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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高濃縮血漿を抽出するための装置において、一定粒径を基準として血漿の成分を分離す
るメンブレンフィルター機（１００）と、前記メンブレンフィルター機（１００）に血漿
を入れ込んで前記血漿内の血小板が沈澱可能になるように血漿を前記メンブレンフィルタ
ー機（１００）内部に注入する第１収容部材（２００）と、前記血漿の注入速度及び圧力
を提供するように前記第１収容部材（２００）に連携装着された加圧手段（３００）とを
含んでおり、
　前記加圧手段（３００）は、
　前記第１収容部材（２００）内の血漿がメンブレンフィルター機（１００）に注入され
るように連携移動するピストン（３１１）、
　前記ピストン（３１１）の往復移動を誘導するように設置された動力源（３１０）、
　前記第１収容部材（２００）内の血漿を前記メンブレンフィルター機（１００）に入れ
込むように前記第１収容部材（２００）に装着された第１プランジャー（２０２）と前記
ピストン（３１１）との締結を媒介するアダプタ（３４０）及び、
　前記動力源（３１０）の作動を制御してピストン（３１１）及び第１プランジャー（２
０２）の移動距離及び移動速度による前記血漿の注入圧力及び速度を調整する制御機（３
２０）を含むことを特徴とする高濃縮血漿抽出装置。
【請求項２】
　前記動力源（３１０）は、前記血漿が前記メンブレンフィルター機（１００）に注入完
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了した時点で前記第１収容部材（２００）内に一部血漿が残留するように、前記ピストン
（３１１）の移動距離を制限することを特徴とする請求項１に記載の高濃縮血漿抽出装置
。
【請求項３】
　前記動力源（３１０）は、前記ピストン（３１１）の移動が完了した時点で一定時間の
間、前記ピストン（３１１）の移動完了状態を維持させることを特徴とする請求項１また
は２に記載の高濃縮血漿抽出装置。
【請求項４】
　前記加圧手段（３００）は、前記ピストン（３１１）の移動方向を切り替えるための方
向転換スイッチ（３５０）をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の高濃縮血漿抽
出装置。
【請求項５】
　前記メンブレンフィルター機（１００）は、前記第１収容部材（２００）が装着されて
、前記第１収容部材（２００）内の血漿が流入されれば前記メンブレンフィルター機（１
００）内の空気が外部に排気されるように両側にそれぞれ形成された入口部（１３０）及
び前記メンブレンフィルター機（１００）でフィルタリングされた一定粒径未満の成分を
外部に排出するための排出部（１４０）が形成された本体（１１０）と、前記本体（１１
０）に内蔵されて、前記入口部（１３０）を通じて前記第１収容部材（２００）内の血漿
が流入されながらフィルタリングされた一定粒径以上の成分が残留する第２空間（１８０
）を具備した中空状のフィルター（１２０）と、前記フィルター（１２０）を通過した一
定粒径未満の成分が一時収容されながら前記排出部（１４０）に排出されるように前記排
出部（１４０）と通じるように前記フィルター（１２０）と前記本体（１１０）の間に形
成された第１空間（１７０）を含んで成り立つことを特徴とする請求項１に記載の高濃縮
血漿抽出装置。
【請求項６】
　前記メンブレンフィルター機（１００）は、前記第１収容部材（２００）が装着されて
、前記第１収容部材（２００）内の血漿が流入されれば前記メンブレンフィルター機（１
００）内の空気が外部に排気されるように両側にそれぞれ形成された入口部（１３０）及
び前記メンブレンフィルター機（１００）でフィルタリングされた一定粒径未満の成分を
外部に排出するための排出部（１４０）が形成された本体（１１０）と、流入された前記
血漿から血小板が重力によって沈澱されるように立像で配置させるために前記本体（１１
０）に装着された固定部材（１６０）と、をさらに含むことを特徴とする請求項１または
５に記載の高濃縮血漿抽出装置。
【請求項７】
　前記第１収容部材（２００）と一定距離を置いて前記メンブレンフィルター機（１００
）に装着されながら前記第２空間（１８０）と通じて、空気が収容された第２収容部材（
２１０）をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の高濃縮血漿抽出装置。
【請求項８】
　前記メンブレンフィルター機（１００）は、
　前記入口部（１３０）と前記第１、２収容部材（２００、２１０）の結合部位に設置さ
れたバルブであって、
　前記第２空間（１８０）と前記第１収容部材（２００）が常時通じるように配置され、
　前記第２空間（１８０）に血漿が注入される場合には、前記第２空間（１８０）と第２
収容部材（２１０）が遮断され、
　フィルタリング後に前記第２空間（１８０）に残留する一定粒径以上の成分を前記第１
収容部材（２００）に流動させる場合には、前記第２収容部材（２１０）内の空気を前記
第２空間（１８０）に注入させるために前記第２空間（１８０）と第２収容部材（２１０
）が通じるように配置されるバルブをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の高濃
縮血漿抽出装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は濃縮血漿を抽出する装置に関することで、より詳しくは赤血球が除去された血
漿から高濃度の濃縮血漿を抽出する高濃縮血漿抽出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、全血（ｗｈｏｌｅ　ｂｌｏｏｄ）は大きく血球（ｂｌｏｏｄ　ｃｏｒｐｕｓ
ｃｌｅ）と血漿（ｐｌａｓｍａ）に分けられる。ここで、血球は赤血球、白血球及び血小
板から成り立って、血漿は主に水分から成り立ちながらその他に血液凝固因子及び電解質
などが含まれている。
【０００３】
　血漿に対して詳しく説明すると、血漿は水６０～８５％、蛋白質７％、脂肪１％、糖質
０．１％及び他無機質イオン０．９％で形成されている。このとき、血漿の蛋白質は硫酸
アンモニウムに対する溶解度の差を利用してアルブミンとクルロブルリンを区分すること
ができ、これらはそれぞれいくつかの蛋白質が混ざり合って形成されている。
【０００４】
　ここで、アルブミンは蛋白質で概略５５％程度を占めて、主に蛋白質の供給とコロイド
浸透圧維持に重要な役割をする。また、クルロブルリンは蛋白質で概略３８％程度を占め
て、これは再びα、β及びγの３種類に分けることができる。α－クルロブルリンはリポ
プロテイン（ｌｉｐｏｐｒｏｔｅｉｎ）及びフィブリノゲン合成（ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ
）などを含んだ糖蛋白質を含有して、ビタミン及びホルモンなどの運搬に利用されて、β
－クルロブルリンはプロトロンビン、血漿トロンボプラスチン、鉄及び銅成分などを運ん
で、γ－クルロブルリンには主に免疫抗体が含まれている。
【０００５】
　このように、血液内で重要な役割をする血漿は人体に注入することだけでも栄養供給を
活発にしながら有害物質を抑制するなどの役割を最大化することができる。
【０００６】
　従って、図１のように全血（Ｗｂ）から遠心分離過程を通じて赤血球層（Ｒｅｄ　Ｂｌ
ｏｏｄ　Ｃｅｌｌ；ＲＢＣ）、血小板濃縮血漿（Ｐｌａｔｅｌｅｔ　Ｒｉｃｈ　Ｐｌａｓ
ｍａ；ＰＲＰ）及び血小板少量血漿（Ｐｌａｔｅｌｅｔ　Ｐｏｏｒ　Ｐｌａｓｍａ；ＰＰ
Ｐ）に分離して、通常的に赤血球層を別途分離して、血小板濃縮血漿及び血小板少量血漿
を抽出して使う。
【０００７】
　ここで、血小板濃縮血漿及び血小板少量血漿などの血漿は　上顎洞底挙上術（ｓｉｎｕ
ｓ　ｅｌｅｖａｔｉｏｎ）を含んだインプラントの傷治療、心臓手術、整形手術、皮膚医
学などを含んだ様々治療及び美容分野に利用される。
　また、血小板少量血漿（ＰＰＰ）は全血（Ｗｂ）から分離採取されながらまだ分離する
ことができなかった蛋白質及び少量の血小板が含まれている。従って、血小板少量血漿（
ＰＰＰ）に対して再び再分離過程を実行して血小板少量血漿（ＰＰＰ）内に含有された蛋
白質及び血小板を再抽出することがある。このために従来には血小板少量血漿（ＰＰＰ）
から遠心分離過程及びフィルタリングを繰り返し実行する。
【０００８】
　しかし、血漿から血小板濃縮血漿（ＰＲＰ）を抽出して残った血小板少量血漿（ＰＰＰ
）に対して再び遠心分離及びフィルタリング過程を実行したにもかかわらず、血小板少量
血漿（ＰＰＰ）から再抽出された濃縮血漿は従来の遠心分離過程及びフィルタリング過程
で分離されなかった分子量が小さい多量の蛋白質が含まれなかった低い純度を持つという
問題点がある。また、このような低純度の濃縮血漿を得ることになる従来の装置および方
法に対する低い効率性に対しても問題が提起されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】ＫＲ２０１００１１６１６０
【特許文献２】ＫＲ２０１０００４１４３６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記のような問題点を解決するために案出された本発明の目的は、赤血球を分離した血
漿を一定圧力と重力及び真空原理を利用してフィルターに通過させることで、血漿をフィ
ルタリングしながら最大限の血小板が含まれた高濃度の濃縮血漿を抽出するようにした高
濃縮血漿の抽出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を果たすためで本発明による高濃縮血漿の抽出装置は高濃縮血漿を抽出するた
めの装置において、血漿で一定粒径を基準として成分を分離するメンブレンフィルター機
及びメンブレンフィルター機に血漿を入れ込みながら血漿内の血小板が沈澱可能になるよ
うに血漿を前記メンブレンフィルター機（１００）内部に注入第１収容部材と、前記血漿
の注入速度及び圧力を提供するように前記第１収容部材（２００）に連携装着された加圧
手段（３００）とを含んでおり、前記加圧手段（３００）は、前記第１収容部材（２００
）内の血漿がメンブレンフィルター機（１００）に注入されるように連携移動するピスト
ン（３１１）、前記ピストン（３１１）の往復移動を誘導するように設置された動力源（
３１０）、前記第１収容部材（２００）内の血漿を前記メンブレンフィルター機（１００
）に入れ込むように前記第１収容部材（２００）に装着された第１プランジャー（２０２
）と前記ピストン（３１１）との締結を媒介するアダプタ（３４０）及び、前記動力源（
３１０）の作動を制御してピストン（３１１）及び第１プランジャー（２０２）の移動距
離及び移動速度による前記血漿の注入圧力及び速度を調整する制御機（３２０）を含む成
り立つことを特徴とする。
【００１４】
　動力源は血漿がメンブレンフィルター機に注入完了された時点で第１収容部材内に一部
血漿が残留するようにピストンの移動距離を制限するのを特徴とする。
【００１５】
　また、動力源はピストンの移動が完了された時点で一定時間の間ピストンが移動完了状
態を維持させることを特徴とする。
【００１６】
　また、動力源はフィルタリングが完了された後フィルター内部に充填された血小板、フ
ィブリノーゲン及び蛋白質などを分離させるためにピストンを一定速度の逆方向に移動さ
せることを特徴とする。
【００１７】
　そして、加圧手段はピストンの移動方向を切り替えるための方向転換スイッチをさらに
含むことを特徴とする。
【００１８】
　そして、メンブレンフィルター機は第１収容部材が装着されて、第１収容部材内の血漿
が流入されればメンブレンフィルター機内の空気が外部に排気されるように両側にそれぞ
れ形成された入口部及びメンブレンフィルター機でフィルタリングされた一定粒径未満の
成分を外部に排出するための排出部が形成された本体と、本体に内蔵されて、入口部を通
じて第１収容部材内の血漿が流入されながらフィルタリングされた一定粒径以上の成分が
残留する第２空間を具備した中空状のフィルターと、第１空間からフィルターを通過した
一定粒径未満の成分が一時収容されながら排出部から排出されるように排出部と通じるよ
うにフィルターと本体の間に形成された第１空間を含んで成り立ったことを特徴とする。
【００１９】
　また、メンブレンフィルター機は、第１収容部材が装着されて、第１収容部材内の血漿
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が流入されればメンブレンフィルター機内の空気が外部に排気されるように両側にそれぞ
れ形成された入口部及びメンブレンフィルター機でフィルタリングされた一定粒径未満の
成分を外部に排出するための排出部が形成された本体と、流入された血漿から血小板が重
力によって沈澱されるように立像（縦置き）で配置させるために本体に装着された固定部
材をさらに含むことを特徴とする。
【００２０】
　そして、本発明による高濃縮血漿抽出装置は第１収容部材と一定距離を置いてメンブレ
ンフィルター機に装着されながら第２空間と通じて、空気が収容された第２収容部材をさ
らに含むことを特徴とする。
【００２１】
　ここで、メンブレンフィルター機は入口部と第１、２収容部材の結合部位に媒介として
設置されて、第２空間と第１収容部材が常時通じるように配置されて、第２空間に血漿が
注入される場合第２空間と第２収容部材は遮断されて、フィルタリング以後第２空間に残
留する一定粒径以上の成分を第１収容部材に流動させるための場合、第２収容部材内の空
気が第２空間に注入されることができるように第２空間と第２収容部材が通じるように配
置されるバルブをさらに含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、全血から赤血球を分離した血漿をメンブレンフィルター機に通過させ
ることで、血漿から血小板濃縮血漿と血小板少量血漿を分離する従来の過程を略して高濃
縮血漿を抽出するための過程を単純化することができる効果がある。
【００３７】
　また、血漿をメンブレンフィルター機に一定の圧力および重力を利用して十分な時間の
間通過させることで、メンブレンフィルター機に流入された血漿内の血小板が最大限沈澱
されるようにしながら血小板が沈澱された状態でフィルタリングが成り立つようにして、
血小板とメンブレンフィルター機に内蔵されたフィルターの間の接触面積を最小化して、
これによりメンブレンフィルターに吸着される血小板の量を最小化して最大限多い量の血
小板が高濃縮血漿に含有されるようにする効果がある。
【００３８】
　また、メンブレンフィルター機に血漿が一部または完全に注入された後メンブレンフィ
ルター機内の圧力が充分に減少するまで注入圧力を一定時間の間維持させることで、メン
ブレンフィルター機内に残留する一定粒径以下の成分が完全に排出されるようにする効果
がある。
【００３９】
　さらに、メンブレンフィルター機を閉鎖した状態で血漿を入れ込むことで、血漿の注入
高さが一定高さ以下に制限されて血漿とフィルターの間の接触が制限されて、これを通じ
て血漿内の成分がフィルターに附着する現象を最小化することができる効果がある。
【００４０】
　そして、閉鎖されたメンブレンフィルター機を急に開放することで、フィルタリングさ
れてメンブレンフィルター機に残留する一定粒径以上の成分が一時に流動しながら収集さ
れて、このときフィルターに附着した一部成分が簡単に脱離されて収集される効果がある
。
【００４１】
　また、メンブレンフィルター機で収集された血漿を何回もフィルタリングを繰り返した
り、または、カルシウムを注入して再度フィルタリングを繰り返して高濃縮血漿を簡単に
ゲル化することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】一般的に全血が遠心分離された状態が図示された側面図である。
【図２】本発明の望ましい実施例による高濃縮血漿抽出装置が概略的に図示された構成図
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である。
【図３】図２に図示さたメンブレンフィルター機の内部が図示された断面図である。
【図４（ａ）】図２の作動状態図である。
【図４（ｂ）】図２の作動状態図である。
【図４（ｃ）】図２に図示されたメンブレンフィルター機で第２収容部材が排除された状
態での構成図である。
【図５】図２の抽出装置を利用した高濃縮血漿の第１抽出方法が図示された流れ図である
。
【図６】図２の抽出装置を利用した高濃縮血漿の第２抽出方法が図示された流れ図である
。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下で添付された図面を参照して本発明が属する技術分野で通常の知識を持った者が本
発明を簡単に実施することができるように望ましい実施例を詳しく説明する。ただし、本
発明の望ましい実施例に対する動作原理を詳細に説明するということにあって関連した公
知機能または、構成に対する具体積な説明が不必要だと判断される場合にはその詳細な説
明を省略する。
【００４４】
＜構成＞
　図２は本発明の望ましい実施例による高濃縮血漿抽出装置が概略的に図示された構成図
であり、図３は図２に図示されたメンブレンフィルター機の内部が図示された断面図であ
り、図４（ａ）及び図４（ｂ）は図２の作動状態図である。
【００４５】
　本発明による高濃縮血漿抽出装置は図２に図示されたように、メンブレンフィルター機
（１００）、第１収容部材（２００）、第２収容部材（２１０）及び加圧手段（３００）
を含んで成り立つ。
【００４６】
　メンブレンフィルター機（１００）は血漿に含有された一定粒径未満の成分を排出させ
るために血漿をフィルタリングする部材である。ここで、本発明で高濃縮血漿を抽出する
ために利用する血漿は全血（ｗｈｏｌｅ ｂｌｏｏｄ）を遠心分離して赤血球を分離した
状態であることが望ましく、それ以外にも通常の血小板少量血漿（ＰＰＰ）を利用するこ
ともできる。
【００４７】
　このメンブレンフィルター機（１００）は本体（１１０）、本体（１１０）に内蔵され
て一定粒径未満の成分を通過させるフィルター（１２０）、本体の両側部にそれぞれ形成
されて第１、２収容部材（２００、２１０）がそれぞれ装着される入口部（１３０）、本
体に装着されてフィルター（１２０）を通過した一定粒径未満の要素を排出する排出部（
１４０）、入口部（１３０）を開閉するために設置された３方バルブ（１５０、３‐ｗａ
ｙ ｖａｌｖｅ）及び、本体（１１０）を立像の状態で維持させる固定部材（１６０）を
含んで成り立つ。
【００４８】
　ここで、メンブレンフィルター機（１００）は血漿に含まれた血小板、蛋白質及びアル
ブミンなどの成分と水、尿酸、カリウム及び燐酸塩などの成分を濾過することで、これら
を分離するためのフィルター（１２０）の断面積はおおよそ０．０４ｍ２～０．０８ｍ２

位で、もっと望ましくは０．０６ｍ２位である。
【００４９】
　また、メンブレンフィルター機（１００）としてはメンブレンフィルター機を一例で選
定することができるし、このときメンブレンフィルター機は血液透析用であることが望ま
しい。勿論、メンブレンフィルター機としてはメンブレンフィルター機以外にも血漿の血
小板、蛋白質及びアルブミンなどを含んだ一定粒径以上の成分をフィルタリングすること
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ができる通常のフィルター機を選定することができる。
【００５０】
　一方、本体（１１０）はフィルター（１２０）が内蔵されて、両側部にそれぞれ入口部
（１３０）と排出部（１４０）が形成される。この本体（１１０）は通常円柱形状である
ことが望ましくて、四角形を含んだ多角形の多角形の柱形状でもある。
【００５１】
　また、本体（１１０）の内壁とフィルター（１２０）の間には所定の第１空間（１７０
）が形成されて、この第１空間にはフィルター（１２０）を通過した一定粒径未満の要素
が通過して一時収容される。即ち、第１空間は入口部（１３０）と断絶された独立空間で
ある。
【００５２】
　そして、フィルター（１２０）は血漿が流動しながら血漿内の一定粒径未満の成分が通
過されるようにする部材で、血漿が流入される第２空間（１８０）が形成された中空の円
柱または多角形柱の形状である。ここで、第２空間（１８０）は入口部（１３０）と直接
通じるようにして入口部（１３０）から血漿が直接流入される。従って、血漿は第２空間
（１８０）に流入されれば、血漿内の一定粒径未満の成分はフィルター（１２０）を通過
して第１空間（１７０）に流動して、血漿内の一定粒径以上の成分は第２空間（１８０）
に残留するようになる。
【００５３】
　ここで、フィルター（１２０）がパネル形状で、本体（１１０）の内部を第１空間（１
７０）と第２空間（１８０）に分離して、第１空間（１７０）は排出部（１４０）と通じ
て、第２空間（１８０）は入口部（１３０）と通じるように変形された実施例が可能であ
る。
【００５４】
　また、入口部（１３０）は本体（１１０）の両側部にそれぞれ形成されて、一側には血
漿が収容された第１収容部材（２００）が装着されて、他側には空気が収容された第２収
容部材（２１０）が装着される。
【００５５】
　この入口部（１３０）はフィルター（１２０）の第２空間（１８０）と直接繋がれるよ
うに形成されている。これは第１収容部材（２００）の血漿が第２空間（１８０）に直接
流入するようにするため、さらに、第２収容部材（２１０）の加圧力によって第２空間（
１８０）に残留する一定粒径以上の成分が第１収容部材（２００）に流入するようにする
ためである。このような入口部（１３０）と係るその他説明は３方バルブ（１５０）と一
緒に後で説明することにする。
【００５６】
　また、排出部（１４０）は、本体（１１０）の一側または両側部に第１空間（１７０）
と通じるように形成されている。これはフィルター（１２０）を通過して第１空間（１７
０）に流動した一定粒径未満の成分を外部に排出させるためである。
【００５７】
　また、３方バルブ（１５０）は入口部（１３０）と第１、２収容部材（２００、２１０
）のそれぞれの結合部位に設置されている。この３方バルブ（１５０）は、第１収容部材
（２００）内の血漿がメンブレンフィルター機（１００）の第２空間（１８０）に流入さ
れる間は、第１収容部材（２００）及び第２空間（１８０）と第２収容部材（２１０）と
が断絶されるように操作される。また、この３方バルブ（１５０）は、血漿のフィルタリ
ングが完了した以後は、第２収容部材（２１０）内の空気が第２空間（１８０）に注入さ
れて第２空間に残留する一定粒径以上の成分が第１収容部材（２００）に流動するように
、第２収容部材と第２空間及び第１収容部材が通じるように操作される。
【００５８】
　そして、固定部材（１６０）はメンブレンフィルター機（１００）を立像（縦置き）に
維持するための部材で、本体（１１０）をさしたりぶら下げたり挟んだり把持できる通常
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のすべての部材を利用することができる。また、メンブレンフィルター機（１００）が立
像ではない状態で使われる場合、固定部材（１６０）は排除される。
【００５９】
　このために下部が広い形態でメンブレンフィルター機（１００）が製作されるとか、円
柱形状のメンブレンフィルター機（１００）が横たえて使われるとき、入口部（１３０）
によって血漿が排出されないように製作されるなどのメンブレンフィルター機（１００）
の形態が多様に製作されて血小板が沈澱されながらフィルター（１２０）と最小限の接触
面積を持つようにしたらメンブレンフィルター機（１００）を立てて作業する必要がなく
なる。
【００６０】
　ここで、メンブレンフィルター機（１００）が立像の状態で固定部材（１６０）によっ
て固定される理由は本体（１１０）の下部で血漿が流入されるようにして、血漿内の血小
板が重力によって沈澱された状態でフィルタリングが進行されるようにするためである。
【００６１】
　このような血小板の沈澱は血小板とフィルター（１２０）の接触面積を最小化してフィ
ルターに血小板が吸着される現象を最小化することで、血小板がフィルターに吸着されて
損失される量を最小化して、今後抽出された高濃縮血漿に最大限多い量の血小板が含有さ
れるようにするためである。
【００６２】
　一方、第１収容部材（２００）は血漿を収容してメンブレンフィルター機（１００）に
入れ込んで、フィルタリングされた血漿すなわち、高濃縮血漿を収集するための部材であ
る。この１収容部材（２００）は血漿を収容し且つフィルタリング以後高濃縮血漿を収容
する第１収容部（２０１）、及び、第１収容部（２０１）内の血漿をメンブレンフィルタ
ー機の第２空間（１８０）に押し出すように設置された第１プランジャー（２０２）を含
んで成り立つ。
【００６３】
　この第１収容部材（２００）は一事例で、針が排除された状態の注射器であることが望
ましく、２個以上の別途の部材を利用して血漿を収容するとか押し出して、またはフィル
タリング後に高濃縮血漿を収容することができる構成で成り立つことができる。
【００６４】
　また、第２収容部材（２１０）は空気を収容して、この空気をフィルタリング後にメン
ブレンフィルター機（１００）の第２空間（１８０）に入れ込んで第２空間（１８０）に
残留する一定粒径以上の成分を第１収容部材（２００）に押し出すための部材である。こ
の２収容部材（２１０）は空気を収容する第２収容部（２１１）、及び、第２収容部（２
１１）内の空気をメンブレンフィルター機（１００）の第２空間（１８０）に入れ込むよ
うに設置された第２プランジャー（２１２）を含んで成り立つ。
【００６５】
　この第２収容部材（２１０）は一事例で、針が排除された状態の注射器であることが望
ましく、２個以上の部材を具備して空気を収容しそして押し出すことができる構成で成り
立つことができる。ここで、第１収容部材（２００）と第２収容部材（２１０）の装着位
置はそれぞれ下部と上部で、これら位置は相互に入れ替えることもできる。
【００６６】
　一方、加圧手段（３００）は一定圧力で第１収容部材（２００）内の血漿を第２空間（
１８０）に入れ込むための手段で、第１プランジャー（２０２）を押しそして引くように
設置されたピストン（３１１）を具備した動力源（３１０）を含んで成り立つ。
【００６７】
　これ以外にも加圧手段（３００）は動力源（３１０）の作動を制御するように設置され
た制御機（３２０）、動力源（３１０）に設置された減速機（３３０）、第１プランジャ
ー（２０２）とピストン（３１１）の結合を媒介するように設置されたアダプタ（３４０
）及び、ピストン（３１１）の方向を切り替えるように設置された方向転換スイッチ（３
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５０）などをさらに具備して成り立つことができる。ここで、第１プランジャー（２０２
）を排除したままピストン（３１１）が直接第１収容部材（２００）内部をスライド移動
することもできる。
【００６８】
　動力源（３１０）は、第１収容部材（２００）の第１プランジャー（２０２）を押しそ
して引くために第１プランジャー（２０２）に結合されたピストン（３１１）が往復移動
するように機能する部材である。この動力源（３１０）は一例でモーターであることが望
ましく、それ以外にもピストン（３１１）を装着して、このピストン（３１１）を往復移
動させることができる機器であってもよい。
【００６９】
　ここで、血漿をメンブレンフィルター機（１００）に入れ込む圧力即ち、動力源（３１
０）によって提供される圧力はフィルター（１２０）の許容耐圧以下で提供される。一例
で、フィルター（１２０）の許容耐圧が５００ｍｍＨｇの場合、フィルタリング中にフィ
ルター（１２０）の負荷耐圧がおおよそ３００～４５０ｍｍＨｇ程度であることが望まし
い。
【００７０】
　また、動力源（３１０）は血漿が第２空間（１８０）に注入されながら血漿内の血小板
が重力によって沈澱されることができる注入速度を提供する。
【００７１】
　また、制御機（３２０）は、動力源（３１０）の作動可否、トルク（ｔｏｒｑｕｅ）即
ち、血漿が第２空間（１８０）に注入される圧力の大きさ、作動時間、ピストン（３１１
）の移動距離、ピストンの移動方向、ピストンの移動後待機時間、血漿の注入圧力及び注
入速度などを含んだ動力源（３１０）のすべての機能を制御する。
【００７２】
　また、血漿から高濃縮血漿を得るための一実施例で、抽出された５ｍｌの高濃縮血漿は
第２空間（１８０）に残留する一定粒径以上の成分３ｍｌと、第１収容部材（２００）に
残留する血漿２ｍｌを合わせて得るようになる。
【００７３】
　このために第１収容部材（２００）で第１プランジャー（２０２）は第１収容部材（２
００）の２ｍｌ目盛りまで移動した後、一定粒径未満の成分が排出部（１４０）を通じて
完全に排出されるまで止めるようにし、このような第１プランジャー（２０２）の移動と
連携されたピストン（３１１）を制御機（３２０）が制御するようになる。勿論、高濃縮
血漿５ｍｌは第１収容部材（２００）の血漿すべてをメンブレンフィルター機（１００）
に入れ込んで、フィルタリングされて第２空間（１８０）に残留する一定粒径以上の成分
のみを得ることもできる。
【００７４】
　また、血漿から高濃縮血漿を得るための他の実施例で、抽出された６ｍｌまたは７ｍｌ
の高濃縮血漿は、第２空間（１８０）に残留する一定粒径以上の成分３ｍｌと、第１収容
部材（２００）に残留する血漿３ｍｌまたは４ｍｌを合わせて得るようになる。このとき
の第１プランジャー（２０２）は第１収容部材（２００）の３ｍｌまたは４ｍｌの目盛り
まで移動した後止めるようにし、このときのピストン（３１１）移動を制御機（３２０）
が制御するようになる。
【００７５】
　即ち、制御機（３２０）はメンブレンフィルター機（１００）で得ようとする一定粒径
以上の成分の量によって第１収容部材（２００）に残留する血漿の量を調整するようにピ
ストン（３１１）の移動を制御する。
【００７６】
　一方、この制御機（３２０）は単純に動力源（３１０）のトルク値だけ設定することも
できて、設定されたトルク値以下だけにおいて動力源（３１０）が作動するように制御す
ることができる。このときには前述された動力源の他の機能は別途のスイッチ及び操作ボ
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タンによってそれぞれまたは２以上の機能を同時に操作するように成り立つことができる
。
【００７７】
　また、減速機（３３０）は動力源（３１０）のトルクを向上させて安定的に発生するよ
うにする。また、アダプタ（３４０）はピストン（３１１）と第１プランジャー（２０２
）の安定的な結合のための媒介体で、一側は第１プランジャーと堅たく締結されて、他側
はピストン（３１１）と固着するように設置される。
【００７８】
　そして、方向転換スイッチ（３５０）は血漿を第２空間（１８０）に入れ込み、そして
フィルタリング後に第２空間（１８０）に残留する一定粒径以上の成分を第１収容部材（
２００）に収集するために、ピストン（３１１）の移動方向を切り替えるように設置され
ている。この方向転換スイッチ（３５０）は省略することもできて、このときには動力源
（３１０）自体でピストン（３１１）の移動方向を切り替えることになる。一例で、動力
源（３１０）がモーターである場合、回転方向を転換させることでピストン（３１１）の
移動方向も転換させるようになる。
【００７９】
＜実施例＞
　図４（ｃ）は、図２に図示されたメンブレンフィルター機で第２収容部材が除去された
状態での構成図である。この図４（ｃ）は図２とほとんど等しい構成で、第２収容部材（
２１０）が排除された点だけが相異している。このような図４（ｃ）の構成は、後述する
第２方法を実行するためのことで、これに対する詳しい説明は第２方法を説明しながら言
及するようにする。
【００８０】
＜第１方法＞
　図５は、図２の抽出装置を利用した高濃縮血漿の抽出方法が図示された流れ図である。
まず、メンブレンフィルター機（１００）を立像で固定する（Ｓ１０）。これは血漿内の
血小板が重力によって沈澱されるようにした後で血漿をフィルタリングするための配置で
ある。これを通じて血小板とフィルター（１２０）の間の接触面積を最小化して、フィル
ターに吸着されて損失される血小板の量を最小化することができる。
【００８１】
　次に、メンブレンフィルター機（１００）に血漿を入れ込んで、血小板が沈澱されるよ
うにしながらフィルタリングする（Ｓ２０）。このために、第１収容部材（２００）に血
漿を収容した後、メンブレンフィルター機（１００）に装着する段階（Ｓ２１）が含まれ
る。このとき、第１収容部材（２００）はメンブレンフィルター機（１００）の本体（１
１０）の一側の入口部（１３０）に装着されながら本体内部の第２空間（１８０）と通じ
るようになる。
【００８２】
　ここで、第１収容部材（２００）と入口部（１３０）は３方バルブ（１５０）を介して
装着されて、３方バルブの操作で第１収容部材（２００）と第２空間（１８０）は開閉さ
れることができ、血漿を第２空間（１８０）に入れ込むために第１収容部材と第２空間は
開放連通される。
【００８３】
　また、今後フィルタリングされて第２空間（１８０）に残留する高濃縮血漿を第１収容
部材（２００）に収集するためには続いて第１収容部材と第２空間は開放されなければな
らないし、代替的には３方バルブ（１５０）以外に２方バルブ（１５０）が使われること
もできて、バルブなしに第１収容部材が入口部（１３０）に装着されることもできる。
【００８４】
　ここで、血漿は、一例として、９ｍｌの全血と１ｍｌの抗凝固剤を混合して、これを遠
心分離した後赤血球を分離させて概略４～５．５ｍｌ位抽出されたのである。勿論、もっ
と多い量の血漿を得るためにもっと多い全血と抗凝固剤を混合して遠心分離及び赤血球分
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離を通じて抽出することができる。
【００８５】
　また、この段階（Ｓ２０）は、第２収容部材（２１０）に空気を収容した後、メンブレ
ンフィルター機（１００）に装着する段階（Ｓ２２）をさらに含む。このとき、第２収容
部材は本体（１１０）の他側の入口部（１３０）に３方バルブ（１５０）を介して装着さ
れて、３方バルブの操作で第２空間（１８０）と開閉されることができる。
【００８６】
　ここで、装着段階（Ｓ２２）は後述された２次収集段階（Ｓ５０）の直前に実行しても
よく、装着段階（Ｓ２２）を省略して２次収集段階（Ｓ５０）で外部空気を第２空間（１
８０）に入れ込むこともできる。
【００８７】
　そして、血漿を第２空間（１８０）に入れ込むとき、第２収容部材（２１０）側の入口
部（１３０）が外部と通じるようにしてメンブレンフィルター機（１００）内の空気が排
気されるように３方バルブ（１５０）を操作する。また、フィルタリング後に第２空間（
１８０）内の一定粒径以上の成分を第１収容部材（２００）に収集するとき、入口部（１
３０）に第２収容部材（２１０）を装着して外部とメンブレンフィルター機（１００）の
第２空間とが外部と遮断されて第２収容部材（２１０）と通じるように３方バルブ（１５
０）を操作する。よって、第２収容部材（２１０）と入口部（１３０）は３方バルブ（１
５０）以外に２部屋（２方）バルブを装着するまたはバルブなしにすることもできる。
【００８８】
　また、この段階（Ｓ２０）は、加圧手段（３００）すなわち、動力源（３１０）によっ
てピストン（３１１）が一方向に移動して第１収容部材（２００）の第１プランジャー（
２０２）を移動させることで血漿を第２空間（１８０）に入れ込む段階（Ｓ２３）をさら
に含む。
【００８９】
　このとき、加圧手段（３００）が血漿を第２空間（１８０）に入れ込む圧力はメンブレ
ンフィルター機（１００）のフィルター（１２０）の許容耐圧以下の一定範囲で、フィル
ター（１２０）の許容耐圧が５００ｍｍＨｇの場合、フィルタリング中にフィルター（１
２０）の負荷耐圧が３００ｍｍＨｇ～４５０ｍｍＨｇの範囲即ち、概略６０～９０％位の
範囲を持つようにする。
【００９０】
　また、加圧手段（３００）が血漿を第２空間（１８０）に入れ込む速度は第２空間（１
８０）に注入された血漿において血小板が沈澱されて、沈澱された状態で持続的に血漿が
注入されることができる範囲である。これら圧力及び速度は動力源（３１０）と減速機（
３３０）によって調整されて、動力源（３１０）がモーターである場合減速機（３３０）
がモーターの回転速度を制御して調整される。
【００９２】
　そして、血漿が注入されながらメンブレンフィルター機（１００）内の空気は第２収容
部材（２１０）側の３方バルブ（１５０）を通じて外部に排気される。
【００９３】
　次に、血漿注入が完了すれば、完了した時点で一定時間の間待機してメンブレンフィル
ター機（１００）内の圧力を下降させる（Ｓ３０）。これを通じて、メンブレンフィルタ
ー機（１００）のフィルター（１２０）内の圧力を充分に下降させながら血小板の沈澱が
もっと活性化されるようにして、第２空間（１８０）からフィルター（１２０）を通過し
て第１空間（１７０）に一時収容された一定粒径未満の成分が排出部（１４０）を通じて
完全に排出されるようにする。
【００９４】
　ここで、血漿注入が完了された時点で第１収容部材（２００）内に一定量の血漿を残留
させるから第１プランジャー（２０２）は特定位置で止めることになる。これは、第１収
容部材（２００）に一定量の血漿を残存させるためである。
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【００９５】
　一例として、５ｍｌの高濃縮血漿を抽出する場合、メンブレンフィルター機（１００）
のフィルタリングを通じて得た一定粒径以上の成分の概略３ｍｌ位と、第１収容部材（２
００）に残存する血漿２ｍｌ位を合わせて得るようになる。
【００９６】
　よって、一定量の高濃縮血漿はメンブレンフィルター機（１００）のフィルタリングを
通じて得る一定粒径以上の成分の量と、第１収容部材（２００）に残存して得る量が合算
されることで、メンブレンフィルター機（１００）で得る量を基準として第１収容部材（
２００）に残存する量を決めることもできるし、第１収容部材（２００）に残存させる量
を基準としてメンブレンフィルター機（１００）で得る量を決めることもできる。
【００９７】
　一方、第１プランジャー（２０２）を移動限界地点まで移動させて止めるようにして第
１収容部材（２００）の血漿を全部メンブレンフィルター機（１００）に入れ込んで、メ
ンブレンフィルター機（１００）でフィルタリングされた高濃縮血漿のみを得ることもで
きる。
【００９８】
　勿論、第１プランジャー（２０２）の移動及び停止は第１プランジャー（２０２）と装
着されたピストン（３１１）の移動によって実行され、ピストン（３１１）は動力源（３
１０）によって移動される。
【００９９】
　次に、メンブレンフィルター機（１００）に残留する一定粒径以上の成分を第１収容部
材（２００）で１次収集する（Ｓ４０）。このとき、動力源（３１０）によってピストン
（３１１）が後退するのと同時に第１プランジャー（２０２）が後退するようになればメ
ンブレンフィルター機（１００）の第２空間（１８０）内の一定粒径以上の成分の大部分
が第１収容部材（２００）に流動するようになる。ここで、ピストン（３１１）の後退移
動のために方向転換スイッチ（３５０）を操作することができる。
【０１００】
　最後に、メンブレンフィルター機（１００）内部に空気を入れ込んで残留する一定粒径
以上の成分を第１収容部材（２００）で２次収集する（Ｓ５０）。このために第２収容部
材（２１０）側の３方バルブ（１５０）を操作して第２収容部材（２１０）と第２空間（
１８０）が通じるようにした後、第２プランジャー（２１２）を移動させて第２収容部材
（２１０）内の空気を第２空間（１８０）に入れ込めば、第２空間（１８０）内の残留す
る一定粒径以上の成分すべてが第１収容部材（２００）に流動するようになる。勿論、一
定粒径以上の成分を完全に第１収容部材（２００）に流動させるためにこの段階（Ｓ５０
）を繰り返し実行することができる。
【０１０１】
＜第２方法＞
　図６は、図２の抽出装置を利用した高濃縮血漿の第２抽出方法が図示された流れ図であ
る。本発明による第２方法は第２収容部材（２１０）を排除した状態で一定粒径以上の成
分を収集するための方法で、第１方法と比べて全体的な段階は似ていて、その段階を施行
するのに少しの差がある。従って、第１方法の複数段階の中で等しい段階及び類似の段階
ごとに言及された説明に対しては共通内容にして、必要に応じて簡略に言及することにす
る。
【０１０２】
　まず、メンブレンフィルター機（１００）を立像で固定する（Ｓ１０）。この段階（Ｓ
１０）は第１方法と等しい。次に、第１収容部材（２００）の反対側から第２空間（１８
０）と通じるように設置されたバルブ（１５０）を閉鎖して、メンブレンフィルター機（
１００）に血漿を入れ込んで血小板が沈澱されるようにしながらフィルタリングする（Ｓ
２０）。
【０１０３】
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　このようにバルブ（１５０）を閉鎖するによって第２空間（１８０）は排出部（１４０
）のみを通じて外部と通じるから第１方法と等しい又はもっと強い圧力で第１収容部材（
２００）の第１プランジャー（２０２）を加圧して第２空間（１８０）に血漿を入れ込む
ようになる。このときのバルブ（１５０）は３方バルブであることもできるが、第２収容
部材（２１０）が除去されたので二方バルブであることが望ましい。
【０１０４】
　従って、この段階（Ｓ２０）には第１方法での第１収容部材（２００）をメンブレンフ
ィルター機（１００）に装着する段階（Ｓ２１）と、動力源（３１０）によってピストン
（３１１）が一方向に移動して第１収容部材（２００）の第１プランジャー（２０２）を
移動させて血漿を第２空間（１８０）に入れ込む段階（Ｓ２３）を含んでいるが、第２収
容部材（２１０）をメンブレンフィルター機（１００）に装着する段階（Ｓ２２）は省略
される。
【０１０５】
　また、第２空間（１８０）が大部分閉鎖された状態なので血漿が注入される過程におい
て第２空間（１８０）中で第１収容部材（２００）の反対側空間には空気層が形成されて
、この空気層によって血漿が一定高さ以上に入ることができなくなる。これを通じて血漿
内の比較的付着力が強い血小板などのような成分も一定高さ以下に留まることになって、
血漿の成分がフィルター（１２０）に附着する範囲を最大限制限できることになる。
【０１０６】
　勿論、フィルタリングされる間、排出部（１４０）を通じてフィルター（１２０）を通
過した一定粒径未満の成分は外部に排出される。
【０１０７】
　次に、血漿注入が完了すれば、完了された時点で一定時間の間待機してメンブレンフィ
ルター機（１００）内の圧力を下降させる（Ｓ３０）。この段階（Ｓ３０）も第１方法と
等しい。
【０１０８】
　次に、排出部（１４０）を塞いで第２空間（１８０）を閉鎖した後、第１収容部材（２
００）の第１プランジャー（２０２）を後退させてメンブレンフィルター機（１００）内
部に真空圧を形成させる（Ｓ３１）。すなわち、排出部（１４０）を塞げばバルブ（１５
０）も閉鎖状態であるため第２空間（１８０）が完全に閉鎖されて、このとき動力源（３
１０）によってピストン（３１１）が後退して第１プランジャー（２０２）が後退するよ
うになればメンブレンフィルター機（１００）内部には強い真空圧が形成される。
【０１０９】
　最後に、バルブ（１５０）を瞬間開放して第２空間（１８０）に残留した一定粒径以上
の成分を一時に（すなわちわずかな時間で）第１収容部材（２００）で収集する（Ｓ４０
）。このようにあっという間に流入された外部空気によってフィルター（１２０）に附着
した成分が容易に脱離して第１収容部材（２００）に流動して収集される。
【０１１０】
　このような減圧方式は、フィルタリング過程でフィルター（１２０）に附着した成分を
フィルター（１２０）から最大限多く脱離させて収集することができる利点がある。勿論
、段階（Ｓ３１）及び段階（Ｓ４０）を手動、半自動及び自動で繰り返し実行してもよい
し、このときバルブ（１５０）は制御機（３２０）を通じてソレノイドバルブを制御する
方式でその動作を制御することができる。
【０１１１】
　前記のような第１方法及び第２方法を通じて血漿から高濃縮血漿を抽出する。このとき
、本発明によって抽出された高濃縮血漿は従来の遠心分離を通じて得た濃縮血漿と比べて
見れば血小板の濃縮比が概略４～５倍位である。また、本発明による高濃縮血漿と全血を
比較すると、以下に示す［表１］のようになる。
【０１１２】
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【表１】

【０１１３】
　特に血漿をゲル（ｇｅｌ）化して多様な用途に使うに当たって、既存技術では抗凝固剤
が含まれた血漿をゲル化するとき、ポバイントロンビン（ｂｏｖｉｎｅ ｔｈｒｏｍｂｉ
ｎ）またはコラーゲン（ｃｏｌｌａｇｅｎ）を濃縮血漿に添加してゲル化したが、ポバイ
ントロンビンは家畜で抽出した物質で人体に有害な成分（狂牛病因子など）が混ざり合う
問題がある。
【０１１４】
　従って、本発明は、メンブレンフィルターを利用して血漿に対して何回もフィルタリン
グを繰り返すとか、より望ましくはカルシウムを混入して血液凝固メカニズムの最初の段
階であるプロトロンビン（ｐｒｏｔｈｒｏｍｂｉｎ)をトロンビン（ｔｈｒｏｍｂｉｎ）
に変化促進させることで血漿中のプロトロンビンから多量のトロンビンを形成させる。
【０１１５】
　前記多量のトロンビンはフィブリノーゲンをフィブリン（ｆｉｂｒｉｎ）モノマー（ｍ
ｏｎｏｍｅｒ）に変化させる因子として作用して、フィブリンモノマーを形成する位の十
分な量になるので多量のフィブリンモノマーを形成させる。最終的にフィブリンモノマー
はフィブリン固まり（ｃｏｌｔ）を形成することでゲル化された高濃縮血漿を抽出して多
様な目的に有用に使うことができるのである。
【０１１６】
　以上で説明した通り、本発明が属する技術分野の通常の技術者は本発明がその技術的思
想や必須特徴を変更しなくて他の具体的な形態で実施されることができるということを理
解できるはずである。したがって前記の実施例はすべての面で例示的なものであり限定的
なものではないこととして理解しなければならない。本発明の範囲は詳細な説明よりは後
述する特許請求範囲によって現わされて、特許請求範囲の意味及び範囲そして等価概念か
ら導き出されるすべての変更または、変形された形態が本発明の範囲に含まれると解釈さ
れなければならない。
【符号の説明】
【０１１７】
　１００：メンブレンフィルター機
　１１０：本体
　１２０：フィルター
　１３０：入口部
　１４０：排出部
　１５０：バルブ
　１６０：固定部材
　１７０：第１空間
　１８０：第２空間
　２００：第１収容部材
　２０１：第１収容部
　２０２：第１プランジャー
　２１０：第２収容部材
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　２１１：第２収容部
　２１２：第２プランジャー
　３００：加圧手段
　３１０：動力源
　３１１：ピストン
　３２０：制御機
　３３０：減速機
　３４０：アダプタ
　３５０：方向転換スイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４（ａ）】

【図４（ｂ）】 【図４（ｃ）】
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【図５】

【図６】
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