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(54)【発明の名称】サ−ファクタント特性測定装置
(57)【要約】
【目的】表面張力を測定する同一の歪み計を、表面吸着
と表面拡散、表面張力−面積曲線の双方の測定に用い
て、デ−タの一貫性を保つように工夫し計測装置をコン
ピュ−タ制御して迅速に精度のよいサ−ファクタントの
特性測定装置を提供する。
【構成】計測装置Ａの容器体７の内部は、支持部材８に
より上下区画され、そして、支持部材８の一方には、円
形槽用ヒ−タ−部９に載置された円形槽１０が、他方に
は、角形槽用ヒ−タ−部１１に載置された角形槽１２が
設けられている。円形槽１０と角形槽１２との間には、
歪み計１３が設けられ、この歪み計１３の歪みセンサ−
部１４の左右回転用ノブ１５を１８０°回転させること
により、円形槽１０と長方形槽１２での双方の測定をで
きるようにする。計測装置Ａは、パソコン、プリンタ２
と接続され、測定条件を変え種々の測定を可能にする。

長瀬 成城

2G045 DA61 FA01 GC05 JA01 JA07

( 2 )

特開２００３−２３２７１３

1

2

【特許請求の範囲】

ｙ ｄｉｓｔｒｅｓｓ

【請求項１】容器体に、表面吸着計測部と、表面拡散、

略）は新生児の肺未成熟による呼吸不全で引起され、肺

表面張力−面積曲線計測部と、歪み計等を格納した計測

胞表面のサ−ファクタントの欠乏によるものである。出

装置において、１つの歪み計でもって前記各計測を行な

生前に母体の羊水でＳｔａｂｌｅｍｉｃｒｏｂｕｂｂｌ

えるようにしたことを特徴とするサ−ファクタント特性

ｅ測定を行い、肺未成熟と判定されるとサ−ファクタン

測定装置。

トを新生児に投与して、ＲＤＳから肺未成熟新生児を救

【請求項２】前記容器体の一方に表面吸着計測部を、他

済することができる。肺表面活性物質（サ−ファクタン

方に表面拡散、表面張力−面積曲線計測部を、また、表

ト）の主成分リン脂質分子は、その両親媒性の性質によ

面吸着計測部と表面拡散、表面張力−面積曲線計測部の
間に歪み計を配置したことを特徴とする請求項１記載の

ｓｙｎｄｒｏｍｅ

ＲＤＳと

り肺胞液と気相の境界（気−液界面）にサ−ファクタン
10

ト膜を形成し、表面張力を低下させる。正常肺ではこの

サ−ファクタント特性測定装置。

表面張力低下作用のために肺胞は虚脱せずに呼吸が行な

【請求項３】前記容器体に、「表面吸着計測部及びヒ−

われている。すなわち、サ−ファクタントの重要な生理

タ−ユニット」と、「表面拡散、表面張力−面積曲線計

活性は肺胞における表面張力低下作用であるといえる。

測部及び駆動部、ヒ−タ−ユニット」と、「センサ−ユ

一方、呼吸窮迫症候群ではサ−ファクタントの欠乏のた

ニット」と、「アンプユニット」と、「駆動制御ユニッ

め肺胞の表面張力が高くなり、肺胞が虚脱して無気肺と

ト」と、「計測装置制御ユニット」と、ユニット化して

なる。この治療薬として日本では藤原の開発したサ−フ

組み込み、計測装置としたことを特徴とする請求項１記

ァクタントＴＡが用いられているが、諸外国ではサ−フ

載のサ−ファクタント特性測定装置。

ァクタントＴＡのＡｍｅｒｉｃａｎ

【請求項４】前記容器体を、扉で覆い、バルブを介して

天然サ−ファクタント、合成サ−ファクタントなど成分

容器体内の空気を目的に応じた気体に置換し、気体の温

20

ｖｅｒｓｉｏｎや

や活性の異なる複数の人工サ−ファクタントがその後に

度、湿度管理を可能にしたことを特徴とする請求項１〜

使われるようになった。これらの各種人工サ−ファクタ

３のうちの１記載のサ−ファクタント特性測定装置。

ントの表面活性については測定条件が報告により異なっ

【請求項５】前記表面吸着計測部は、円形水槽を用い、

ており比較が困難な状況にある。本発明者らは２種類の

スタ−ラ−と攪拌子により検体を懸濁した生理食塩水を

表面張力計、すなわち、ｍｏｄｉｆｉｅｄ

攪拌し表面吸着計測を行なうようにし、また、表面拡

ｌｍｙ

散、表面張力−面積曲線計測部は、角形水槽を用い、仕

張力計）とｐｕｌｓａｔｉｎｇ

切板を移動させることにより液体表面のサ−ファクタン

ｆａｃｔｏｍｅｔｅｒ（気泡型表面張力計）を用いてサ

ト膜を圧縮−拡張できるようにすることにより表面拡

−ファクタントの表面活性に関する基礎研究を行なって

散、表面張力−面積曲線計測を行なうようにしたことを

きた。しかし、改良型ウィルヘルミ−型表面張力計は温

特徴とする請求項１〜４のうちの１記載のサ−ファクタ

30

Ｗｉｌｈｅ

ｂａｌａｎｃｅ（改良型ウィルヘルミ−型表面
ｂｕｂｂｌｅ

ｓｕｒ

度検知及び設定ができず、液体表面の圧縮率も６６％と

ント特性測定装置。

大きく固定されており、また、サ−ファクタントの重要

【請求項６】前記計測装置にパソコンを接続し、該パソ

な物理的性質である表面吸着も測定できないし、測定結

コンにプリンタを接続したことを特徴とする請求項１〜

果はペンによるＸＹレコ−ダのアナログ表示であり、目

５のうちの１記載のサ−ファクタント特性測定装置。

測で数値を読み取っているなど、サ−ファクタントの開

【請求項７】前記パソコンとソフトにより、測定条件の

発研究に不便をもたらしていた。

自由なプログラムを可能にし、デ−タのグラフ化、保

【０００３】また、サ−ファクタント活性に必要な特性

存、プリントアウトを可能にしたことを特徴とする請求

項目は、表面吸着、表面拡散、表面張力−面積曲線の三

項６記載のサ−ファクタント特性測定装置。

つであるが、従来は表面吸着と表面拡散、表面張力−面

【請求項８】前記測定条件を、容器体内の空気温度、湿
度及び槽内液体温度、液体表面の圧縮率と１周期の時

積曲線とは別々の測定装置を必要とし、サ−ファクタン
40

トの開発研究に不便を来していた。

また、設定、管理

間、駆動波形等としたことを特徴とする請求項４、６〜

が機器本体に依存していたため、測定条件（液体表面の

７のうちの１記載のサ−ファクタント特性測定装置。

圧縮率、１周期の時間、波形など）が固定され、また、

【発明の詳細な説明】

器内空気温度、湿度、槽内液体（検体）温度は設定も検

【０００１】

知もできなかったし、測定結果は、インクペンと記録紙

【発明の属する技術分野】本発明は、出生時に肺未成熟

によるアナログ表示であった。更に、測定装置が開放さ

と判定された新生児に投与して、呼吸窮迫症候群（ＲＤ

れているため、装置が設置されている空気の環境でしか

Ｓ）から肺未成熟新生児を救済する「サ−ファクタン

使用できなかった。

ト」の特性測定装置に関するものである。

【０００４】

【０００２】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、表面張力を

【従来の技術】呼吸窮迫症候群（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒ
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測定する同一の歪み計を、表面吸着と表面拡散、表面張
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力−面積曲線との双方の測定に用いて、デ−タの一貫性

曲線計測部及び駆動部、ヒ−タ−ユニット２と、センサ

を保つように工夫し、計測装置をコンピュ−タ制御して

−ユニット３と、アンプユニット４と、駆動制御ユニッ

迅速に精度のよい測定ができるようにし、液温や気体の

ト５と、計測装置制御ユニット６と、各ユニットから構

種類と温度の変更ができるようにし、広汎な実験条件を

成され図３の容器体７に組み込まれ、そして、前記計測

実現しサ−ファクタントの開発研究に役立つ測定装置を

装置制御ユニット６は、パソコンＢに接続され、パソコ

提供するものである。

ンＢはプリンタＣに接続されていることは前述したとお

【０００５】

りである。次に、図３に基づいて、各計測機器を組み込

【課題を解決するための手段】このため、本発明が採用

んだ計測装置Ａの内部について説明すると、計測装置Ａ

した技術解決手段は、容器体に、表面吸着計測部と、表
面拡散、表面張力−面積曲線計測部と、歪み計等を格納

の容器体７は、四角形状をしており、前扉（不図）によ
10

り、気密に開閉自在になっており、内部は支持部材８に

した計測装置において、１つの歪み計でもって前記各計

より上下に区画され、そして、支持部材８上の一方に

測を行なえるようにしたサ−ファクタント特性測定装置

は、円形槽用ヒ−タ−部９が載置固定され、該円形槽用

としたことである。また、容器体の一方に表面吸着計測

ヒ−タ−部９上に、表面吸着計測に用いる円形槽１０が

部を、他方に表面拡散、表面張力−面積曲線計測部を設

載置固定されている。また、支持部材８上の他方には、

置し、両者の間に歪み計を配置したサ−ファクタント特

角形槽用ヒ−タ−部１１が載置固定され、該角形槽用ヒ

性測定装置としたことである。また、容器体に、表面吸

−タ−部１１上に、表面張力の計測に用いる角形槽１２

着計測部及びヒ−タ−ユニットと、表面拡散、表面張力

が載置固定されている。更に、支持部材８上には、水準

−面積曲線計測部及び駆動部、ヒ−タ−ユニットと、セ

器Ｈが載置固定され、この水準器Ｈと、支持部材８の下

ンサ−ユニットと、アンプユニットと、駆動制御ユニッ

端に設けた螺子等により上下動可能な支持脚の調節によ

トと、計測装置制御ユニットを組み込んだ計測装置と

20

って、支持部材８を常に水平を保つようにし、精度の良

し、サ−ファクタント特性測定装置としたことである。

い測定できるようになっている。前記円形槽１０と角形

また、容器体を、扉で覆い、バルブを介して容器体内の

槽１２間には、歪み計１３が設けられており、この歪み

空気を目的に応じた気体に置換し、気体の温度、湿度管

計１３は、歪みセンサ−部１４と、歪みセンサ−左右回

理を可能にしたサ−ファクタント特性測定装置としたこ

転用ノブ１５を有し、歪み計スタンド１６により支持部

とである。また、前記表面吸着計測部は、円形水槽を用

材８上に固定支持されている。また、歪みセンサ−部１

い、スタ−ラ−と攪拌子により検体を懸濁した生理食塩

４は、歪みセンサ−左右回転用ノブ１５をにより１８０

水を攪拌し表面吸着計測を行なうようにし、また、表面

度回転出来るようにし、円形槽１０と角形槽１２での測

拡散、表面張力−面積曲線計測部は、角形水槽を用い、

定に共用できるようにしてある。なお、Ｍは、モ−タ−

仕切板を移動させることにより液体表面のサ−ファクタ

駆動部である。次に、試作機を作り、検体を人工サ−フ

ント膜を圧縮−拡張できるようにすることにより表面拡

30

ァクタント（サ−ファクタントＴＡ）を用い総合テスト

散、表面張力−面積曲線計測を行なうようにしたサ−フ

を行なったので、その試作機と総合テスト結果について

ァクタント特性測定装置としたことである。また、前記

説明する。

計測装置にパソコンを接続し、該パソコンにプリンタを

１．機器

接続したサ−ファクタント特性測定装置としたことであ

１）駆動部

る。また、前記パソコンにより、測定条件の自由なプロ

液面の圧縮−拡張に伴う変位量（移動量、位置、回転、

グラムを可能にし、デ−タのグラフ化、保存、プリント

移動速度）を検出するセンサ−類及びモ−タ−を機器本

アウトを可能にするソフトを開発したことである。ま

体へ組み込んだ。駆動波形は放物線、Ｓ字形、台形から

た、前記測定条件を、機器本体内の気体温度、湿度及び

選択できるようにした。駆動系の部分（モ−タ−・ギ

槽内液体温度、液体表面の圧縮率と１周期の時間、駆動
波形等としたことである。

ア）の変更を行い、低速域での長時間動作の設定を可能
40

にした。また、スタ−ラ−の回転制御を可能にした。

【０００６】

２）表面吸着計測部

【発明の実施形態】図１は、本発明の機器全体の構成図

表面吸着計測には、円形テフロン（登録商標）水槽（直

を示し、図２は、計測装置Ａを構成する各構成部材を示

径４０ｍｍ、深さ１８ｍｍ）を用い、スタ−ラ−と攪拌

し、図３は、計測装置Ａの内部図で、図４は、計測結果

子（４．５×１２ｍｍ）により検体を懸濁した生理食塩

のコンピュ−タ−の表示画面を示す。図１において、機

水を攪拌できるようにした。スタ−ラ−の標準回転数は

器は、各計測機器等を組み込んでいる計測装置Ａと、こ

１２０ｒｐｍ／分としたが、他の設定も外部制御により

の計測装置Ａに接続されたパソコンＢと、このパソコン

可能である。歪み計は、角形テフロン水槽と円形テフロ

Ｂに接続されたプリンタＣとからなるものである。そし

ン水槽の中間に設置し、歪みセンサ−は１８０°回転で

て、図２に示すように、計測装置Ａは、表面吸着計測部

きるようにし、両槽で使用できるようにした。

及びヒ−タ−ユニット１と、表面拡散、表面張力−面積
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３）表面拡散及び表面張力−面積曲線計測部

( 4 )
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表面張力の計測は動歪み計による吊板法を用い、歪みセ

２）表面拡散及び表面張力−面積曲線計測

ンサ−には白金板を使用した。角形テフロン水槽とし、

表示画面の測定方法で「固定測定」、測定項目で「表面

従来と同じもの（内寸６０ｍｍ×１５０ｍｍ×１７ｍ

拡散」を選択する。角形テフロン水槽に満たした生理食

ｍ）を用い、仕切板を移動させることにより液体表面の

塩水に検体を滴下し、気−液界面でのサ−ファクタント

サ−ファクタント膜を圧縮−拡張できるようにした。液

膜の拡散に伴う表面張力の変化（表面拡散）を計測す

面圧縮率と１周期の時間設定は、外部制御（コンピュ−

る。表面拡散曲線から表面張力が平衡に達する時間及び

タ−）により自由にプログラム可能とした。

平衡表面張力値が得られる。次に、表示画面の測定方法

４）環境部

で「駆動測定」、測定項目で「表面張力−面積曲線計

環境検知（器内湿度、器内温度、槽内液体温度）及び環
境制御（器内温度、槽内液体温度）を可能とした。外部

測」を選択し、駆動条件を入力する。駆動を開始する
10

と、平衡表面張力に達したサ−ファクタント膜の圧縮−

制御とヒ−タ−、ファンにより器内温度は室温から４５

拡張に伴う表面張力の変化（表面張力−面積曲線）を計

°Ｃまで、槽内液体温度は室温から４５°Ｃまで、設定

測できる。得られた表面張力−面積曲線（ヒステレ−シ

可能である。また、機器本体横のバルブを使って器内の

スル−プ）から最大表面張力（γｍａｘ）、最小表面張

空気を目的に応じた気体を置換できるようにした。

力（γｍｉｎ）、１０ｍＮ／ｍに達する圧縮率などが計

５）その他

測できる。次に、試作機の外部制御と測定機器接続によ

容器体は、機器内への検体の出入と設置などを考慮した

る行なった総合テストと、その結果について説明する。

形状とし、開閉可能で密封性の良い扉を付けた。扉は計

１．方法

測中に内部が見えるようにアクリル板とした。

検体として人工サ−ファクタント（サ−ファクタントＴ

【０００７】２．アプリケ−ションソフト

Ａ）を用いた。測定手順は、前記の測定手順に従い表面

アプリケ−ションソフトは、１）外部制御（パ−ソナル

20

吸着、表面拡散、表面張力−面積曲線の計測を行なっ

コンピュ−タ−）による駆動部や環境部及び歪みセンサ

た。表面吸着はサ−ファクタントのｓｕｂｐｈａｓｅ濃

−部などの測定装置管理、２）測定デ−タの取得及び保

度６２．５μｇ／ｍｌ、表面拡散、表面張力−面積曲線

存やグラフ化などのデ−タ管理を目的として作成した。

の測定には６０μｇを使用し、圧縮率は６６％、周期は

１）計測装置管理

３回／分、器内温度、液体温度は３７°Ｃとした。

計測装置における制御機器（駆動部、スタ−ラ−）及び

２．結果

ヒ−タ−による温度の制御管理を制御画面で設定できる

図４に計測結果のコンピュ−タ−表示画面を示し、測定

ようにした。また、制御機器及び温度湿度センサ−から

が開始されている間、測定項目より指定した表示形式で

のデ−タを基に制御結果も画面に表示されるようにし

リアルタイムでグラフ表示される。表面張力−面積曲線

た。

については７サイクル目のヒステレ−シスル−プを示し

２）デ−タ管理

30

た。コンピュ−タ−による測定条件の外部制御、デ−タ

計測・制御における取得デ−タ、主に歪みセンサ−から

の保存、プリントアウトも可能であった。表面張力の測

のデ−タの管理、デ−タ加工（グラフ画面表示）を可能

定誤差は±０．５ｍＮ／ｍ以内、温度設定の誤差は±

とし、計測装置のデ−タ管理を行なえるようにした。ま

０．３°Ｃ以内であった。

た、プリンタ−と接続することにより制御条件、オリジ

コンピュ−タ−と接続し、外部制御により測定条件を自

ナルデ−タ、グラフなどのプリントアウトを可能にし

由にプログラムすることにより、圧縮率、器内温度、液

た。

体（検体）温度を設定可能にし、生理的条件下あるいは

【０００８】３．測定手順

非生理的（病的）条件下での測定も可能にした。また、

テフロン槽に蒸留水を満たす。計測機器類のスイッチを

表面吸着についてもこれを測定可能にし、サ−ファクタ

入れ、コンピュ−タ−の表面張力計測ソフトを起動する
ことにより計測処理画面を表示する。計測制御条件、器

上記のように、計測装置を

ントの表面張力に関連した物理的特性すなわち、静的な
40

表面張力である平衡表面張力及び動的な表面張力である

内温度、液体温度を入力設定し、設定温度に達するまで

表面拡散、表面張力−面積曲線、表面吸着を総合的に評

待つ。表面張力ゼロ校正後、歪みセンサ−を蒸留水に浸

価できるようになった。更に、バルブを用いて、種々の

し７２ｍＮ／ｍの校正を行う。

気体を注入すれば、例えば麻酔薬のサ−ファクタントへ

１）表面吸着計測

の影響、有毒ガス吸入による呼吸障害などさらに発展し

表示画面の測定方法で「固定測定」、測定項目で「表面

た研究を行なえるようになる。デ−タはコンピュ−タに

吸着」を選択する。円形テフロン水槽１０に生理食塩水

保存し、詳細な解析と目的に応じたプリントアウトが可

を満たしスタ−ラ−を回転させる。検体をシリンダ−で

能である。本発明により、各種人工サ−ファクタントの

生理食塩水にゆっくり注入し、気−液界面でのサ−ファ

生理的ならびに非生理的条件下での正確な活性の比較、

クタント膜の形成に伴う表面張力の変化（表面吸着）を

成分との関連を明らかにすることができ、次世代の人工

計測する。
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サ−ファクタントの開発にむけての基礎的研究にも役立

( 5 )

特開２００３−２３２７１３

7

8

つものである。

【図２】計測装置Ａを構成する各構成部材を示す。

【発明の効果】本発明は、表面張力を測定する同一の歪

【図３】計測装置Ａの内部を示す。

み計を、表面吸着と表面拡散、表面張力−面積曲線との

【図４】計測結果のコンピュ−タ−の表示画面を示す。

双方の測定に用いたことにより、デ−タの一貫性を保つ

【符号の説明】

ようになったこと、また、歪み計を、表面吸着測定装置

１

表面吸着計測部及びヒ−タ−ユニット

と、表面拡散、表面張力−面積曲線測定装置との中間に

２

表面拡散、表面張力−面積曲線計測部

設置させ、歪みセンサ−を１８０°回転させて両者の測

３

センサ−ユニット

定を可能にしたことにより、従来、別々に行なっていた

４

アンプユニット

５

駆動制御ユニット

６

計測装置制御ユニット

トに関する物理的特性を総合的に評価できるようになっ

７

容器体

た。また、計測装置をコンピュ−タ−と接続し、測定条

８

支持部材

件の自由な設定、デ−タの保存、管理を可能にするソフ

９

円形槽用ヒ−タ−部

トにより、器内空気温度、湿度及び槽内液体（検体）温

１０

円形槽

度の設定と検知、液体表面の圧縮率と１周期の時間、波

１１

角形槽用ヒ−タ−部

形の自由なプログラムを可能にし、また、デ−タのグラ

１２

角形槽

フ化、保存、プリントアウトも可能になった。更に、測

１３

歪み計

定装置を容器体と扉で覆ったので、温度、湿度の管理が

１４

歪みセンサ−部

可能になり、バルブを用いて器内空気を目的に応じた気

１５

歪みセンサ−左右回転用ノブ

前記測定を一つの機器で行なえるようにしたので効率よ
く、迅速に行なえるようになり、更に、サ−ファクタン

体と置換できるようにした。これによって、前記したよ
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１６

歪み計スタンド

うに測定条件（温度、湿度、圧縮率、波形、気体等）を

20

Ａ

計測装置

変えて測定することにより、より生理的な条件下あるい

Ｂ

パソコン

は病的条件下（体温の変動、人口呼吸器、麻酔ガス、タ

Ｃ

プリンタ

バコ、大気汚染物質等）での研究が可能になる。

Ｈ

水準器

【図面の簡単な説明】

Ｍ

モ−タ駆動部

【図１】本発明の機器全体の構成図を示す。
【図１】

【図３】

( 6 )

【図２】
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( 7 )

【図４】
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