樹脂、
ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリスチレンブタジエン共重合体、ポリ
カーボネート、ポリメタクリル酸メチルなどが挙げられる。特に好適なものは透明性を有
する非晶性樹脂であり、ポリスチレンブタジエン共重合体、ポリカーボネート、ポリメタ
クリル酸メチルなどが挙げられる。
【０２９５】
　本発明に係わるモジュールに使用するケーシングを組み立てる際に使用されるケーシン
グ部品の製造方法は、成型加工が可能であれば何ら限定しないが、例えば、溶接、プレス
成型、射出成型、反応射出成型、超音波圧着、プラズマ融着、接着剤による接着などであ
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る。これらは単独でも２つ以上組み合わせても良い。特に好適なケーシング部品の製造方
法としては材料に透明性を有する熱可塑性樹脂を用いた射出成型品と適切な接着剤で封止
する方法である。
【０２９６】
　本発明に係わるモジュールに使用するケーシングおよび／またはケーシング部品には成
型中、および／または成型後、および／または組み立て中、および／または組み立て後に
、分離処理される液体と接触および／または接触しない表面に表面加工が実施できる。表
面加工には種々の方法があるが、例えば親水化をする場合は親水性高分子の塗布や空気中
でのプラズマ処理による表面酸化などが、疎水化する場合は撥水剤および／または離型剤
の塗布が、また酸素透過を減少させる場合には蒸着法などにより酸化ケイ素膜をはじめと
する各種無機コートを実施することができる。ケーシングおよび／またはケーシング材料
への親水化加工を行うことでモジュール組み立て時に同種および／または異種材料界面の
接着性制御が容易になり、疎水化加工を行うことで組み立て時に一時的に使用される各種
保護フィルムなどとの剥離性を向上させることができる。
【０２９７】
　本発明に係わるモジュールの構造は、使用する膜の形状、例えば中空糸や平膜によって
異なるが、中空糸や平膜などがケーシング内に適切に収容され、分離処理される免疫グロ
ブリン溶液が混ざらない構造であれば良い。また金属メッシュや不織布などを膜の保持材
として組み合わせてケーシングに収容し、モジュール化することもできる。
【０２９８】
　本発明に係わる分離方法は、サイズ分画によって分離する方法であるため、合成医薬品
の精製や清酒、ビール、ワイン、発泡酒、お茶、ウーロン茶、野菜ジュース、果物ジュー
スなど各種飲料の精製、薬液や処理水等から微粒子分離、油水分離や液ガス分離用の分離
上下水の浄化を目的とする分離などの用途にも利用できる。
【０２９９】
[実施例]
　本発明を次に実施例および比較例によって説明するが、これらに限定されるものではな
い。
【０３００】
［ポリスルホン系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＳｆ－１）の製造方法＞
　１６５０ｇのＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（和光純薬工業株式会社製、以下、ＤＭＡ
ｃと略す）に２８０ｇのポリスルホン（Ｐ１７００、ＵＣＣ社製、以下ＰＳｆと略す）お
よび１１０ｇのポリビニルピロリドン（Ｋ－９０、ＢＡＳＦ社製、以下ＰＶＰと略す）を
加え、膜原液用の５０００×１０－6ｍ３反応器に注ぎ込んだ。反応器の攪拌をしながら
減圧と窒素置換を５回繰り返した。その後、６０℃に反応器内液温度をあげ、均一なＰＳ
ｆのＤＭＡｃ溶液を得た。均一に溶解したことを確認し、この段階で攪拌を停止し、減圧
にして脱泡を行った。その後、大気圧と同じ圧力に戻し、６０℃に保持された紡糸用の膜
原液を得た。
　純水４８０ｇにＤＭＡｃ５２０ｇを混合し、内部凝固液用の３０００×１０－6ｍ３反
応器に加えた。減圧と窒素置換を５回繰り返し、内部凝固液を得た。
　６０℃に保持された２重紡口（内直径１００μｍ、スリットの幅５０μｍ、外直径３０
０μｍ）に内部凝固液をおよび膜原液を通液させた。それぞれの流速は紡糸時の巻取り速
度に応じて適宜調整した。
　得られた中空糸膜は空走距離０．６ｍで、６０℃に保持された凝固槽中の外部凝固液（
純水）中に導かれ、凝固を完了させたあと、巻取り装置で巻き取った。巻取り速度として
は２４００ｍ／時間から４８００ｍ／時間で巻き取ることができた。

　その後、得られた中空糸膜は６０℃の純水を用いて浸漬・洗浄を繰り返し、その後７０
℃の熱風乾燥機で６時間乾燥した。この製造方法により、分画分子量３０万、内径１５１



(66) JP 5099930 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

μｍ、膜厚３０μｍのポリスルホン系高分子膜を製造することができた。
【０３０１】
＜中空糸膜（ＰＳｆ－２）の製造方法＞
　内部凝固液の組成（純水／ＤＭＡｃ）および膜原液中のポリスルホン濃度を変化させ、
ＰＳｆ－１の製造方法と同等の条件で行うことにより、分画分子量３６万、内径２０７μ
ｍ、膜厚４１μｍのポリスルホン系高分子膜を製造することができた。
【０３０２】
＜中空糸膜（ＰＳｆ－３）の製造方法＞
　内部凝固液の組成（純水／ＤＭＡｃ）および膜原液中のポリスルホン濃度を変化させ、
ＰＳｆ－１の製造方法と同等の条件で行うことにより、分画分子量２４万、内径１９９μ
ｍ、膜厚３７μｍのポリスルホン系高分子膜を製造することができた。
【０３０３】
＜中空糸膜（ＰＳｆ－４）の製造方法＞
　内部凝固液の組成（純水／ＤＭＡｃ）および膜原液中のポリスルホン濃度を変化させ、
ＰＳｆ－１の製造方法と同等の条件で行うことにより、分画分子量６０万、内径１５５μ
ｍ、膜厚３３μｍのポリスルホン系高分子膜を製造することができた。 
【０３０４】
＜中空糸膜（ＰＳｆ－５）の製造方法＞
　内部凝固液の組成（純水／ＤＭＡｃ）および膜原液中のポリスルホン濃度を変化させ、
ＰＳｆ－１の製造方法と同等の条件で行うことにより、分画分子量１００万、内径１５７
μｍ、膜厚３６μｍのポリスルホン系高分子膜を製造することができた。
【０３０５】
＜中空糸膜（ＰＳｆ－６）の製造方法＞
　２重紡口（内直径３５０μｍ、スリットの幅７５μｍ、外直径７５０μｍ）を用い、空
走距離０．１ｍであること以外は、中空糸膜（ＰＳｆ－１）の製造方法と同等の条件で行
うことにより、分画分子量３０万、内径４９８μｍ、膜厚８７μｍのポリスルホン系高分
子膜を製造することができた。　
【０３０６】
［芳香族エーテル系高分子膜の製造例］
＜ポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の製造例＞
　２４００ｇのキシレン（和光純薬工業株式会社）が入った５０００×１０－６ｍ３の反
応容器に、４８０ｇのスチレン（和光純薬工業株式会社）および１２０ｇのポリエチレン
グリコールユニット含有高分子アゾ重合開始剤ＶＰＥ－０２０１（和光純薬工業株式会社
、ポリエチレングリコールセグメント部分の数平均分子量は約２０００）を加え、乾燥窒
素によるバブリングを３０分間以上行い、反応系中を乾燥窒素雰囲気下にした。１３０℃
で７時間加熱し、重合反応を行った。次いで、反応溶液を室温まで冷却した後、過剰のヘ
キサン（和光純薬工業株式会社、特級）中に反応溶液を徐々に注ぎ、高分子を析出させた
。得られた高分子はヘキサンを用いて３回洗浄し、５０℃、０．１３３ＫＰａ条件で減圧
乾燥処理を２４時間実施し、残存する溶媒、モノマー等を完全に除去した。白色粉末、４
０９ｇ、６８重量％回収率。また、異なる組成比を有するポリスチレン－ポリエチレング
リコールブロック共重合体を製造する場合には、スチレンとポリエチレングリコールユニ
ット含有高分子アゾ重合開始剤の添加量を変えることにより調整した。
【０３０７】
＜中空糸膜（ＰＰＥ－１）の製造方法＞
　ポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体の製造例に従い、ポリスチレ
ンとポリエチレングリコールの組成比６２／３８（重量％）、数平均分子量２０，１００
、分子量分布１．７であるポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体を製
造した。
　１６００ｇのＮ－メチル―２―ピロリドン（ＮＭＰ）に３２０ｇのポリ（２，６－ジメ
チルフェニレン－１，４－オキシド）（シグマアルドリッチジャパン株式会社、以下ＰＰ
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Ｅと略す）および親水性高分子として１１０ｇのポリスチレン－ポリエチレングリコール
ブロック共重合体を加え、分散溶液として膜原液用の５０００×１０－６ｍ３反応器に注
ぎ込んだ。反応器の攪拌をしながら０．０２ＭＰａまでの減圧と窒素置換を５回繰り返し
た。その後、１６０℃に反応器内液温度をあげ、均一なＰＰＥのＮＭＰ溶液を得た。この
段階で攪拌を停止し、反応器内部の圧力を０．０２ＭＰａの減圧状態のまま、１時間かけ
て反応器内部温度を９０℃にした。次いで窒素を使用して反応器内部の圧力を大気圧と同
じ圧力にし、９０℃に保持された紡糸用の膜原液を得た。
　純水３００ｇにＮＭＰ７００ｇを混合し、内部凝固液用の３０００×１０－６ｍ３反応
器に加えた。０．０２ＭＰａまでの減圧と窒素置換を５回繰り返し、その後０．０２ＭＰ
ａの減圧のまま、反応器内部温度を９０℃に昇温した。１時間保持後に窒素を使用して反
応器内部の圧力を大気圧と同じ圧力にし、９０℃に保持された内径部を通す内部凝固液（
水／ＮＭＰ（３０／７０重量％））を得た。
　９０℃に保持された２重紡口（内直系１００μｍ、スリットの幅５０μｍ、外直径３０
０μｍ）の内直径部に９０℃に保持された内部凝固液を約６０×１０－６ｍ３／時間から
約１２０×１０－６ｍ３／時間の流量で流し、次いで９０℃に保持された膜原液を９０×
１０－６ｍ３／時間から２４０×１０－６ｍ３／時間の流速で通液させた。それぞれの流
速は紡糸時の巻取り速度に応じて適宜調整した。
　得られた中空糸膜は空走距離０．６ｍで、９０℃に保持された凝固槽中の外部凝固液（
純水）中に導かれ、凝固を完了させたあと、巻取り装置で巻き取った。巻取り速度として
は４，２００ｍ／時間で巻き取ることができた。その後、得られた中空糸膜は８０℃の純
水を用いて５回、浸漬・洗浄を繰り返し、その後７０℃の熱風乾燥機で６時間乾燥した。
　膜構造の異なる限外濾過膜を製造する場合には、ＰＰＥ／親水性高分子／良溶媒の添加
量の組成比および凝固液等を適時調整することにより実施した。
　この製造方法により、分画分子量３８万、内径１７３μｍ、膜厚３０μｍの中空糸膜（
ＰＰＥ－１）を製造することができた。
【０３０８】
＜中空糸膜（ＰＰＥ－２）の製造方法＞
　ＰＰＥ／親水性高分子／良溶媒の添加量の組成比および凝固液等を変化させ、中空糸膜
（ＰＰＥ－１）の製造方法と同等の条件で行うことにより、分画分子量８９万、内径１６
１μｍ、膜厚３５μｍの中空糸膜を製造することができた。
【０３０９】
＜中空糸膜（ＰＰＥ－３）の製造方法＞
　ポリスチレン－ポリエチレングリコールブロック共重合体による親水化を行わない以外
、ＰＰＥ－１と同様の方法で中空糸膜を製造した結果、内径１６９μｍ、膜厚３９μｍの
中空糸膜を製造することができた。蛋白質の吸着のため、分画分子量は測定できなかった
。
【０３１０】
＜中空糸膜（ＰＰＥ－４）の製造方法＞
　２重紡口（内直径３５０μｍ、スリットの幅７５μｍ、外直径５００μｍ）を用い、空
走距離０．１ｍであること以外は、中空糸膜（ＰＰＥ－１）の製造方法と同等の条件で行
うことにより、分画分子量４１万、内径５６８μｍ、膜厚１２３μｍの中空糸膜を製造す
ることができた。
【０３１１】
［（メタ）アクリル系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＭＡ）の製造方法＞
　８９０ｇのジメチルスルホキシド（和光純薬工業株式会社製、以下ＤＭＳＯと略す）に
１６０ｇの（メタ）アクリル系高分子（ダイヤナールＢＲ、三菱レイヨン株式会社製、以
下ＰＭＭＡと略す）および５０ｇのポリビニルピロリドン（Ｋ－３０、ＢＡＳＦ社製、以
下ＰＶＰと略す）を加え、膜原液用の５０００×１０－６ｍ３反応器に注ぎ込んだ。反応
器の攪拌をしながら減圧と窒素置換を５回繰り返した。その後、反応器内液温度を上げて
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加熱溶解し、均一なＰＭＭＡのＤＭＳＯ溶液を得た。均一に溶解したことを確認し、この
段階で攪拌を停止し、減圧にして脱泡を行った。その後、大気圧と同じ圧力に戻し、６０
℃に保持された紡糸用の膜原液を得た。
　純水５００ｇにＤＭＳＯ５００ｇを混合し、内部凝固液用の３０００×１０－６ｍ３反
応器に加えた。減圧と窒素置換を５回繰り返し、内部凝固液を得た。
　６０℃に保持された２重紡口（内直径１００μｍ、スリットの幅５０μｍ、外直径３０
０μｍ）に内部凝固液をおよび膜原液を通液させた。それぞれの流速は紡糸時の巻取り速
度に応じて適宜調整した。
　得られた中空糸膜は空走距離０．６ｍで、６０℃に保持された凝固槽中の外部凝固液（
純水）中に導かれ、凝固を完了させたあと、巻取り装置で巻き取った。巻取り速度として
は２４００ｍ／時間から４８００ｍ／時間で巻き取ることができた。
　その後、得られた中空糸膜は６０℃の純水を用いて浸漬・洗浄を繰り返し、その後６０
℃の熱風乾燥機で６時間乾燥した。
　この製造方法により、分画分子量３５万、内径１６０μｍ、膜厚３５μｍの中空糸膜を
製造することができた。
【０３１２】
［アクリルニトリル系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＡＮ）の製造方法＞
　８５０ｇのジメチルスルホキシド（和光純薬工業株式会社製、以下ＤＭＳＯと略す）に
１４０ｇのアクリロニトリル共重合体（９１．５重量％のアクリロニトリルと８．５重量
％のアクリル酸メチルの共重合体）および１０ｇのＰＶＰ（Ｋ－１７、ＢＡＳＦ社製）を
加え、膜原液用の５０００×１０－６ｍ３反応器に注ぎ込んだ。反応器の攪拌をしながら
減圧と窒素置換を５回繰り返した。その後、８０℃に反応器内液温度を上げ、均一なアク
リロニトリル共重合体のＤＭＳＯ溶液を得た。均一に溶解したことを確認し、この段階で
攪拌を停止し、減圧にして脱泡を行った。その後、大気圧と同じ圧力に戻し、８０℃に保
持された紡糸用の膜原液を得た。
　純水１５０ｇにＤＭＳＯ８５０ｇを混合し、内部凝固液用の３０００×１０－６ｍ３反
応器に加えた。減圧と窒素置換を５回繰り返し、内部凝固液を得た。
　８０℃に保持された２重紡口（内直径１００μｍ、スリットの幅５０μｍ、外直径３０
０μｍ）に内部凝固液をおよび膜原液を通液させた。それぞれの流速は紡糸時の巻取り速
度に応じて適宜調整した。
　得られた中空糸膜は空走距離０．６ｍで、６０℃に保持された凝固槽中の外部凝固液（
純水）中に導かれ、凝固を完了させたあと、巻取り装置で巻き取った。巻取り速度として
は２４００ｍ／時間から４８００ｍ／時間で巻き取ることができた。
　その後、得られた中空糸膜は８０℃の純水を用いて浸漬・洗浄を繰り返し、その後７０
℃の熱風乾燥機で６時間乾燥行い、中空糸膜を得た。この製造方法により、分画分子量３
６万、内径１６９μｍ、膜厚３５μｍの中空糸膜を製造することができた。
【０３１３】
［フッ素系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＶＤＦ）の製造方法＞
　ポリフッ化ビニリデン（株式会社クレハ製、KF７２００）４５重量％、フタル酸ジシク
ロヘキシル（大阪有機化学工業株式会社製）５５重量％からなる組成物を、ヘンシェルミ
キサーを用いて７０℃で攪拌混合した後、冷却して粉体状としたものをホッパーより投入
し、二軸押出機（東洋精機株式会社製 ラボプラストミル ＭＯＤＥＬ ５０Ｃ １５０）を
用いて２１０℃で溶融混合し均一溶解した。続いて、中空内部に温度が１３０℃のフタル
酸ジブチル（三建化工株式会社製）を８ｍｌ／分の速度で流しつつ、２重紡口（内直径８
００μｍ、外直径１２００μｍ）より吐出速度１７ｍ／分で中空糸状に押し出し、４０℃
に温調された水浴中で冷却固化させて、６０ｍ／分の速度でカセに巻き取った。その後、
９９％メタノール変性エタノール（今津薬品工業株式会社製 工業品）でフタル酸ジシク
ロヘキシルおよびフタル酸ジブチルを抽出除去し、付着したエタノールを水で置換した後
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、水中に浸漬した状態で高圧蒸気滅菌装置（平山製作所株式会社製 ＨＶ－８５）を用い
て１２５℃の熱処理を１時間施した。その後、付着した水をエタノールで置換した後、オ
ーブン中で６０℃の温度で乾燥することにより中空糸状のポリフッ化ビニリデン膜を得た
。抽出から乾燥にかけての工程では、収縮を防止するために膜を定長状態に固定して処理
を行った。
　続いて、上記のポリフッ化ビニリデン膜に対し、グラフト法による親水化処理を行った
。反応液は、ヒドロキシプロピルアクリレート（東京化成株式会社製 試薬グレード）を
８体積％となるように、３－ブタノール（純正科学株式会社製　試薬特級）の２５体積％
水溶液に溶解させ、４０℃に保持した状態で、窒素バブリングを２０分間行ったものを用
いた。まず、窒素雰囲気下において、該ポリフッ化ビニリデン膜をドライアイスで－６０
℃に冷却しながら、Ｃｏ６０を線源としてγ線を１００ｋＧｙ照射した。照射後の膜は、
１３．４Ｐａ以下の減圧下に１５分間静置した後、上記反応液と該膜を４０℃で接触させ
、１時間静置した。その後、膜をエタノールで洗浄し、６０℃真空乾燥を４時間行い、中
空糸膜を得た。この製造方法により、分画分子量３５万、内径１５９μｍ、膜厚３５μｍ
の中空糸膜を製造することができた。
【０３１４】
［オレフィン系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＥ）の製造方法＞
　粘度平均分子量２５万の高密度ポリエチレン２５重量％と粘度平均分子量５０万の高密
度ポリエチレン２０重量％、フタル酸ジオクチル４０重量％、および微粉ケイ酸１５重量
％をヘンシェルミキサーで混合した後、冷却して粉体状としたものをホッパーより投入し
、二軸押出機（東洋精機株式会社製 ラボプラストミル ＭＯＤＥＬ ５０Ｃ １５０）を用
いて２１０℃で溶融混合し均一溶解した。続いて、中空内部に温度が１３０℃のフタル酸
ジブチル（三建化工株式会社製）を８ｍｌ／分の速度で流しつつ、２重紡口（内直径８０
０μｍ、外直径１２００μｍ）より吐出速度１７ｍ／分で中空糸状に押し出し、４０℃に
温調された水浴中で冷却固化させて、６０ｍ／分の速度でカセに巻き取った。その後、塩
化メチレン（和光純薬工業株式会社製）中に浸漬してフタル酸ジオクチルを抽出除去し、
ついで２５％水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬して微粉ケイ酸を溶出除去し、水洗浄した
後、水中に浸漬した状態で高圧蒸気滅菌装置（平山製作所株式会社製 ＨＶ－８５）を用
いて１２０℃の熱処理を２０分間施した。その後、付着した水をエタノールで置換した後
、オーブン中で６０℃の温度で乾燥することにより中空糸状のポリエチレン膜を得た。抽
出から乾燥にかけての工程では、収縮を防止するために膜を定長状態に固定して処理を行
った。
　　続いて、上記のポリエチレン膜に対し、グラフト法による親水化処理を行った。反応
液は、ヒドロキシプロピルアクリレート（東京化成株式会社製 試薬グレード）を８体積
％となるように、３－ブタノール（純正科学株式会社製　試薬特級）の２５体積％水溶液
に溶解させ、４０℃に保持した状態で、窒素バブリングを２０分間行ったものを用いた。
まず、窒素雰囲気下において、該ポリエチレン膜をドライアイスで－６０℃に冷却しなが
ら、Ｃｏ６０を線源としてγ線を１００ｋＧｙ照射した。照射後の膜は、１３．４Ｐａ以
下の減圧下に１５分間静置した後、上記反応液と該膜を４０℃で接触させ、１時間静置し
た。その後、膜をエタノールで洗浄し、６０℃真空乾燥を４時間行い、中空糸膜を得た。
この製造方法により、分画分子量２９万、内径１７６μｍ、膜厚３６μｍの中空糸膜を製
造することができた。
【０３１５】
［ビニルアルコール系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＰＶＡ）の製造方法＞
　エチレン含量３２モル％、ケン化度９９％のＥＶＡ系重合体（株式会社クラレ製、ＥＶ
ＡＬ ＥＣ－Ｆ１００Ａ）１５重量％、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）８４重量％、
水１重量％を９０℃で加熱溶解し、膜原液用の５０００×１０－6ｍ３反応器に注ぎ込ん
だ。反応器の攪拌をしながら減圧と窒素置換を５回繰り返した。均一な膜原液を得た後、
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攪拌を停止し、減圧にして脱泡を行った。その後、大気圧と同じ圧力に戻し、７０℃に保
持された紡糸用の膜原液を得た。
　次に、内部凝固液として３０重量％ＤＭＳＯ水溶液を作製した。６５℃に保持された２
重紡口（内直径１００μｍ、スリットの幅５０μｍ、外直径３００μｍ）に内部凝固液お
よび膜原液を通液させた。それぞれの流速は紡糸時の巻取り速度に応じて適宜調整した。
得られた中空糸膜は空走距離０．６ｍで、１５℃に保持された凝固槽中の外部凝固液であ
る３０重量％ＤＭＳＯ水溶液中に導かれ、凝固を完了させたあと、巻取り装置で巻き取っ
た。巻取り速度としては２４００ｍ／時間から４８００ｍ／時間で巻き取ることができた
。その後、得られた中空繊維膜を水洗、湿熱処理、アセトン置換、乾燥、定長熱処理を行
い、中空糸膜を得た。この製造方法により、分画分子量３８万、内径１５８μｍ、膜厚４
１μｍの中空糸膜を製造することができた。
【０３１６】
［セルロース系高分子膜の製造例］
＜中空糸膜（ＣＥＬ）の製造方法＞
　コットンリンター（平均分子量１５万 ）を銅アンモニア溶液中に溶解せしめ、ろ過脱
泡を行ない、セルロース濃度が５．７重量％、アンモニア濃度が４．０重量％、銅濃度が
２．１重量％の紡糸原液とした。該紡糸原液を環状二重紡口の外側紡出口より２．０ｃｃ
／ｍｉｎで吐出し、アセトン濃度が４５重量％、アンモニア濃度が０．１重量％から成る
内部凝固液を該紡口の中央紡出口より０．７ｃｃ／ｍｉｎで吐出した。
　さらに、アセトン濃度が５５重量％、アンモニア濃度が０．７重量％から成る外部凝固
液で満たされた、細管を備えた装置に、吐出した紡糸原液を導入して、ミクロ相分離を起
させるとともに引き続き凝固させ、紡速５ｍ／ｍｉｎで平枠に巻取った。このとき、細管
径は７ｍｍ、外液流速は１．０ｍ／ｍｉｎ、駆動変向ロール速度は４．７ｍ／ｍｉｎ、律
速ロール速度は５ｍ／ｍｉｎ、平枠速度は５ｍ／ｍｉｎであった。巻取浴成分は、３０℃
の水を用い、４０分間巻取った後、さらに巻取浴と同じ３０℃の水に６０分間浸漬した。
巻き取った中空糸を３重量％の硫酸水溶液で再生し、さらに水洗した。さらに中空糸膜を
メタノールで水分を置換し、その後、緊張状態で、５０℃、で真空乾燥を行い、中空糸膜
を得た。この製造方法により、分画分子量３９万、内径１８１μｍ、膜厚３３μｍの中空
糸膜を製造することができた。
【０３１７】
＜ウシ免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用溶液の調製＞
　ウシ免疫グロブリン５％溶液（牛血清ガンマグロブリン、インビトロジェン社製）を、
プラノバ７５Ｎ（旭化成メディカル株式会社製）で不溶物を除去した後、ＰＢＳ（日水社
株式会社製）で希釈して所定の濃度のウシ免疫グロブリン溶液を調製し、分画性能評価用
溶液とした。ＧＰＣ測定の結果、ウシ免疫グロブリン１量体および２量体の含有率は、そ
れぞれ９１％および８％であった。
【０３１８】
＜ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用溶液の調製＞
　ヒト免疫グロブリン５％溶液（グロベニン－I－ニチヤク、日本製薬株式会社製）をｐ
Ｈ処理を行い、不溶物を遠心分離し、上清を０．２μｍのマイクロフィルターで濾過した
後、ＰＢＳ（日水社株式会社製）で希釈して所定の濃度のヒト免疫グロブリン溶液を調製
し、分画性能評価用溶液とした。ＧＰＣ測定の結果、ヒト免疫グロブリン１量体および２
量体の含有率は、それぞれ９１％および８％であった。
【０３１９】
＜抗ＳＣＦ抗体の製造例＞
（１）免疫原の作製
　ＳＣＦを高発現するＨｅＬａ細胞のｃＤＮＡライブラリーから単離したＳＣＦのｃＤＮ
Ａを動物細胞発現用ベクターｐＢＣＭＧＳ－ｎｅｏに組み込んだ後、これをマウス繊維芽
細胞株Ｂａｌｂ／３Ｔ３細胞に形質導入し、得られたトランスフェクタントを免疫原とし
た。
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（２）ハイブリドーマの作製
（ａ）免疫
　８週令のＢａｌｂ／ｃマウス（雌）に上記トランスフェクタントを２週間間隔で腹腔内
投与した。免疫の効果は、マウスの尾静脈から採取した末梢血の血清と免疫原との反応性
により評価した。効果を確認した後、最終免疫、細胞融合を行った。
（ｂ）細胞融合
　最終免疫から４日後、免疫されたマウスの脾細胞とマウス骨髄腫由来細胞株ＳＰ－２を
常法に従って細胞融合させた。
（ｃ）抗ＳＣＦ抗体産生ハイブリドーマのスクリーニング
　抗ＳＣＦ抗体産生ハイブリドーマのスクリーニング法として、トランスフェクタントお
よびその親株細胞（Ｂａｌｂ／３Ｔ３）を抗原とした間接抗体法を用いた。トランスフェ
クタントに結合し、親株細胞（Ｂａｌｂ／３Ｔ３）には結合しない抗体を産生するハイブ
リドーマを選択し、クローニングした。
（ｄ）抗体の精製
　ＳＣＦ発現クローンの培養上清を限外ろ過濃縮した後、結合用緩衝液（ＢｉｏＲａｄ　
Ｐｒｏｔｅｉｎ　ＭＡＰＳ　ｂｕｆｆｅｒ）と等量混合した。Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａ－Ｓｅ
ｐｈａｒｏｓｅ　ＣＬ－４Ｂ（ファルマシア）を結合用緩衝液で平衡化し、上記混合液を
カラムに流して抗体を結合させた後、結合用緩衝液でカラムを洗浄した。０．２Ｍ　Ｇｌ
ｙｃｉｎｅ－ＨＣｌ　ｂｕｆｆｅｒ（ｐＨ３．０）をカラムに流して溶出を行い抗体 画
分を得た。次に、ＤＥＡＥ－Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　ＦＦ（ＧＥヘルスケア）、Ｐｈｅｎｙ
ｌ－Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ　ＨＰ（ＧＥヘルスケア）、Ｓｐｅｐｈａｄｅｘ－Ｇ７５（ＧＥ
ヘルスケア）の順で精製を行い、抗ＳＣＦ抗体を単離した。
　次に、抗ＳＣＦ抗体ｐＨ処理を行い、不溶物を遠心分離し、上清を０．２μｍのマイク
ロフィルターで濾過した後、ＰＢＳ（日水社株式会社製）で希釈して所定の濃度のヒト免
疫グロブリン溶液を調製し、分画性能評価用溶液とした。ＧＰＣ測定の結果、ヒト免疫グ
ロブリン１量体および２量体の含有率は、それぞれ９６％および４％であった。　
【０３２０】
＜分画分子量の測定＞
　各限外濾過膜を用いて、１ｗｔ％のウシアルブミン（シグマ－アルドリッチ社製、分子
量６万）およびウシγ－グロブリン（インビトロジェン社製、分子量１５万）、フェリチ
ン（シグマ－アルドリッチ製、分子量４５万）を０．０１０ＭＰａの定圧デッドエンドで
濾過を行った。濾過開始から５分の間に透過した免疫グロブリン透過液中のアルブミンお
よびγ－グロブリン、フェリチンの量を測定し、膜に捕捉された各蛋白質の捕捉率を算出
した。各蛋白質の分子量と捕捉率との検量線を作製し、検量線から捕捉率９０％の時の分
子量を求め、その値を分画分子量と定めた。
【０３２１】
＜処理量、透過量、透過率および透過率比の計算方法＞
　処理量、透過量、透過率および透過率比を測定する方法としては、高速液体クロマトグ
ラフフィー法、核磁気共鳴法、質量分析法、赤外分光法などの結果より算出する方法が挙
げられるが、算出することができれば、これらに限定するものではない。本発明において
は、処理量、透過量、透過率および透過率比は、下記の方法で算出した。免疫グロブリン
の濃度は２８０ｎｍ波長を用いて吸光度計で吸光度を測定し算出した。免疫グロブリン１
量体と２量体の重量比率は高速液体クロマトグラフフィー測定（東ソー株式会社製のカラ
ムＧ３０００ＳＷＸＬを２本、東ソー株式会社製のＳＣ８０２０システム、東ソー株式会
社製のＵＶ８０２０検出器）を行い、２８０ｎｍ波長における吸収ピーク面積比から求め
た。
【０３２２】
（透過率の計算方法）
　まず、膜に透過させた免疫グロブリンの全処理量は、下記式（１３）～（１５）で計算
できる。
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　Ｗ＝Ｗ（Ｍｏ）+ Ｗ（Ａｇ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （１３）
　Ｗ（Ｍｏ）
　＝Ｖ１×Ａ１／Ａ×Ｇ１（Ｍｏ）／１００－Ｖ２×Ａ２／Ａ×Ｇ２（Ｍｏ）／１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４）
　Ｗ（Ａｇ）
　＝Ｖ１×Ａ１／Ａ×Ｇ１（Ａｇ）／１００－Ｖ２×Ａ２／Ａ×Ｇ２（Ａｇ）／１００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５）
　　　Ｗ：膜に透過させた免疫グロブリンの処理量（ｇ）
　　　Ｗ（Ｍｏ）：膜に透過させた免疫グロブリン１量体の処理量（ｇ）
　　　Ｗ（Ａｇ）：膜に透過させた免疫グロブリン２量体の処理量（ｇ）
　　　Ａ：１ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　Ｖ１：濾過前の免疫グロブリン元液の容量（Ｌ）
　　　Ａ１：濾過前の免疫グロブリン元液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　Ｇ１（Ｍｏ）：濾過前の免疫グロブリン元液中の１量体含有率（％）
　　　Ｇ１（Ａｇ）：濾過前の免疫グロブリン元液中の２量体含有率（％）
　　　Ｖ２：濾過後の免疫グロブリン元液の容量（Ｌ）
　　　Ａ２：濾過後の免疫グロブリン元液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　Ｇ２（Ｍｏ）：濾過後の免疫グロブリン元液中の１量体含有率（％）
　　　Ｇ２（Ａｇ）：濾過後の免疫グロブリン元液中の２量体含有率（％）
【０３２３】
　但し、濾過前の免疫グロブリン元液の容量が多く、処理量が少ない場合、免疫グロブリ
ン溶液中の１量体と２量体の組成比が殆ど変化しないため、近似値として、下記式（１６
）および（１７）から処理量を計算しても良い。
　　Ｗ（Ｍｏ）＝（Ｖ１×Ａ１－Ｖ２×Ａ２）／Ａ×Ｇ１（Ｍｏ）／１００　　（１６）
　　Ｗ（Ａｇ）＝（Ｖ１×Ａ１－Ｖ２×Ａ２）／Ａ×Ｇ１（Ａｇ）／１００　  （１７）
　　
　　次に、膜を透過した免疫グロブリン１量体の透過量Ｐ（Ｍｏ）と２量体の透過量Ｐ（
Ａ
　ｇ）を式（１８）および（１９）で計算した。
　　　Ｐ（Ｍｏ）＝Ｖ３×Ａ３／Ａ×Ｇ３（Ｍｏ）／１００　　　　　（１８）
　　　Ｐ（Ａｇ）＝Ｖ３×Ａ３／Ａ×Ｇ３（Ａｇ）／１００　　　　　（１９）
　　　　Ｐ（Ｍｏ）：膜を透過した免疫グロブリン１量体の透過量（ｇ）
　　　　Ｐ（Ａｇ）：膜を透過した免疫グロブリン２量体の透過量（ｇ）
　　　　Ａ：１ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　　Ｖ３：免疫グロブリン透過液の容量（Ｌ）
　　　　Ａ３：免疫グロブリン透過液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　　Ｇ３（Ｍｏ）：免疫グロブリン透過液中の１量体含有率（％）
　　　　Ｇ３（Ａｇ）：免疫グロブリン透過液中の２量体含有率（％）
　　
　さらに、免疫グロブリン１量体透過率および２量体透過率を式（２０）および（２１）
で計算し、その透過率比（分画性能）を式（２２）で算出した。
　　　１量体透過率（％）＝Ｐ（Ｍｏ）／Ｗ（Ｍｏ）×１００　　　　　　　       （
２０）
　　　２量体透過率（％）＝Ｐ（Ａｇ）／Ｗ（Ａｇ）×１００　　　　　　　       （
２１）
　　　透過率比＝２量体透過率／１量体透過率　　　　　　　　　　　　　（２２）
【０３２４】
＜凝集抑制効果の評価＞
　免疫グロブリン溶液に所定濃度となるように凝集抑制剤を添加し、０．０２ｍ２のＰＳ
ｆ－１フィルターを用いてクロスフロー濾過実験を３時間実施し、濾過実験前後の免疫グ
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ロブリンの濁度を測定することにより、免疫グロブリンの凝集抑制効果を評価した。
　クロスフロー濾過実験の条件は１０ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液３００ｍＬを濾過装置
にセットした後、供給速度：１０ｃｍ／秒、入口濾過圧と出口濾過圧の平均が０．０２７
ＭＰａとなるように調整し、２５℃、２．５時間、クロスフロー濾過した。濾過されなか
った溶液は、免疫グロブリン元液に戻す方法で行った。濾過の進行に従って、免疫グロブ
リン元液が濃縮されていく為、１５分毎にＵＶ－１６００（株式会社島津製作所製）を用
いて、波長２８０ｎｍにおける免疫グロブリン元液の吸収強度（Ａｂｓ）を測定しながら
、常に免疫グロブリン濃度が一定となるように加水濾過実験で行った。添加する水溶液と
しては、免疫グロブリン元液と同濃度の凝集抑制剤を含有する溶液を用い、系中の凝集抑
制剤濃度が変化しないようにして行った。溶液の濁度をラコムテスター濁度計ＴＮ－１０
０（アズワン株式会社製）を用いて測定し、凝集抑制効果を式（２３）で算出し、比較評
価した。凝集抑制効果値が高いほど、凝集抑制効果があることが実験証明できる。
　凝集抑制効果＝［１－（Ｂａ-Ｂｏ）／（Ａａ－Ａｏ）］×１００　　　　　　（２３
）
　　Ｂａ＝凝集抑制剤を添加した濾過実験後の免疫グロブリン元液の濁度（ＮＴＵ）
　　Ｂｏ＝凝集抑制剤を添加した濾過実験前の免疫グロブリン元液の濁度（ＮＴＵ）
　　Ａａ＝凝集抑制剤を添加していない濾過実験後の免疫グロブリン元液の濁度（ＮＴＵ
）
　　Ａｏ＝凝集抑制剤を添加していない濾過実験前の免疫グロブリン元液の濁度（ＮＴＵ
）
　
【０３２５】
＜免疫グロブリン濃縮工程における濃縮倍率の計算方法＞
　分離工程で得られた免疫グロブリン透過液の濃度および濃縮工程で得られた濃縮液の濃
度を用い、式（２４）～（２６）で計算することができる。
　　濃縮倍率＝Ｃ４／Ｃ３                                    （２４）
　　Ｃ３＝Ａ３／Ａ                                             （２５）
　　Ｃ４＝Ａ４／Ａ                                             （２６）
　　　Ｃ３：免疫グロブリン透過液の濃度（ｇ／Ｌ）
　　　Ｃ４：免疫グロブリン濃縮液の濃度（ｇ／Ｌ）
　　　Ａ３：免疫グロブリン透過液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　Ａ４：免疫グロブリン濃縮液の吸光度（Ａｂｓ）
　　　Ａ：１ｇ／Ｌの免疫グロブリン溶液の吸光度（Ａｂｓ）
【実施例１】
【０３２６】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）の中空部分の断面積合計が０．００５ｍ２となるように本数を
取り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸
束を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。
　次に、５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含む０．０１ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリン溶液を装
置にセットし、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力の平均が０．０１
０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。濾
過中、ヒト免疫グロブリン濃度が常に一定になるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ
／Ｌのリシン塩酸塩を含むＰＢＳ水溶液を免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する
。２０分間、濾過を行うことで濾過膜表面にケーク層を形成させ後、２．５ｇ／Ｌのヒト
免疫グロブリン溶液に置き換え、１分間の免疫グロブリン２量体透過率／１量体透過率比
（免疫グロブリン２量体透過率／１量体透過率）を測定した。
　上記の方法と同様に、０．１ｇ／Ｌおよび１ｇ／Ｌ、１０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリン
溶液とブランクとして希釈液を用い、同様の方法で濾過を行った後、２．５ｇ／Ｌのヒト
免疫グロブリン溶液に置き換え、５分間の免疫グロブリン２量体透過率／１量体透過率比
（免疫グロブリン２量体透過率／１量体透過率）を測定した。
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　その結果（図６）、０ｇ／Ｌおよび０．０１ｇ／Ｌ、０．１ｇ／Ｌでケーク層を形成さ
せた場合の免疫グロブリン２量体透過率／１量体透過率の比、即ち透過率比は、それぞれ
０．６２および０．６２、０．５５であった。このことから、１ｇ／Ｌ未満の濃度では、
短時間で免疫グロブリン１量体と２量体を分離できるケーク層が形成されていないことが
分かった。一方、１ｇ／Ｌおよび１０ｇ／Ｌでケーク層を形成させた場合の透過率比は、
それぞれ０．１８および０．１２であり、短時間で免疫グロブリン１量体と２量体を分離
できるケーク層が形成されていることが分かった。
　以上の結果より、短時間で免疫グロブリン１量体と２量体を分離できる、すなわち、免
疫グロブリン２量体の透過率と疫グロブリン１量体の透過率の比が０．２以下の分離能を
発現するためのケーク層を形成させるためには、１ｇ／Ｌ以上の濃度が必要であることが
分かった。
【実施例２】
【０３２７】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。
次に、５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含む１０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリン溶液を装置にセ
ットし、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力が０．０１０ＭＰａとな
るよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。濾過中、ヒト免
疫グロブリン濃度が常に一定になるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン
塩酸塩を含むＰＢＳ水溶液を免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で５
時間、クロスフロー濾過を行った。ヒト免疫グロブリン１量体の透過量をＧＰＣで測定し
た結果、免疫グロブリン透過量が１５６ｇ／ｍ２であった。上記の方法と同様に、３０ｇ
／Ｌおよび５０ｇ／Ｌ、１００ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリン溶液を用いて濾過を行い、濾
過開始から５時間後までに透過する量を計算したところ、それぞれ２０７ｇ／ｍ２、およ
び２４４ｇ／ｍ２、３６７ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量
体の透過率比（ヒト免疫グロブリン２量体透過率／ヒト免疫グロブリン１量体透過率）を
計算したところ、それぞれ０．１０および０．１３、０．１４、０．１７であった。
　以上の結果（図７）より、１５０ｇ／Ｌ以上ではヒト免疫グロブリン１量体と２量体の
透過率比が０．２０以上となり、２量体含有率が高い免疫グロブリン透過液であることが
推測される。よって、免疫グロブリン元液に含まれる免疫グロブリン２量体が少ない場合
、透過液中の免疫グロブリン２量体含有率を１％以下にするするためには、免疫グロブリ
ン１量体と２量体の透過率比が０．３以下でもよいことを考慮して、安定した濾過を行う
ための上限濃度は、１５０ｇ／Ｌ以下である。
【実施例３】
【０３２８】
　内部凝固液の組成の純水量とＤＭＡｃ量を適時変化させ、分画分子量が、４．５万およ
び１９万、２１万、２４万、３６万、４２万であるポリスルホン系中空糸膜を製造した。
その中空部分の断面積合計が０．００５ｍ２となるように本数を取り出し、ヒト免疫グロ
ブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図３に示すようなク
ロスフロー濾過装置に接続する。次に、５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含む１０ｇ／Ｌのヒ
ト免疫グロブリン溶液を装置にセットし、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜
出側圧力が０．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（
７）で調整した。濾過中、ヒト免疫グロブリン濃度が常に一定になるように希釈液用タン
ク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含むＰＢＳ水溶液を免疫グロブリン元液タンク
（４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った。ヒト免疫グロブリン
免疫グロブリン透過液をＧＰＣで測定し、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比
（ヒト免疫グロブリン２量体透過率／ヒト免疫グロブリン１量体透過率）を計算した。そ
の結果、ヒト免疫グロブリンは、分画分子量の４．５万のポリスルホン系高分子膜を透過
できず、また、１９万および２１万、２４万、３６万、４２万のポリスルホン系高分子膜
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のヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率比が、それぞれ０．０２および０．０４、
０．０２、０．０６，０．１５であった。以上の結果（図８）より、分画分子量１０万未
満では、ヒト免疫グロブリン１量体が透過せず、分画分子量５０万以上では、ヒト免疫グ
ロブリン１量体と２量体の透過率比が０．２より高くなり、十分な分画性能を発現しない
ことがわかった。よって、高透過率および高分画性能を発現するには、分画分子量が１０
万以上５０万未満であることが重要である。
【実施例４】
【０３２９】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ウシ免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線束が１０
ｃｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポン
プ１（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性
能評価用溶液の濃度が高くなるので、ウシ免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるよ
うに希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（
４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液
および免疫グロブリン透過液中のウシ免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ウシ免疫グ
ロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表１）、１量体透過量
が１２６ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．８ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ免疫グロブリ
ン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および
２量体透過率が、それぞれ、８３．７％および１３．７％であり、透過率比は０．１６で
あった。
【実施例５】
【０３３０】
　中空糸膜（ＰＳｆ－２）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。次に、１
０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリンと５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩からなるヒト免疫グロブリン
溶液を調製した。その糸束とヒト免疫グロブリン溶液１００ｍＬを図３に示すようなクロ
スフロー濾過装置に接続し、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力が０
．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整し
た。クロスフロー濾過が進むヒト免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が常に
１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有する
ＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で１
２０分、溶液がなくなるまでクロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン透過液中のヒ
ト免疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表１）、１量
体透過量が４４ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．４ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グ
ロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率
および２量体透過率が、それぞれ、９７．０％および９．７％であり、透過率比は０．１
０であった。
【実施例６】
【０３３１】
　免疫グロブリン元液タンク（４）内の溶液が一定になるようにＰＢＳ水溶液を希釈液添
加する以外、実施例５と同様の方法でクロスフロー濾過を行った。その時間と免疫グロブ
リン１量体透過率の関係を図９に示す。開始後３００分のヒト免疫グロブリン１量体の透
過率および２量体の透過率は、それぞれ８５．７％、５．０％であり、その時の透過率比
は０．０６であった。
【実施例７】
【０３３２】
　中空糸膜（ＰＳｆ－２）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。次に、３
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０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリンと５０ｇ／Ｌのアルギニン塩酸塩からなるヒト免疫グロブ
リン溶液を調製した。その糸束とヒト免疫グロブリン溶液１００ｍＬを図３に示すような
クロスフロー濾過装置に接続し、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力
が０．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調
整した。クロスフロー濾過が進むウシ免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が
常に３０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有
するＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃
で、溶液がなくなるまでクロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン透過液中のヒト免
疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表１）、１量体透
過量が１３２ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．６ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロ
ブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率お
よび２量体透過率が、それぞれ、９７．０％および１３．５％であり、透過率比は０．１
４であった。
【実施例８】
【０３３３】
　中空糸膜（ＰＳｆ－２）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ＳＣＦモノクローナル抗体１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。次
に、５ｇ／ＬのＳＣＦモノクローナル抗体と５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩からなるＳＣＦモ
ノクローナル抗体溶液を調製した。その糸束とＳＣＦモノクローナル抗体溶液１５０ｍＬ
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続し、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒
、中空糸膜出側圧力が０．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整
バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進むＳＣＦモノクローナル抗体溶液の濃
度が高くなるので、濃度が常に５ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／
Ｌのアルギニン塩酸塩を含有するＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク
（４）内に添加する。２５℃で、溶液がなくなるまでクロスフロー濾過を行った後、免疫
グロブリン透過液中のＳＣＦモノクローナル抗体１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定
した。その結果（表１）、１量体透過量が３５ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．２ｇ／ｍ２

であった。さらに、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）
を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９６．０％および１４
．４％であり、透過率比は０．１５であった。
【実施例９】
【０３３４】
　中空糸膜（ＰＳｆ－３）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ウシ免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。次に、１
０ｇ／Ｌのウシ免疫グロブリンと５０ｇ／Ｌのアルギニン塩酸塩からなるウシ免疫グロブ
リン溶液を調製した。その糸束とウシ免疫グロブリン溶液３００ｍＬを図３に示すような
クロスフロー濾過装置に接続し、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力
が０．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調
整した。クロスフロー濾過が進むウシ免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が
常に１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのアルギニン塩酸塩を
含有するＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２
５℃で、溶液がなくなるまでクロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン透過液中のウ
シ免疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表１）、１量
体透過量が１２６ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．４ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ免疫
グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過
率および２量体透過率が、それぞれ、９２．０％および１２．０％であり、透過率比は０
．１３であった。
【比較例１】
【０３３５】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）を中空糸膜（ＰＳｆ－４）に変えた以外、実施例４と同様の方
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法で透過量、透過率および透過率比を算出した。その結果（表１）、１量体透過量が２０
１ｇ／ｍ２、２量体透過量が１０．４ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、９２．５％および５４．２％であり、透過率比は０．５９であっ
た。
【比較例２】
【０３３６】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）を中空糸膜（ＰＳｆ－５）に変えた以外、実施例４と同様の方
法で透過量、透過率および透過率比を算出した。その結果（表１）、１量体透過量が３６
３ｇ／ｍ２、２量体透過量が３０．９ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、９４．２％および９１．２％であり、透過率比は０．９７であっ
た。
【実施例１０】
【０３３７】
　中空糸膜（ＰＳｆ－６）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ウシ免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線束が１０
０ｃｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．１ＭＰａとなるよう送液ポンプ
２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能
評価用溶液の濃度が高くなるので、送液ポンプ１（２）を回転させ、ウシ免疫グロブリン
濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液とし
て免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を
行った後、免疫グロブリン元液および免疫グロブリン透過液中のウシ免疫グロブリン量を
吸光度計で、また、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。そ
の結果（表１）、１量体透過量が８７５ｇ／ｍ２、２量体透過量が１２．４ｇ／ｍ２であ
った。さらに、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算
出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９０．３％および１４．６
％であり、透過率比は０．１６であった。
【比較例３】
【０３３８】
　実施例１０で作製した糸束を用い、図５のデッドエンド濾過装置を使用して濾過を行っ
た。バルブ１（３４）を開放しバルブ２（３５）を閉塞した状態で圧力調整機（３１）を
作動させ、中空糸膜入り側圧力を０．１ＭＰａに設定してデッドエンド濾過を行なった。
この場合、濾過初期は高い透過性能を示したが、次第に透過性能が低下し、最終的には、
免疫グロブリン透過液が出なくなった。すなわち、デッドエンド濾過では安定な連続運転
が出来なかった。１量体透過量が４１３ｇ／ｍ２、２量体透過量が２８．８ｇ／ｍ２であ
り、透過量が大きく減少した。さらに、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透
過率比（分画性能）を算出した結果（表１）、１量体透過率および２量体透過率が、それ
ぞれ、８８．２％および６９．８％であり、透過率比は０．７９であり、分画性能が悪く
なった。
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【表１】

【実施例１１】
【０３３９】
　中空糸膜（ＰＰＥ－１）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０
ｃｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポン
プ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性
能評価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるよ
うに希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（
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４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液
および免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、免疫グロブ
リン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表２）、１量体透過量が１
６４ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．２ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、８８．６％および１３．３％であり、透過率比は０．１５であっ
た。
【実施例１２】
【０３４０】
　中空糸膜（ＰＰＥ－１）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。次に、１
０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリンと５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩からなるヒト免疫グロブリン
溶液を調製した。その糸束とヒト免疫グロブリン溶液１００ｍＬを図３に示すようなクロ
スフロー濾過装置に接続し、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力が０
．０１０ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整し
た。クロスフロー濾過が進むヒト免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が常に
１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有する
ＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で、
溶液がなくなるまでクロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グ
ロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表２）、１量体透過量
が４２．５ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．６０ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロ
ブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率お
よび２量体透過率が、それぞれ、９３．４％および１５．０％であり、透過率比は０．１
６であった。
【実施例１３】
【０３４１】
　ヒト免疫グロブリンを抗ＳＣＦ抗体（モノクローナル）に変えた以外、実施例１１と同
様の方法で透過量、透過率および透過率比を算出した。その結果（表２）、抗ＳＣＦ抗体
１量体透過量が２４３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．４ｇ／ｍ２であった。さらに、抗Ｓ
ＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率
および２量体透過率が、それぞれ、９０．８％および１２．５％であり、透過率比は０．
１４であった。
【比較例４】
【０３４２】
　中空糸膜（ＰＰＥ－１）を中空糸膜（ＰＰＥ－２）に変えた以外、実施例１１と同様の
方法で透過量、透過率および透過率比を算出した。その結果（表２）、１量体透過量が５
７１ｇ／ｍ２、２量体透過量が４９．０ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン
１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２
量体透過率が、それぞれ、９８．６％および９６．３％であり、透過率比は０．９８であ
った。
【比較例５】
【０３４３】
　中空糸膜（ＰＰＥ－１）を中空糸膜（ＰＰＥ－３）に変えた以外、実施例１１と同様の
方法で透過量、透過率および透過率比を算出した。その結果（表２）、１量体透過量が３
．０ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．１２ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン
１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２
量体透過率が、それぞれ、２１．３％および９．５％であり、透過率比は０．４５であっ
た。
【実施例１４】
【０３４４】
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　中空糸膜（ＰＰＥ－４）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束
を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０
０ｃｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．１ＭＰａとなるよう送液ポンプ
２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能
評価用溶液の濃度が高くなるので、送液ポンプ１（２）を回転させ、ヒト免疫グロブリン
濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液とし
て免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を
行った後、免疫グロブリン元液および免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を
吸光度計で、また、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。そ
の結果（表２）、１量体透過量が１１６３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１４．９ｇ／ｍ２で
あった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を
算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９０．８％および１３．
２％であり、透過率比は０．１５であった。
【比較例６】
【０３４５】
　実施例１４で作製した糸束を用い、図５のデッドエンド濾過装置を使用して濾過を行っ
た。バルブ１（３４）を開放しバルブ２（３５）を閉塞した状態で圧力調整機（３１）を
作動させ、中空糸膜入り側圧力を０．１ＭＰａに設定してデッドエンド濾過を行なった。
この場合、濾過初期は高い透過性能を示したが、次第に透過性能が低下し、最終的には、
免疫グロブリン透過液が出なくなった。すなわち、デッドエンド濾過では安定な連続運転
が出来なかった。１量体透過量が３２６ｇ／ｍ２、２量体透過量が１６．４ｇ／ｍ２であ
り、透過量が大きく減少した。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透
過率比（分画性能）を算出した結果（表２）、１量体透過率および２量体透過率が、それ
ぞれ、９２．８％および５３．２％であり、透過率比は０．５７であり、分画性能が悪く
なった。
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【表２】

【実施例１５】
【０３４６】
　中空糸膜（ＰＭＡ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り出
し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図
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３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃｍ
／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２
（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評
価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように
希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）
内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液およ
び免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免疫グロブ
リン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表３）、１量体透過量が１
５３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．８ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、８５．０％および１１．２％であり、透過率比は０．１３であっ
た。
【実施例１６】
【０３４７】
　免疫グロブリン（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗体（
モノクローナル）に変えた以外、実施例１５と同様の方法で透過量、透過率および透過率
比を算出した。その結果（表３）、１量体透過量が２２２ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．
３４ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画
性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９１．２％およ
び１３．２％であり、透過率比は０．１４であった。
【実施例１７】
【０３４８】
　中空糸膜（ＰＡＮ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り出
し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図
３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃｍ
／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２
（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評
価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように
希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）
内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液およ
び免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免疫グロブ
リン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表３）、１量体透過量が１
６９ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．１ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、８８．８％および１２．３％であり、透過率比は０．１４であっ
た。
【実施例１８】
【０３４９】
　免疫グロブリン（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗体（
モノクローナル）に変えた以外、実施例１７と同様の方法で透過量、透過率および透過率
比を算出した。その結果（表３）、１量体透過量が２２８ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．
３ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性
能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９２．１％および
１２．８％であり、透過率比は０．１４であった。
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【表３】

【実施例１９】
【０３５０】
　中空糸膜（ＰＶＤＦ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り
出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を
図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃ
ｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ
２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能
評価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるよう
に希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４
）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液お
よび免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免疫グロ
ブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表４）、１量体透過量が
１７４ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．３ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン
１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２
量体透過率が、それぞれ、９０．２％および１３．５％であり、透過率比は０．１５であ
った。
【実施例２０】
【０３５１】
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　免疫グロブリン濃度（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗
体（モノクローナル）に変えた以外、実施例１９と同様の方法で透過量、透過率および透
過率比を算出した。その結果（表４）、１量体透過量が２２０ｇ／ｍ２、２量体透過量が
１．５ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分
画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９２．３％お
よび１５．２％であり、透過率比は０．１６であった。
【実施例２１】
【０３５２】
　中空糸膜（ＰＥ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り出し
、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図３
に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃｍ／
秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（
３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評価
用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希
釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内
に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液および
免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免疫グロブリ
ン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表４）、１量体透過量が１６
１ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．１ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量
体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体
透過率が、それぞれ、８９．３％および１３．５％であり、透過率比は０．１５であった
。
【実施例２２】
【０３５３】
　免疫グロブリン（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗体（
モノクローナル）に変えた以外、実施例２１と同様の方法で透過量、透過率および透過率
比を算出した。その結果（表４）、１量体透過量が２０３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．
２ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性
能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、８９．９％および
１２．５％であり、透過率比は０．１４であった。
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【表４】

【実施例２３】
【０３５４】
　中空糸膜（ＰＶＡ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り出
し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図
３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃｍ
／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２
（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評
価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように
希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）
内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液およ
び免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免疫グロブ
リン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表５）、１量体透過量が１
７７ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．６ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、９０．６％および１５．２％であり、透過率比は０．１７であっ
た。
【実施例２４】
【０３５５】
　免疫グロブリン（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗体（
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モノクローナル）に変えた以外、実施例２３と同様の方法で透過量、透過率および透過率
比を算出した。その結果（表５）、１量体透過量が２１１ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．
５ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性
能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９１．５％および
１２．３％であり、透過率比は０．１３であった。
【実施例２５】
【０３５６】
　中空糸膜（ＣＥＬ）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取り出
し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価用の糸束を作製した。その糸束を図
３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次に、中空糸膜中での線速が１０ｃｍ
／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２
（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評
価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように
希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）
内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、免疫グロブリン元液およ
び免疫グロ免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン量を吸光度計で、また、ヒト免
疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。その結果（表５）、１量体透
過量が１９３ｇ／ｍ２、２量体透過量が３．１ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロ
ブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率お
よび２量体透過率が、それぞれ、８９．９％および１６．２％であり、透過率比は０．１
８であった。
【実施例２６】
【０３５７】
　免疫グロブリン（日本製薬株式会社製、グロベニン－I－ニチヤク）を抗ＳＣＦ抗体（
モノクローナル）に変えた以外、実施例２５と同様の方法で透過量、透過率および透過率
比を算出した。その結果（表５）、１量体透過量が２２３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．
７ｇ／ｍ２であった。さらに、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性
能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９１．２％および
１６．９％であり、透過率比は０．１９であった。
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【表５】

【実施例２７】
【０３５８】
　凝集抑制剤として、アミノ酸：Ｌ（＋）－リシン（Ｌｙｓｉｎｅ、和光純薬工業株式会
社製）を用い、５０ｇ／Ｌ濃度になるようウシ免疫グロブリン溶液に添加し、ウシ免疫グ
ロブリンの凝集抑制効果の評価および濾過実験におけるウシ免疫グロブリンの透過率およ
び分画性能の評価を実施した。
　凝集抑制効果は、＜凝集抑制効果の評価＞に従って実験を行った。その結果（表６）、
凝集抑制効果は９０であり、高い凝集抑制効果が見られた。
　次に、５０ｇ／ＬのＬ（＋）－リシンを含有するウシ免疫グロブリン溶液を使用し、実
施例４と同様の方法で透過率および透過率比を算出した。その結果（表６）、１量体透過
量が１５５ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．０ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ免疫グロブ
リン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率およ
び２量体透過率が、それぞれ、９７．３％および１４．３％であり、透過率比は０．１５
であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さらに、高い透
過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【実施例２８】
【０３５９】
　凝集抑制剤として、アミノ酸：Ｌ（＋）－リシン塩酸塩（Ｌｙｓｉｎｅ、和光純薬工業
株式会社製）を用いた以外、実施例２７と同様の方法でウシ免疫グロブリンの凝集抑制効
果の評価および濾過実験におけるウシ免疫グロブリンの透過率および分画性能の評価を実
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施した。その結果（表６）、凝集抑制効果は８８であり、高い凝集抑制効果が見られた。
また、１量体透過量が１５２ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．９ｇ／ｍ２であった。さらに
、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、
１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９６．６％および１３．７％であり、透
過率比は０．１４であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており
、さらに、高い透過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【実施例２９】
【０３６０】
　凝集抑制剤として、アミノ酸：Ｌ（＋）－アルギニン塩酸塩（Ａｒｇｉｎｉｎｅ、和光
純薬工業株式会社製）を用いた以外、実施例２７と同様の方法でウシ免疫グロブリンの凝
集抑制効果の評価および濾過実験におけるウシ免疫グロブリンの透過率および分画性能の
評価を実施した。
　その結果（表６）、凝集抑制効果は７２であり、高い凝集抑制効果が見られた。また、
１量体透過量が１４８ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．０ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ
免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体
透過率および２量体透過率が、それぞれ、９５．１％および１４．６％であり、透過率比
は０．１５であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さら
に、高い透過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【実施例３０】
【０３６１】
　凝集抑制剤として、ポリエチレングリコール３００（分子量３００、和光純薬工業株式
会社製）を用い、１０ｇ／Ｌになるようウシ免疫グロブリン溶液に添加した以外、実施例
２７と同様の方法でウシ免疫グロブリンの凝集抑制効果の評価および濾過実験におけるウ
シ免疫グロブリンの透過率および分画性能の評価を実施した。
　その結果（表６）、凝集抑制効果は８０であり、高い凝集抑制効果が見られた。また、
１量体透過量が１４６ｇ／ｍ２、２量体透過量が２．０ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ
免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体
透過率および２量体透過率が、それぞれ、９６．１％および１５．０％であり、透過率比
は０．１６であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さら
に、高い透過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【実施例３１】
【０３６２】
　凝集抑制剤として、ポリエチレングリコール１Ｋ（分子量１０００、和光純薬工業株式
会社製）を用い、１０ｇ／Ｌになるようウシ免疫グロブリン溶液に添加した以外、実施例
２７と同様の方法でウシ免疫グロブリンの凝集抑制効果の評価および濾過実験におけるウ
シ免疫グロブリンの透過率および分画性能の評価を実施した。
　その結果（表６）、凝集抑制効果は８０であり、高い凝集抑制効果が見られた。また、
１量体透過量が１４３ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．９ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ
免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体
透過率および２量体透過率が、それぞれ、９５．２％および１４．４％であり、透過率比
は０．１５であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さら
に、高い透過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【実施例３２】
【０３６３】
　凝集抑制剤として、ポリエチレングリコール４Ｋ（分子量４０００、和光純薬工業株式
会社製）を用い、１０ｇ／Ｌになるようウシ免疫グロブリン溶液に添加した以外、実施例
２７と同様の方法でウシ免疫グロブリンの凝集抑制効果の評価および濾過実験におけるウ
シ免疫グロブリンの透過率および分画性能の評価を実施した。
　その結果（表６）、凝集抑制効果は６９であり、高い凝集抑制効果が見られた。また、
１量体透過量が１３９ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．８ｇ／ｍ２であった。さらに、ウシ
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免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体
透過率および２量体透過率が、それぞれ、９３．７％および１３．８％であり、透過率比
は０．１５であった。これは、ウシ免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さら
に、高い透過率でウシ免疫グロブリン１量体を回収していることを示す。
【表６】

【実施例３３】
【０３６４】
　実施例４と同じと方法でウシ免疫グロブリン溶液をクロスフロー濾過し、分画性能の経
時変化を分析した。濾過開始から１０分毎にフラクションを回収し、免疫グロブリン透過
液中の全ウシ免疫グロブリン中のウシ免疫グロブリン２量体含有率および透過率比（分画
性能）を算出した結果を、それぞれ図１０および図１１に示す。図１０および図１１が示
す通り、免疫グロブリン透過液中のウシ免疫グロブリン２量体の含有率は濾過初期の０～
１０分間と１０分後以降では、分画性能およびウシ免疫グロブリン２量体含有率が異なり
、１０分後以降は、分画性能が向上し、免疫グロブリン透過液中に含まれるウシ免疫グロ
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率の透過率比も１０分後以降は、急激に低下した。
　次に、濾過開始から１０分間、免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液タンク（４
）に再循環させる濾過方法でクロスフロー濾過実験を行なった。濾過開始後１０分間はサ
ンプリングを実施しないため、５時間１０分濾過実験を行い、サンプリング時間は５時間
とした。その結果（表７）、１量体透過量が１２３ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．８ｇ／
ｍ２であった。さらに、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性
能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、８４．０％および
６．２％であり、透過率比は０．０７であった。また、免疫グロブリン透過液中ウシ免疫
グロブリン２量体の含有率は０．６５％であった。再循環させていない実施例４の場合、
免疫グロブリン透過液中ウシ免疫グロブリン２量体の含有率は１．４２％であるため、再
循環させることによってウシ免疫グロブリン１量体の精製度が高くなることがわかった。
【実施例３４】
【０３６５】
　実施例５と同じと方法でヒト免疫グロブリン溶液をクロスフロー濾過し、濾過開始から
１０分毎の免疫グロブリン透過液中に含まれるヒト免疫グロブリン２量体の含有率をモニ
タリングした。免疫グロブリン透過液中に含まれるヒト免疫グロブリン２量体の含有率が
１％に低下するまで免疫グロブリン透過液を免疫グロブリン元液タンク（４）に再循環さ
せた後、クロスフロー濾過でヒト免疫グロブリン１量体と２量体の分離を行なった。その
結果（表７）、１量体透過量が４２．３ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．２１ｇ／ｍ２であ
った。さらに、ウシ免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算
出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９３．０％および５．３％
であり、透過率比は０．０６であった。また、免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブ
リン２量体の含有率は０．４９％であった。再循環させていない実施例５の場合、免疫グ
ロブリン透過液中ヒト免疫グロブリン２量体の含有率は０．８８％であるため、再循環さ
せることによってヒト免疫グロブリン１量体の精製度が高くなることがわかった。
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【表７】

【参考例１】
【０３６６】
　免疫グロブリン透過液を元液に再循環させず、濾過開始から１０分間のサンプルを廃棄
すること以外は、実施例３３と同様の方法で濾過実験を行った。その結果、はじめの１０
分間で廃棄したウシ免疫グロブリン１量体は６．３ｇ／ｍ２であり、実施例３３と比較し
て多くのロスと生じた。
【参考例２】
【０３６７】
　免疫グロブリン透過液を元液に再循環させず、濾過開始から１０分間のサンプルを廃棄
すること以外は、実施例３４と同様の方法で濾過実験を行った。その結果、はじめの１０
分間で廃棄したヒト免疫グロブリン１量体は３．５ｇ／ｍ２であり、実施例３４と比較し
て多くのロスと生じた。
【実施例３５】
【０３６８】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価およびウイルスクリアランス性
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評価用の糸束を作製した。その糸束を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する
。
　次に、指標ウイルスとしてブタパルボウイルス使用し、１０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリ
ンと１０５．０ＴＣＩＤ５０／ｍｌのブタパルボウイルスを含有した溶液を免疫グロブリ
ン元液タンク（４）に入れ、図３に示すクロスフロー濾過装置に接続した。
　その後、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が
０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整
した。クロスフロー濾過が進む分画性能評価用溶液の濃度が高くなるので、ヒト免疫グロ
ブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈
液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で５時間、クロスフロー
濾過を行った後、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の含量率をＧＰＣで測定した。また
、免疫グロブリン透過液のブタパルボウイルスのＴＣＩＤ５０を測定し、ブタパルボウイ
ルス対数除去率（ＬＲＶ）を計算した。その結果（表８）、１量体透過量が１１５ｇ／ｍ
２、２量体透過量が１．５ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量
体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が
、それぞれ、８６．８％および１２．８％であり、透過率比は０．１５であった。また、
ウイルスの対数除去率（ＬＲＶ）は、４．３以上であった。
【実施例３６】
【０３６９】
　中空糸膜（ＰＳｆ－２）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体分画性能評価およびウイルスクリアランス性
評価用の糸束を作製した。その糸束を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する
。
　次に、指標ウイルスとしてブタパルボウイルス使用し、１０ｇ／Ｌのヒト免疫グロブリ
ンと１０５．０ＴＣＩＤ５０／ｍｌのブタパルボウイルス、５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を
含有した溶液１００ｍＬを免疫グロブリン元液タンク（４）に入れ、図３に示すクロスフ
ロー濾過装置に接続した。
　中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力が０．０１ＭＰａとなるよう送
液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む
ヒト免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈
液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有するＰＢＳ水溶液を希釈液として
免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で、溶液がなくなるまでクロスフ
ロー濾過を行った後、免疫グロブリン透過液中のヒト免疫グロブリン１量体と２量体の含
量率をＧＰＣで測定した。その結果（表８）、１量体透過量が４３．４ｇ／ｍ２、２量体
透過量が０．４６ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過
率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞ
れ、９５．４％および１１．４％であり、透過率比は０．１２であった。また、ウイルス
の対数除去率（ＬＲＶ）は、４．３以上であった。
【比較例７】
【０３７０】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）を中空糸膜（ＰＳｆ－５）に変えた以外、実施例３５と同様の
方法で透過量、透過率、透過率比およびウイルス対数除去率を算出した。その結果（表８
）、１量体透過量が３３７ｇ／ｍ２、２量体透過量が２９．２ｇ／ｍ２であった。さらに
、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、
１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９５．３％および９３．９％であり、透
過率比は０．９９であった。また、ウイルスの対数除去率（ＬＲＶ）は、２．３であった
。
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【表８】

【実施例３７】
【０３７１】
　＜抗ＳＣＦ抗体の製造例＞で作製した抗ＳＣＦ抗体発現クローンの培養液を緩衝液で平
衡化したＰｒｏｔｅｉｎ　Ａ－Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ ＣＬ－４Ｂ（ファルマシア社製）に
流して抗体を結合させた後、緩衝液でカラムを洗浄した。その後、０．２Ｍ　Ｇｌｙｃｉ
ｎｅ－ＨＣｌ　ｂｕｆｆｅｒ（ｐＨ３．０）をカラムに流して抗ＳＣＦ抗体の溶出を行っ
た。その結果、抗ＳＣＦ抗体（凝集体を含む）としての純度が、９９．５％以上、回収率
が９６％であった。しかし、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体組成比が、９１．
０％および９％であり、２量体以上の凝集体が混在していた。
　次に、実施例４と同じ濾過条件で抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体の膜分離精
製を行った。その結果、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体組成比が９８．６％お
よび１．４％となっており、２量体以上の凝集体の組成比が低下していた。また、１量体
透過率が８３．７％と高い値を示した。以上の結果より、アフィニティクロマトグラフィ
ー精製工程後に膜分離精製を行えば、高純度の抗ＳＣＦ抗体１量体が得られることが分か
った。
【実施例３８】
【０３７２】
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　＜抗ＳＣＦ抗体の製造例＞で作製した抗ＳＣＦ抗体発現クローンの培養液を緩衝液で平
衡化したＰｒｏｔｅｉｎ　Ａ－Ｓｅｐｈａｒｏｓｅ ＣＬ－４Ｂ（ファルマシア社製）に
流して抗体を結合させた後、緩衝液でカラムを洗浄した。その後、０．２Ｍ　Ｇｌｙｃｉ
ｎｅ－ＨＣｌ　ｂｕｆｆｅｒ（ｐＨ３．０）をカラムに流して抗ＳＣＦ抗体の溶出を行っ
た。その結果、抗ＳＣＦ抗体（凝集体を含む）としての純度が、９９．５％以上、回収率
が９６％であった。しかし、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体組成比が、９１．
０％および９％であり、２量体以上の凝集体が混在していた。
　次に、実施例５と同じ濾過条件で抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体の膜分離精
製を行った。その結果、抗ＳＣＦ抗体１量体と２量体以上の凝集体組成比が９９．３％お
よび０．７３％となっており、２量体以上の凝集体の組成比が低下していた。また、１量
体透過率が９５．６％と高い値を示した。以上の結果より、アフィニティクロマトグラフ
ィー精製工程後に膜分離精製を行えば、高純度の抗ＳＣＦ抗体１量体が得られることが分
かった。
【実施例３９】
【０３７３】
　実施例４の分離工程の後、濃縮の検討を行った。まず、免疫グロブリン凝集体分離工程
における免疫グロブリン２量体分画性能評価の結果、透過液中の１量体透過量が１２６ｇ
／ｍ２、２量体透過量が１．８ｇ／ｍ２であった。さらに、免疫グロブリン１量体と２量
体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が
、それぞれ、８３．７％および１３．７％であり、透過率比は０．１６であった。これは
、免疫グロブリンの２量体の膜分離ができており、さらに、高い透過率で免疫グロブリン
１量体を回収していることを示す。
　免疫グロブリン凝集体分離工程によって０．９ｇ／Ｌまで免疫グロブリン濃度が低下し
ていたが、免疫グロブリン濃縮工程によって、濃縮倍率１０．４倍、免疫グロブリン濃度
９．４ｇ／Ｌまで濃縮することが可能であった。また、免疫グロブリン濃縮工程で得られ
た濾液を免疫グロブリン分離工程での希釈剤として再利用することが可能であった。処理
時間としては、免疫グロブリン凝集体除去工程と免疫グロブリン濃縮工程を連続で行って
いるため、５時間の免疫グロブリン凝集体分離工程終了後、さらに０．５時間程度で、免
疫グロブリン濃縮工程も終了することができた。
　このように、免疫グロブリン凝集体除去工程と免疫グロブリン濃縮工程を連続、同時進
行で行い、濃縮工程での透過した液を免疫グロブリン元液の希釈液として再利用すること
により、希釈液タンクサイズを小さくすることが可能であり、緩衝剤や添加剤のコストの
低減することができる。また、透過液タンクサイズも小さくすること可能であり、条件に
よっては、透過液タンクの設置が不要となる。さらに、同時進行による大幅な時間の短縮
が可能となり、生産性向上、人件費等の固定費を削減できる。
【参考例３】
【０３７４】
　免疫グロブリンの分離工程と濃縮工程を連続しないこと以外は、実施例３９と同等方法
で実験検討を実施した。その結果、免疫グロブリン凝集体除去工程における１量体透過量
が１２６ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．８ｇ／ｍ２であった。さらに、免疫グロブリン１
量体と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量
体透過率が、それぞれ、８３．７％および１３．７％であり、透過率比は０．１６と、実
施例３９と同等値を示した。しかし、免疫グロブリン凝集体分離工程で得られた透過液は
大量であり、大型サイズの透過液タンクが必要となった。　
　また、免疫グロブリン凝集体除去工程によって０．９ｇ／Ｌまで免疫グロブリン濃度が
低下していたが、免疫グロブリン濃縮工程によって、濃縮倍率１０．４倍、免疫グロブリ
ン濃度９．４ｇ／Ｌまで濃縮でき、実施例３９と同等の結果が得られたが、免疫グロブリ
ン濃縮工程で得られる濾液も大量であり、濾液用のタンクが別途必要となった。さらに、
処理時間としては、免疫グロブリン凝集体除去工程と濃縮工程をそれぞれ行うことにより
、１０時間以上かかった。
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　これらの結果は、これらの大型タンク設備の導入によるコストアップや設置エリアの拡
大が必要となり、さらに生産性の低下を示している。
【実施例４０】
【０３７５】
　中空糸膜（ＰＳｆ－１）の中空部分の断面積合計が０．０１ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体およびフィブリノーゲン分画性能評価性評価
用の糸束を作製した。その糸束を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次
に、１０ｇ／Ｌのウシ免疫グロブリンと１ｇ／Ｌのフィブリノーゲン（シグマ社製、タイ
プＩ－Ｓ、分子量３４万）を含有した溶液を免疫グロブリン元液タンク（４）に入れ、図
３に示すクロスフロー濾過装置に接続した。その後、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒
、中空糸膜入り側圧力と出側圧力の平均が０．０２７ＭＰａとなるよう送液ポンプ２（３
）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む分画性能評価用
溶液の濃度が高くなるので、ウシ免疫グロブリン濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈
液用タンク（１）内のＰＢＳ水溶液を希釈液として免疫グロブリン元液タンク（４）内に
添加する。２５℃で５時間、クロスフロー濾過を行った後、ヒト免疫グロブリン１量体と
２量体、フィブリノーゲンの含量率をＧＰＣで測定した。その結果、１量体透過量が８８
ｇ／ｍ２、２量体透過量が１．０ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体
と２量体の透過率と透過率比（分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透
過率が、それぞれ、８０．６％および１０．４％であり、透過率比は０．１３であった。
さらに、フィブリノーゲン透過率は、１．６％であり、フィブリノーゲン透過率と１量体
透過率の比（フィブリノーゲン透過率／１量体透過率）は、０．０２と極めて低く、高分
子量成分であるフィブリノーゲンが除去できていることを示している。
【実施例４１】
【０３７６】
　中空糸膜（ＰＳｆ－２）の中空部分の断面積合計が０．０２ｍ２となるように本数を取
り出し、ヒト免疫グロブリン１量体／２量体およびフィブリノーゲン分画性能評価性評価
用の糸束を作製した。その糸束を図３に示すようなクロスフロー濾過装置に接続する。次
に、１０ｇ／Ｌのウシ免疫グロブリンと１ｇ／Ｌのフィブリノーゲン（シグマ社製、タイ
プＩ－Ｓ、分子量３４万）５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有した溶液１００ｍＬを免疫グ
ロブリン元液タンク（４）に入れ、図３に示すクロスフロー濾過装置に接続した。その後
、中空糸膜中での線束が１０ｃｍ／秒、中空糸膜出側圧力が０．０１ＭＰａとなるよう送
液ポンプ２（３）を回転させ、調整バルブ１（７）で調整した。クロスフロー濾過が進む
ヒト免疫グロブリン溶液の濃度が高くなるので、濃度が常に１０ｇ／Ｌになるように希釈
液用タンク（１）内の５０ｇ／Ｌのリシン塩酸塩を含有するＰＢＳ水溶液を希釈液として
免疫グロブリン元液タンク（４）内に添加する。２５℃で、溶液がなくなるまでクロスフ
ロー濾過を行った後、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体、フィブリノーゲンの含量率を
ＧＰＣで測定した。その結果、１量体透過量が４１．６ｇ／ｍ２、２量体透過量が０．４
０ｇ／ｍ２であった。さらに、ヒト免疫グロブリン１量体と２量体の透過率と透過率比（
分画性能）を算出した結果、１量体透過率および２量体透過率が、それぞれ、９１．５％
および１１．４％であり、透過率比は０．１１であった。さらに、フィブリノーゲン透過
率は、２．７５％であり、フィブリノーゲン透過率と１量体透過率の比（フィブリノーゲ
ン透過率／１量体透過率）は、０．０３と極めて低く、高分子量成分であるフィブリノー
ゲンが除去できていることを示している。
【産業上の利用分野】
【０３７７】
本発明に係る分離方法は、免疫グロブリンなどのバイオ医薬の分離・精製分野で好適に利
用することができる。
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