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(57)【要約】
【課題】抗血栓性に優れた生体適合性材料、医療用具及
び生体適合性材料の使用方法を提供する。
【解決手段】生体適合性材料は、室温においてポリアク
リル酸２‐メトキシエチルとガラス状態の混合相を維持
しうるポリマーとポリアクリル酸２‐メトキシエチルと
の混合物を含む。ここで、混合物におけるポリアクリル
酸２‐メトキシエチルに対するポリメタクリル酸メチル
の混合重量比であるポリアクリル酸２‐メトキシエチル
：ポリメタクリル酸メチルは１：９９〜９０：１０の範
囲である。当該混合物は、ポリアクリル酸２‐メトキシ
エチルが表面側に偏析した傾斜構造を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
室温においてポリアクリル酸２‐メトキシエチルとガラス状態の混合相を維持しうるポ
リマーとポリアクリル酸２‐メトキシエチルとの混合物を含み、
前記混合物は、
前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルが表面側に偏析した傾斜構造を有する、
ことを特徴とする生体適合性材料。
【請求項２】
前記混合物は、
前記混合物のガラス転移温度以上かつ曇点以下の温度に保持することで、前記ポリアク
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リル酸２‐メトキシエチルが表面側に偏析して形成される、
ことを特徴とする請求項１に記載の生体適合性材料。
【請求項３】
前記混合物における前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルに対する前記ポリマーの混
合重量比である前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチル：前記ポリマーは、
１：９９〜９０：１０の範囲である、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の生体適合性材料。
【請求項４】
前記ポリマーは、
ポリメタクリル酸メチルである、
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ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の生体適合性材料。
【請求項５】
前記混合物は、
基体上に薄膜状に形成されており、
前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルが前記基体と接していない表面側に偏析してい
る、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の生体適合性材料。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか一項に記載の生体適合性材料を含む医療用具であって、
前記混合物の表面が生体成分又は生体組織に接触するように設けられている、
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ことを特徴とする医療用具。
【請求項７】
請求項６に記載の医療用具の使用方法であって、
前記混合物の表面を水に暴露した後に、生体成分又は生体組織に接触させる、
ことを特徴とする医療用具の使用方法。
【請求項８】
水に暴露する時間は、
少なくとも８時間である、
ことを特徴とする請求項７に記載の医療用具の使用方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、生体適合性材料、医療用具及び医療用具の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
カテーテル、ステント、人工心肺装置用の膜及びチューブ、人工血管、血液保存パック
等の医療用具は、血液と接触するため、血液の凝固及び血栓の形成が問題となる。一般に
、血液の凝固は、ヘパリンやクエン酸ナトリウム等の抗血液凝固剤を用いることによって
防ぐことができる。このため、上記医療用具には、特に、抗血栓性が求められる。
【０００３】
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抗血栓性を有する生体適合性材料として、例えば、ポリ（２‐メトキシエチルアクリレ
ート）（ポリアクリル酸２‐メトキシエチルともいう。以下、単に「ＰＭＥＡ」とする）
が挙げられる（特許文献１参照）。ＰＭＥＡは、高分子鎖との相互作用により高分子鎖に
弱く束縛された水であると考えられる、いわゆる中間水（−１００℃からの昇温過程で水
の低温結晶形成に由来する発熱ピークが−４０℃付近に安定して観測される状態の水）を
有することにより、抗血栓性等の生体適合性を示すことが知られている。
【０００４】
一方、ＰＭＥＡは、室温でゴム状態であるため、形態安定性に劣る。これを解決すべく
、ＰＭＥＡにポリメタクリル酸メチル（以下、単に「ＰＭＭＡ」とする）を混合したポリ
マーブレンドによる薄膜がある（非特許文献１参照）。非特許文献１には、該ポリマーブ
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レンドによる薄膜に熱処理を加えることによって、ＰＭＥＡが表面側に偏析する傾向があ
ることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４−１６１９５４号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｓｕｒｆａｃｅ
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし、上記非特許文献１に記載のＰＭＥＡを含む薄膜は、膜厚を薄く調製しうる点で
形態安定性に優れるが、抗血栓性について評価されていなかった。一般に、ポリマーブレ
ンドは、不均一な組織構造を有しており、ポリマーブレンドの各種特性がその組織構造等
に大きく影響されることが知られている。このため、ＰＭＥＡと他のポリマーとを含む膜
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が抗血栓性を有するか否かは不明であり、当該膜を生体適合性材料として利用することは
困難であった。
【０００８】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、より高い抗血栓性を有する生体適合
性材料、当該生体適合性材料を用いた医療用具及び当該医療用具の使用方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、室温でＰＭＥＡとの間に相溶性を有して、ガラス状態の混合相を形成しう
るポリマーとＰＭＥＡとのポリマーブレンドについて詳細に検討したところ、熱処理を施
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して得られた当該ポリマーブレンドによる薄膜が抗血栓性等の生体適合性を有することを
見出した。特に、ポリマーブレンド中のＰＭＥＡを所定の割合にすることによって、抗血
栓性が純粋なＰＭＥＡよりも優れることを、本発明者は明らかにした。さらに、本発明者
は、当該ポリマーブレンドによる薄膜を使用前に水に暴露することで、薄膜表面の抗血栓
性がより向上することを見出した。本発明者は、これらの知見に基づいて本発明を完成さ
せた。
【００１０】
すなわち、本発明の第１の観点に係る生体適合性材料は、
室温においてポリアクリル酸２‐メトキシエチルとガラス状態の混合相を維持しうるポ
リマーとポリアクリル酸２‐メトキシエチルとの混合物を含み、
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前記混合物は、
前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルが表面側に偏析した傾斜構造を有する、
ことを特徴とする。
【００１１】
この場合、前記混合物は、
前記混合物のガラス転移温度以上かつ曇点以下の温度に保持することで、前記ポリアク
リル酸２‐メトキシエチルが表面側に偏析して形成される、
こととしてもよい。
【００１２】
また、前記混合物における前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルに対する前記ポリマ
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ーの混合重量比である前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチル：前記ポリマーは、
１：９９〜９０：１０の範囲である、
こととしてもよい。
【００１３】
また、前記ポリマーは、
ポリメタクリル酸メチルである、
こととしてもよい。
【００１４】
また、前記混合物は、
基体上に薄膜状に形成されており、
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前記ポリアクリル酸２‐メトキシエチルが前記基体と接していない表面側に偏析してい
る、
こととしてもよい。
【００１５】
本発明の第２の観点に係る医療用具は、
上記に記載の生体適合性材料を含む医療用具であって、
前記混合物の表面が生体成分又は生体組織に接触するように設けられている、
ことを特徴とする。
【００１６】
本発明の第３の観点に係る医療用具の使用方法は、
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上記に記載の医療用具の使用方法であって、
前記混合物の表面を水に暴露した後に、生体成分又は生体組織に接触させる、
ことを特徴とする。
【００１７】
この場合、水に暴露する時間は、
少なくとも８時間である、
こととしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
本発明に係る生体適合性材料及び医療用具は、より高い抗血栓性を有する。また、本発
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明に係る医療用具の使用方法は、当該生体適合性材料の抗血栓性を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１（Ａ）は、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜におけるＰＭＥＡ体積分率（φＳ
ＰＭＥＡ）と表面からの深さとの関係を示す図である。図１（Ｂ）は、ＰＭＥＡ／ＰＭＭ
Ａブレンド膜におけるＰＭＥＡ体積分率（φＳＰＭＥＡ）のモデルプロファイルの図であ

る。
【図２】ＰＭＭＡのホモポリマー膜、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜及びＰＭＥＡのホモ
ポリマー膜の表面に粘着した血小板の数を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２０】
（実施形態１）
本発明の実施形態１について、詳細に説明する。本実施形態では、本発明に係るＰＭＥ
Ａを含有する生体適合性材料について、特にＰＭＥＡに対してＰＭＭＡを混合する例につ
いて説明する。
【００２１】
ここで、本発明における生体適合性とは、長期間に渡って生体に悪い影響や強い刺激を
与えず、本来の機能を果たしながら生体成分、生体組織及び生体由来の物質と共存できる
属性を意味する。典型的には、生体適合性は、血栓の形成を抑制する性質である抗血栓性
や血液の凝固を抑制する性質である抗血液凝固性等を意味する。
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【００２２】
ＰＭＭＡは、形態安定性を有することで容易に各種形状や薄膜状に形成できる。また、
ＰＭＥＡと溶媒中で混合した後に溶媒を除去する等の方法で、ＰＭＥＡと室温でガラス状
態の混合物を形成することができる。ここで、室温とは、通常は２５〜４５℃、より典型
的には、生体適合性材料が晒される体温（３５〜４０℃）程度を意味する。このようにし
て生成されたガラス状態の混合物は、その温度を、混合物のガラス転移点以上かつ曇点以
下に保持する等の熱処理を行うことで、ＰＭＥＡが混合物の表面側に偏析した傾斜構造と
なる。より具体的には、熱処理された混合物の傾斜構造では、内部から表面の方向に沿っ
てＰＭＥＡ及びＰＭＭＡの組成が連続的に変化しており、内部よりも表面に近いほどＰＭ
ＥＡが濃縮されている。なお、上記曇点とは、均一な非晶質の混合相中に結晶質、又は非
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晶質の異相が析出することにより、全体として失透を生じる温度をいう。具体的なガラス
転移温度及び曇点は、ＰＭＥＡに混合するポリマーによって決まり、例えば、混合物につ
いて求めた相図から得られる。
【００２３】
一般にポリマー混合物の表面及び界面では、系の自由エネルギーを最小化させるために
、表面エネルギーの小さいポリマーが選択的に濃縮される傾向があることが知られている
。上記のように、熱処理によって混合物表面にＰＭＥＡが偏析する理由は、ＰＭＭＡ等の
ＰＭＥＡと混合されるポリマーの表面エネルギーがＰＭＥＡの表面エネルギーよりも大き
いためである。表面エネルギーの小さいＰＭＥＡは、熱処理により上記混合物を熱力学的
な準平衡状態に近づけることによって、表面側に偏析する。
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【００２４】
ＰＭＥＡと混合されるポリマーは、ＰＭＭＡに限らず、ＰＭＥＡと混合されて室温でガ
ラス状態の混合相を維持しうるポリマーであって、ＰＭＥＡとの混合物の温度を、当該混
合物のガラス転移温度以上かつ曇点以下に保持することで、ＰＭＥＡが表面側に偏析した
傾斜構造となるポリマーであればよい。ＰＭＥＡと混合されるポリマーとしては、例えば
、ＰＭＥＡと混合された場合の相図がＬＣＳＴ型又はＵＣＳＴ型となるものが挙げられる
。さらに、上記生体適合性材料の使用用途に応じて、ＰＭＥＡと混合されるポリマーは、
ＰＭＭＡ以外にも、ＰＭＥＡより表面エネルギーが小さい他のポリマーから選択して用い
ることが可能であり、その分子設計や熱処理の条件を検討することによりＰＭＥＡを表面
に偏析させることができる。
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【００２５】
特に、ＰＭＥＡと混合されるポリマーとして、ＰＭＭＡ等の形態安定性に優れたポリマ
ーを用いることで、ＰＭＥＡの生体適合性を活かした生体適合性材料を形成できる。
【００２６】
ＰＭＥＡと混合されるポリマーは、具体的には、例えば、ポリ（メタ）アクリレートが
好ましく、例えば、ポリメタクリル酸エチル、ポリメタクリル酸ブチル、ポリアクリル酸
メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル等であってもよい。ここで、（メ
タ）アクリレートのアルキル基の炭素数は通常１〜８程度である。また、上記ポリマーは
、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリ乳酸等であってもよい。なお、ＰＭＥＡと混合さ
れるポリマーは、生体適合性材料の使用用途等に応じて、１種類でもよいし、複数種類で

50

(6)

JP 2013‑121430 A 2013.6.20

もよい。
【００２７】
ＰＭＥＡの数平均分子量（Ｍｎ）は、５，０００〜５０，０００、より好ましくは１０
，０００〜４０，０００、特に好ましくは１５，０００〜３０，０００である。一方、Ｐ
ＭＥＡと混合されるポリマーとしてＰＭＭＡを用いる場合、ＰＭＭＡの数平均分子量（Ｍ
ｎ）は、２０，０００〜２００，０００、より好ましくは、３５，０００〜１５０，００
０、特に好ましくは、５０，０００〜１２０，０００である。ＰＭＭＡのガラス転移温度
（Ｔｇ）は、３００〜４５０Ｋ、より好ましくは３００〜４３０Ｋ、特に好ましくは３０
０〜４１０Ｋである。
【００２８】
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ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡ等のＰＭＥＡと混合されるポリマーは、種々の方法により合成さ
れる。例えば、当該ポリマーは、フリーラジカル重合、イオン重合、配位重合、開環重合
等の既知の方法で合成できる。また、ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡ等のＰＭＥＡと混合されるポ
リマーは、例えば、溶媒として水又は有機溶媒を用いた溶液重合法により、モノマーを重
合させることによって調製することができる。より詳しくは、ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡ等の
ＰＭＥＡと混合されるポリマーは、所定量のモノマーを精製水又は有機溶媒に溶解させ、
得られた溶液を攪拌しながら、該溶液に重合開始剤を添加し、窒素ガス、アルゴンガス等
の不活性ガス雰囲気中でモノマーを重合させることによって得ることができる。
【００２９】
また、上記モノマーの重合の際に用いられる有機溶媒としては、例えば、メチルアルコ

20

ール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、エチレングリコール、プロピレング
リコール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジエチルエー
テル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族化
合物、ｎ−ヘキサン等の脂肪族炭化水素化合物、シクロヘキサン等の脂環式炭化水素化合
物、酢酸メチル、酢酸エチル等の酢酸エステル等が挙げられるが、これらに限定されない
。
【００３０】
溶液重合法に用いられるモノマー溶液におけるモノマーの濃度は、特に限定されないが
、重合の操作性、効率等を考慮して、１０〜８０重量％程度であることが好ましい。
【００３１】

30

上記で使用する重合開始剤は、特に限定されないが、例えば、アゾビスイソブチロニト
リル（以下、単に「ＡＩＢＮ」とする）、アゾイソブチロニトリル、アゾイソ酪酸メチル
、アゾビスジメチルバレロニトリル、過酸化ベンゾイル、過硫酸カリウム、過硫酸アンモ
ニウム等のアゾ系重合開始剤や過酸化物系重合開始剤等、ベンゾフェノン誘導体、ホスフ
ィンオキサイド誘導体、ベンゾケトン誘導体、フェニルチオエーテル誘導体、アジド誘導
体、ジアゾ誘導体、ジスルフィド誘導体等の光重合開始剤等が挙げられる。重合開始剤の
量は、特に限定されないが、通常、モノマー１００重量部に対して０．０１〜５重量部程
度であることが好ましい。
【００３２】
重合に用いる重合開始剤は、必要に応じて連鎖移動剤を用いることができる。連鎖移動
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剤としては、例えば、ラウリルメルカプタン、ドデシルメルカプタン、チオグリセロール
等のメルカプタン基を有する化合物や次亜リン酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム等の
無機塩等が挙げられるが、連鎖移動剤は、これら例示のみに限定されるものではない。連
鎖移動剤の量は、特に限定されないが、通常、モノマー１００重量部に対して０．０１〜
１０重量部程度であることが好ましい。
【００３３】
モノマーの重合反応の反応温度は、用いられる重合開始剤の種類によって異なるために
特に限定されない。通常、重合開始剤の１０時間半減期温度とすることが好ましい。重合
反応の反応時間は、未反応モノマーが残存するのを回避するために、２時間以上、好まし
くは２〜２４時間程度がよい。
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【００３４】
本実施形態に係る生体適合性材料は、その使用目的に応じて、ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡ等
のＰＭＥＡと混合されるポリマーを、様々な混合重量比で含むように調製される。一般に
、ＰＭＥＡの重量混合比が高い場合、その抗血栓性や抗血液凝固性等の生体適合性が高い
傾向がある、一方で、ＰＭＥＡの重量混合比が高い場合、形態安定性や成形性が低下する
傾向がある。また、ＰＭＥＡと混合されるポリマーの重量混合比が高い場合、形態安定性
や成形性が向上する傾向がある。一方で、ＰＭＥＡと混合されるポリマーの重量混合比が
高い場合、生体適合性が低くなる傾向がある。
【００３５】
以下の実験例２に示すように、本実施形態に係る生体適合性材料は、純粋なＰＭＥＡと

10

比較した際に、所定の重量混合比の範囲において高い抗血栓性を示す場合もあるため、そ
の重量混合比は、生体適合性膜の使用用途等に応じて柔軟に設定されるべきである。典型
的な例として、例えばＰＭＥＡと混合されるポリマーとしてＰＭＭＡを使用する場合には
、ＰＭＥＡとＰＭＭＡとの重量混合比であるＰＭＥＡ：ＰＭＭＡが１：９９〜９０：１０
、好ましくは５：９５〜８０：２０、より好ましくは１０：９０〜６０：４０、さらに好
ましくは２０：８０〜６０：４０が選択される。特に、４０：６０〜６０：４０の重量混
合比が選択された場合には、ＰＭＭＡによる良好な形態安定性と純粋なＰＭＥＡよりも高
い生体適合性とが得られる傾向がある点で好ましい。
【００３６】
本実施形態に係る生体適合性材料は、下記実験例２に示すように、ＰＭＥＡが偏析した

20

表面において血小板の粘着を抑制する性質を有する。材料表面への血小板の粘着は、血栓
形成の原因の１つであるため、本発明に係る生体適合性材料の用途として、抗血栓用部材
として用いることが好適である。より具体的には、該抗血栓用部材は、例えば、血液透析
膜、人工腎臓用膜、血漿分離用膜、カテーテル、ステント、人工心肺装置用の膜及びチュ
ーブ、人工血管、血液保存パック、人工臓器、生体内埋め込み型装置等において血液と接
触する部分の材料であり、特に、血液と接触する部分の一部、好ましくは全部に本発明に
係る生体適合性材料が用いられることが好ましい。
【００３７】
次に、本実施形態に係る生体適合性材料の製造方法について説明する。ここでは、製造
方法の一例として、ＰＭＥＡと混合されるポリマーとしてＰＭＭＡを使用し、基体の表面
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に生体適合性材料を形成する場合を説明する。
【００３８】
まず、ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡが目的の組成になるように、両者が共に溶解可能なトルエ
ン等の有機溶媒に溶解させることで混合溶液を調製する。さらに、調製した混合溶液を、
適宜の手段により適宜の基体上に略均一な厚みに塗布して広げることによって製膜する。
混合溶液の塗布は、基体が平板状である場合にはスピンコーティング法等により行うこと
が好適であり、基体が凹凸等のある複雑な形状の場合にはスプレーにより混合溶液を吹き
付ける等の手法が好適である。続いて、真空オーブン等を用いて、形成した膜中に含まれ
る有機溶媒を、室温で十分に除去して膜を乾燥させる。使用する有機溶媒にもよるが、典
型的には、乾燥させる時間は、２４時間程度で有機溶媒を十分に除去することができる。

40

なお、当該乾燥後の膜の厚みは、上記生体適合性材料の用途に応じて決定されるが、数十
〜数百ｎｍ程度の厚みとすることができる。乾燥後の膜の厚みは、上記有機溶媒との混合
溶液におけるＰＭＥＡ等の濃度及び当該混合溶液の塗布時の厚さにより調整することがで
きる。
【００３９】
有機溶媒を乾燥することで形成した膜を、そのガラス転移温度以上かつ曇点未満の温度
に加熱して、膜中において非晶質の状態を維持したままポリマーが容易に拡散可能な状態
とし、ＰＭＥＡを膜表面に偏析させるための熱処理を行う。ＰＭＥＡと混合されるポリマ
ーとしてＰＭＭＡを用いる場合には、当該熱処理の条件を、例えば、３５０〜４５０Ｋ程
度の温度で、３時間から１２時間とすることで、膜表面におけるＰＭＥＡの割合を高める
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ことができる。
【００４０】
例えば、ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡの表面エネルギーは、それぞれ３６．７ｍＮ／ｍ、４２
．２ｍＮ／ｍであって、ＰＭＥＡの表面エネルギーのほうが小さい。このため、熱力学的
にＰＭＥＡが表面に濃縮され、上記膜表面側にはＰＭＥＡが偏析する。なお、熱処理前で
あっても、上記膜表面側には、表面エネルギーがより小さいＰＭＥＡが偏析する。
【００４１】
なお、上記においては、薄膜状の混合物を用いて生体適合性材料を製造する例を説明し
たが、本発明はこれに限定されず、混合物を適宜の方法で立体形状に成型し、その後に熱
処理をおこなうことで表面にＰＭＥＡを偏析させて生体適合性材料として使用することも

10

可能である。
【００４２】
以上詳細に説明したように、本実施形態に係る生体適合性材料は、表面にＰＭＥＡが偏
析しており、優れた抗血栓性を有する。また、実験例２において示すように、この抗血栓
性は、単体のＰＭＥＡと比較しても高いことが示された。これにより、ＰＭＥＡが有する
優れた生体適合性を様々な生体適合性材料に具体的に応用することを可能とした。つまり
、機械的特性等を考慮して決定される任意の基体の表面に本実施形態に係る生体適合性材
料を設けることで、全体としての物性や機械的特性を保持しつつ、表面に生体適合性を持
たせることができる。
【００４３】

20

なお、上記生体適合性材料は、基体とともに生体適合性材料として用いられてもよい。
また、適宜の手段により薄膜状に形成した上記生体適合性材料を、医療用具等を構成する
部材の表面に貼付して用いてもよい。
【００４４】
また、上記説明においては、本発明に係る薄膜状の生体適合性材料の典型的な実施形態
として、ＰＭＥＡを含む混合物を基体に塗布して乾燥した後に熱処理を行うことで、膜表
面側にＰＭＥＡを偏析させる例について説明した。本発明はこれに限定されず、主に混合
物を構成するポリマーと基体との組合せにより、基体の側にＰＭＥＡを偏析させた薄膜と
し、その後に当該薄膜を当該基体から剥がし、ＰＭＥＡが偏析した表面が生体成分又は生
体組織に接触するように貼付して用いてもよい。
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【００４５】
また、上記生体適合性材料の表面に、適宜の方法でＰＭＥＡポリマーを供給して固定す
ることで、実質的なＰＭＥＡの厚さを増加させて使用することもできる。
【００４６】
なお、本発明に係る生体適合性材料は、その特性を損なわない範囲において、その他の
生体適合性等を有する追加のポリマー、ヘパリン及びクエン酸ナトリウム等の抗血液凝固
剤を含んでもよい。
【００４７】
（実施形態２）
本発明の実施形態２について、詳細に説明する。本実施形態に係る医療用具は、上記実
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施形態１に記載の生体適合性材料が生体成分又は生体組織に接触する箇所に設けられてい
る。上記医療用具は、例えば、血液透析膜、人工腎臓用膜、血漿分離用膜、カテーテル、
ステント、人工心肺装置用の膜及びチューブ、人工血管、血液保存パック、人工臓器、生
体内埋め込み型装置等である。ただし、上記医療用具は、この例示のみに限定されるもの
ではない。
【００４８】
特に、上記医療用具に用いられる生体適合性材料の厚みは、数十ｎｍ〜数百ｎｍであっ
てもよく、またそれ以上の厚みを持っていてもよい。また、本実施形態に係る医療用具は
、血液と接触する部分の一部又は全部が発明に係る生体適合性材料で直接覆われてもよい
し、その他の物質からなる層又は膜を介して発明に係る生体適合性材料で被覆されてもよ
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い。
【００４９】
以上詳細に説明したように、本実施形態に係る医療用具は、本発明に係る生体適合性材
料を含む被覆を備えるため、表面における血栓の形成を抑制できる。また、本発明に係る
生体適合性材料は、室温での形態安定性等の特性を付加できるため、医療用具等の素材と
して加工しやすい。
【００５０】
（実施形態３）
本発明の実施形態３について、詳細に説明する。本実施形態３では、本発明に係る生体
適合性材料を医療用具等に適応して使用する際の使用方法について説明する。

10

【００５１】
本実施形態に係る生体適合性材料の使用方法は、その表面を水に暴露してから生体成分
又は生体組織に接触させる。下記実験例２に示すように、生体適合性材料の表面を血液と
接触させる前に水に暴露することによって、血液と接触させた際のその表面における血小
板の粘着数が減少し、抗血栓性が向上することが明らかとなった。特許文献１にも記載さ
れるとおり、ＰＭＥＡは高分子鎖との相互作用により弱く束縛された中間水を多く保持す
ることにより抗血栓性等の生体適合性を示すことが知られている。本発明に係る生体適合
性材料の表面においても、血液と接触させる前に水に暴露することによって表面に存在す
るＰＭＥＡが保持する中間水の量が増加し、この結果として抗血栓性等の生体適合性が高
20

まるものと考えられる。
【００５２】
以上詳細に説明したように、本実施形態に係る生体適合性材料の使用方法は、当該生体
適合性材料の抗血栓性等の生体適合性をさらに向上させる。
【００５３】
なお、生体適合性材料を暴露するための水は、表面に保持される中間水を増加しうるも
のであればよく、例えば、超純水、生理食塩水、リン酸緩衝溶液等を用いることができる
。また、水に暴露する時間は、表面に保持される中間水の量が平衡に達する時間以上であ
ることが好ましく、例えば、少なくとも８時間が好ましい。
【実施例】
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【００５４】
以下の実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は実施例によって限
定されるものではない。
実施例
ＰＭＥＡと混合され薄膜を形成するポリマーとしてＰＭＭＡを使用して、ＰＭＥＡ／Ｐ
ＭＭＡブレンド膜を調製するため、まず、ＰＭＥＡのトルエン溶液及びＰＭＭＡのトルエ
ン溶液を調製した。
ＰＭＥＡはフリーラジカル重合により合成した。アクリル酸２‐メトキシエチルが１５
ｇに対して、重合反応の開始剤として、１５ｍｇのＡＩＢＮを用いた。重合反応の溶媒に
は、１，４−ジオキサンを用いた。反応温度は７５℃で、反応時間は８時間とした。合成

40

したＰＭＥＡは、ｎ‐ヘプタンに再沈殿させた。
ＰＭＭＡは、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｓｏｕｒｃｅ

Ｉｎｃ．より購入した単分散のものを、

メタノールに再沈殿させて用いた。ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡの数平均分子量（Ｍｎ）は、そ
れぞれ２６，０００及び８５，０００であった。ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡの分子量分布指標
（Ｍｗ／Ｍｎ）はそれぞれ３．２３及び１．０９であった。ＰＭＥＡ及びＰＭＭＡのガラ
ス転移温度（Ｔｇ）は、示差走査熱量分析（ＤＳＣ）により評価したところ、それぞれ２
４０Ｋ及び４０１Ｋであった。
次に２つのトルエン溶液を混合させることでＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液を調製し
た。ここで、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液は、２つの混合重量比、すなわち、ＰＭＥ
Ａ／ＰＭＭＡが１０／９０及び５０／５０となるようにそれぞれ調製した。得られたＰＭ
ＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液は、ポリマーの分離等を生じることなく均一に混合された。
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ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液の塗膜は、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液をシリコ
ン基板上にスピンコーティングすることで調製した。調製したＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレン
ド溶液の塗膜は、室温で２４時間真空乾燥させ、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜とした。
乾燥後、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜に熱処理を施し、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱
処理膜とした。熱処理の条件は、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡが１０／９０のＰＭＥＡ／ＰＭＭＡ
ブレンド溶液から調製したＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜の場合、真空下、４１０Ｋで６
時間とした。一方、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡが５０／５０のＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液
から調製したＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜の場合、真空下、３５３Ｋで６時間、又は異
なる条件として１２時間とした。なお、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜の膜厚は、
10

原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて評価したところ、４００ｎｍ程度であった。
以下、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡが１０／９０のＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド溶液から調製し
たＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜を、単に「ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜
（１０／９０）」とし、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡが５０／５０のＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド
溶液から調製したＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜を、単に「ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブ
レンド熱処理膜（５０／５０）」とする。
【００５５】
比較例１
対照としてＰＭＥＡのホモポリマー膜を調製した。ＰＭＥＡは、上記実施例と同じもの
を用いた。ＰＭＭＡは、Ｐｏｌｙｍｅｒ

Ｓｏｕｒｃｅ

Ｉｎｃ．より購入した単分散の

ものを、メタノールに再沈殿させて用いた。ＰＭＭＡの数平均分子量（Ｍｎ）は、８５，
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０００であった。ＰＭＭＡの分子量分布指標（Ｍｗ／Ｍｎ）は、１．０９であった。
まず、ＰＭＭＡのトルエン溶液をシリコン基板上にスピンコーティングすることで、Ｐ
ＭＭＡのホモポリマーの塗膜を調製した。調製したＰＭＭＡのホモポリマーの塗膜に対し
て、真空下で４３３Ｋ、６時間の熱処理を施し、ＰＭＭＡのホモポリマー熱処理膜とした
。ＰＭＭＡのホモポリマー膜の膜厚は、偏光解析測定を用いて評価したところ、５５ｎｍ
程度であった。
次に、ＰＭＥＡのメタノール溶液を調製し、上記ＰＭＭＡのホモポリマー膜上にスピン
コーティングすることで、ＰＭＥＡのホモポリマーの塗膜を調製した。調製したＰＭＥＡ
のホモポリマーの塗膜に対して、真空下で４１０Ｋ、６時間の熱処理を施し、ＰＭＥＡの
ホモポリマー熱処理膜とした。ＰＭＥＡのホモポリマー熱処理膜の膜厚は、偏光解析測定
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を用いて評価したところ、７０ｎｍ程度であった。
【００５６】
比較例２
対照としてＰＭＭＡのホモポリマー膜を調製した。ＰＭＭＡは、Ｐｏｌｙｍｅｒ
ｕｒｃｅ

Ｓｏ

Ｉｎｃ．より購入した単分散のものを、メタノールに再沈殿させて用いた。Ｐ

ＭＭＡの数平均分子量（Ｍｎ）は、８５，０００であった。ＰＭＭＡの分子量分布指標（
Ｍｗ／Ｍｎ）は、１．０９であった。ＰＭＭＡのガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＤＳＣによ
り評価したところ、４０１Ｋであった。
ＰＭＭＡのトルエン溶液をシリコン基板上にスピンコーティングすることで、ＰＭＭＡ
のホモポリマーの塗膜を調製した。調製したＰＭＭＡのホモポリマーの塗膜は、室温で２

40

４時間真空乾燥させ、ＰＭＭＡのホモポリマーの膜とした。乾燥後、ＰＭＭＡのホモポリ
マー膜に熱処理を施し、ＰＭＭＡのホモポリマーの熱処理膜とした。熱処理の条件は、Ｐ
ＭＭＡのホモポリマー膜に対して、真空下で４３３Ｋ、６時間とした。ＰＭＭＡのホモポ
リマー熱処理膜の膜厚は、偏光解析測定及び原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて評価した
ところ、７０ｎｍ程度であった。
【００５７】
実験例１
（ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜のｚ軸方向に対する化学組成評価）
ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（５０／５０）の表面近傍における化学組成を角
度依存型Ｘ線光電子分光（ＡＤＸＰＳ）測定に基づいて評価した。ＡＤＸＰＳ測定にはＸ
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Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ

５８００
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Ｃｏ．，

ＥＳＣＡ

ｓｙｓｔｅｍ，

Ｐｈｙｓｉｃａｌ

Ｌｔｄ．）を用いた。Ｘ線源は単色Ａｌ

Ｋ線とし

た。印可電圧は１４．０ｋＶで、電力は５０Ｗ、真空度は１．３３×１０−７Ｐａ（１×
１０−９Ｔｏｒｒ）とした。ＡＤＸＰＳ測定は、室温で行った。また、光電子の取り出し
角度（θ）は１５°、３０°、４５°、６０°及び９０°とした。
任意の角度θにおける分析深さ（ｄ）は、ｄ＝３λｓｉｎθに基づき算出した。ここで
、λは非弾性平均自由行程である。Ａｓｈｌｅｙ式より算出したＣ１ｓ由来の光電子のλ
は３．１ｎｍであった（Ｊ．
ｌ．

ＮＳ−２７３１，

Ｃ．

Ａｓｈｌｅｙ，

１４５４−１４５８，

ＩＥＥＥ

Ｔｒａｎｓ．

Ｎｕｃ

１９８０）。各θに対するＰＭＥＡ／

ＰＭＭＡブレンド膜中における炭素の１ｓ電子の分析深さ（ｄ）は、それぞれ２、５、７

10

、８、１０ｎｍ程度である。測定の際、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜をチャージ
アップしたため、束縛エネルギーがシフトしたが、それは中和銃を用いることで補正した
。
【００５８】
（結果）
（１）図１（Ａ）は、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（５０／５０）における表
面のＰＭＥＡ体積分率（φＳＰＭＥＡ）を、ｓｉｎθに対してプロットしたものである。
ｓｉｎθは、分析深さ（ｄ）に比例するため、ｓｉｎθが小さいほど、表面に近いことを
意味する。図１（Ａ）によれば、ｓｉｎθが減少するにつれて、φＳＰＭＥＡが増加した
20

ため、ＰＭＥＡが表面側により多く偏析していることが示された。
Ｓ

（２）図１（Ｂ）は、図１（Ａ）におけるφ
似（Ｉ．
ｉｓ）

Ｓｃｈｍｉｔ
４６，

ａｎｄ

Ｋ．

１６３１−１６４４，

ＰＭＥＡとｓｉｎθの関係を、平均場近

Ｂｉｎｄｅｒ，

Ｊ．

Ｐｈｙｓ．

（Ｐａｒ

１９８５、及び非特許文献１参照）に基づいて

、分析深さ（ｄ）に対してモデルプロファイルした図である。このモデルプロファイルに
よれば、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（５０／５０）の表面は、ＰＭＥＡでほと
んど覆われていることが示唆された。
【００５９】
実験例２
（ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド膜に対する血小板の粘着実験）
膜表面の血液に対する抗血栓性を調べるために、上記実施例のＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレ
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ンド熱処理膜（ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（５０／５０）は６時間の熱処理を
施したものを使用）、比較例１のＰＭＥＡのホモポリマー熱処理膜及び比較例２のＰＭＭ
Ａのホモポリマー熱処理膜（８ｍｍ×８ｍｍ）について、表面への血小板の粘着実験を行
った。各膜は、超純水（Ｍｉｌｌｉ−Ｑ水、以下同じ）に暴露しないもの、超純水に８時
間、１６時間、２４時間暴露したものを用いた。
実験に用いた血液は、ヒト肘静脈より採血した血液をクエン酸ナトリウムで抗凝固化処
理した多血小板血漿として調製した。調製した多血小板血漿２００μｌを各膜の表面に６
０分間接触させた。リン酸緩衝溶液でリンス後、グルタルアルデヒドで固定し、電子顕微
鏡で観察して、各膜の表面１×１０４μｍ２あたりに粘着した血小板の数を計数した。
【００６０】
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（結果）
（１）図２に示すように、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜においては、超純水に
暴露しない場合にも、比較例１のＰＭＥＡのホモポリマー熱処理膜と同等の血小板の数が
観察された。すなわち、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜は、ＰＭＥＡのホモポリマ
ー膜と同程度の抗血栓性を有することが示された。特に、複数成分が混合された場合には
、それぞれの成分の特徴がその割合の減少と共に低下する傾向を示すことが一般的である
ところ、ＰＭＥＡを僅かしか含まないＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（１０／９０
）においてもＰＭＥＡのホモポリマー膜と同程度の抗血栓性を有することは、本発明によ
り示された顕著な効果である。
（２）実施例、比較例１及び比較例２のいずれにおいても、超純水に８〜２４時間暴露
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したことで、超純水への暴露のない膜（図２中の「０時間」）と比較して、表面に粘着し
た血小板の数が減少した。特に、実施例で作成したＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜
（１０／９０及び５０／５０）では、超純水に暴露したことによって、表面に粘着した血
小板の数の減少の程度が、比較例１、２としたホモポリマー膜よりも大きいことが示され
た。
（３）ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜（１０／９０）では、超純水に暴露した時
間に依存して、表面に粘着した血小板の数が減少した。一方、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレン
ド熱処理膜（５０／５０）では、超純水に暴露したことで、表面に粘着した血小板の数が
減少したが、特に８時間の超純水への暴露によって、表面に粘着した血小板の数が大きく
減少した。特に、この血小板の数が、比較例１のＰＭＥＡのホモポリマー膜よりも少ない

10

ことは、ＰＭＥＡにＰＭＭＡをブレンドしてＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜とする
ことで、さらに生体適合性が向上することを示すものであり、本発明により示された顕著
な効果である。超純水に暴露することによって、ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜に
おける血小板粘着抑制能が向上することの詳細は不明であるが、ＰＭＥＡの表面特性によ
るものであると考えられる。
ＰＭＥＡは、いわゆる中間水を表面に有していることが示唆されている（Ｍ．
ａｋａ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｐｏｌｙｍ．

Ｉｎｔ．

４９，

Ｔａｎ

１７０９−１７１３，

２

０００）。中間水は、高分子鎖との相互作用により、高分子鎖に弱く束縛された水である
と考えられている。ＰＭＥＡとＰＭＭＡとが所定範囲で混合されたＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブ
レンド熱処理膜において、超純水に暴露したことによって血小板粘着抑制能が向上したの

20

は、膜表面における中間水等の状態が変化したことによるとも推定される。
【００６１】
また、水への暴露によって、上記ＰＭＥＡ／ＰＭＭＡブレンド熱処理膜が生体適合性を
向上することは、生体適合性材料としての付加価値を与える。なぜなら、水への暴露が生
体適合性を向上すれば、例えば、本発明をコンタクトレンズ用途に用いた場合、使用によ
って体液に暴露されることで違和感がより緩和され装用感が増すからである。
【００６２】
本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が
可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのものであ
り、本発明の範囲を限定するものではない。すなわち、本発明の範囲は、実施形態ではな
く、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の発明
の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
本発明は、医療用具等に使用される材料に好適である。
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【図２】
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