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(57)【要約】
【課題】微粒子を使用しない、グラフトポリマーを含む
コーティング剤を架橋してなる生体適合性材料（特に生
物及び／又は生体物質付着抑制用生体適合性材料）及び
生体適合性コーティング剤を提供すること
【解決手段】
ビニル系単量体から構成されるグラフト鎖を有し、表面
占有率が０．１以上である、架橋されたグラフトポリマ
ーを含む生体適合性材料
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビニル系単量体から構成されるグラフト鎖を有し、
下記式（１）：
【数１】

（式（１）中、σは、有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］である）
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＊

で定義される表面占有率（σ

）が０．１以上である、グラフトポリマーを含み、少なく

とも一部のグラフトポリマー鎖間が架橋されてなる生体適合性材料。
【請求項２】
前記表面占有率が０．１以上１．０以下である、請求項１に記載の生体適合性材料。
【請求項３】
生物及び／又は生体物質付着抑制用に用いられる、請求項１又は２に記載の生体適合性
材料。
【請求項４】
前記グラフトポリマーの主鎖がビニル系ポリマーである、請求項１〜３のいずれかに記
載の生体適合性材料。
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【請求項５】
前記グラフトポリマー鎖間がグラフト鎖の端部において架橋されており、その架橋密度
が１未満である、請求項１〜４のいずれかに記載の生体適合性材料。
【請求項６】
前記架橋密度が０．２〜０．７である、請求項５に記載の生体適合性材料。
【請求項７】
ビニル系単量体から構成されるグラフト鎖を有し、
下記式（１）：
【数２】
30

（式（１）中、σは、有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］である）
で定義される表面占有率（σ＊）が０．１以上である、グラフトポリマーを含む主剤成分
、及び
架橋剤を含む架橋成分
からなる生体適合性コーティング剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、生体適合性材料、及び生体適合性コーティング剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、各種の高分子材料を医療用材料等へ利用する方法が研究されている。例えば
、人工臓器、癒着防止材料等への高分子材料の利用が検討されている。これらの医療用材
料では、生体組織又は体液との接触が不可避であり、各種応用において生体に適当な応答
をさせる特性（生体適合性）が要求される。要求される生体適合性は、医療用材料の用途
に依って異なり、種々の特性が要求される。例えば、皮膚の外傷治癒（止血）等の用途で
は、医療用材料とタンパク、細胞、細菌等が接着することにより、種々の問題が生じるた
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め、タンパク、細胞、細菌等の生物及び／又は生体物質付着（biofouling）を抑制するこ
とが高分子材料に求められる。
【０００３】
これまでに、生物及び／又は生体物質付着を抑制する高分子材料として、種々の高分子
材料が報告されている。例えば、特許文献１は、２−メタクリロイルオキシエチルホスホ
リルコリンを含むポリマーでコーティングした呼吸補助チューブが、タンパク・細胞接着
を抑制することを開示している。また、無機微粒子表面に高密度で高分子グラフト鎖を設
け、微粒子同士が架橋されている生体不活性膜が知られている（特許文献２）。
【０００４】
さらに、高密度でグラフト鎖を設けたものとしては、繰返しユニットごとに重合開始基
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を有するマクロ開始剤を用いたものが知られている（非特許文献１）。高密度なグラフト
鎖を備えるグラフトポリマーについて、非特許文献１では、グラフト鎖の重合度約３〜約
１０に相当する有効グラフト密度の摩擦特性が調べられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開２０１０／１２２８１７号
【特許文献２】特開２０１４−４３５６７号
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】高分子学会予稿集，６０巻（２０１１），２Ｃ０５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記の特許文献１の高分子材料であっても、生物及び／又は生体物質付着の抑制は十分
とは言えず、依然として、生物及び／又は生体物質付着をより抑制できる高分子材料が求
められている。
【０００８】
また、特許文献２に記載の膜は生体物質付着抑制能が高いが、微粒子同士が架橋剤で結
合されているため、粒子の粒径によっては、若干、色味を帯びる場合がある。そのため、
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微粒子を含まない膜を構成することができるコーティング材を提供することが求められて
いる。
【０００９】
非特許文献１の高密度なグラフト鎖を備えるグラフトポリマーは、微粒子を含まないが
、その生体適合性については検討を要する。
【００１０】
本発明は、微粒子を使用しない、架橋されたグラフトポリマーを含む生体適合性材料（
特に生物及び／又は生体物質付着抑制用生体適合性材料）及び生体適合性コーティング剤
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】
【００１１】
本発明者らは、上記目的を達成すべく、鋭意研究を重ねた結果、所定の高分子材料が細
胞接着をより一層抑制することを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１２】
即ち、本発明は下記項に記載の態様を包含する。
【００１３】
項１．ビニル系単量体から構成されるグラフト鎖を有し、
下記式（１）：
【００１４】
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【数１】

【００１５】
（式（１）中、σは、有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］である）
で定義される表面占有率（σ＊）が０．１以上である、グラフトポリマーを含み、少なく
とも一部のグラフトポリマー鎖間が架橋されてなる生体適合性材料。
【００１６】
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項２．前記表面占有率が０．１以上１．０以下である、前記項１に記載の生体適合性材
料。
【００１７】
項３．生物及び／又は生体物質付着抑制用に用いられる、前記項１又は２に記載の生体
適合性材料。
【００１８】
項４．前記グラフトポリマーの主鎖がビニル系ポリマーである、前記項１〜３のいずれ
かに記載の生体適合性材料。
【００１９】
項５．前記グラフトポリマー鎖間がグラフト鎖の端部において架橋されており、その架
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橋密度が１未満である、前記項１〜４のいずれかに記載の生体適合性材料。
【００２０】
項６．前記架橋密度が０．２〜０．７である、前記項５に記載の生体適合性材料。
【００２１】
項７．ビニル系単量体から構成されるグラフト鎖を有し、
下記式（１）：
【００２２】
【数２】
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【００２３】
（式（１）中、σは、有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］である）
で定義される表面占有率（σ＊）が０．１以上である、グラフトポリマーを含む主剤成分
、及び
架橋剤を含む架橋成分
からなる生体適合性コーティング剤。
【発明の効果】
【００２４】
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本発明のコーティング剤を架橋して得られる生体適合性材料は、生物及び／又は生体物
質付着を格段に抑制することができる。また、微粒子を含まないので、微粒子による着色
の懸念がなく、微粒子の取り扱いも不要である。さらに驚くことに、架橋密度をかなり低
くしても生体適合性の効果を奏するので、工程管理上の許容度が高く、製造コストも低減
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１はグラフトポリマーの模式図である。
【図２】図２はグラフトポリマーの模式図（断面図）である。
【図３】図３はグラフト鎖の重合度測定のイメージ図である。
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【図４】図４は架橋膜の製造のイメージ図である。
【図５】図５は試験例１におけるＣＰＢ基板１の蛍光顕微鏡による観察結果を示す図であ
る。
【図６】図６は試験例１におけるＣＰＢ基板２の蛍光顕微鏡による観察結果を示す図であ
る。
【図７】図７は試験例２における蛍光顕微鏡による観察結果を示す図である。
【図８】図８は試験例２における付着細胞数を示した図である。
【図９】図９は試験例４における架橋剤濃度に対する膨潤度（膨潤膜厚）をプロットした
グラフである。
【図１０】図１０は試験例４における各架橋膜に対する接着細胞数をプロットしたグラフ
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である。
【図１１】図１１は試験例４における各架橋膜に対する大腸菌の接着状態を示す走査型電
子顕微鏡（ＳＥＭ）写真である。
【図１２】図１２は試験例５における架橋剤濃度に対する膨潤度（膨潤膜厚）をプロット
したグラフである。
【図１３】図１３は試験例５における各架橋膜に対する接着細胞数をプロットしたグラフ
である。
【図１４】図１４は試験例５における各架橋膜に対する大腸菌の接着状態を示すＳＥＭ写
真である。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
本発明の生体適合性材料を得るために用いられるコーティング剤には、上記式（１）に
よって定義される表面占有率が０．１以上であるグラフトポリマー（以下、該グラフトポ
リマーの各ポリマー鎖を「濃厚ポリマーブラシ」又は「ボトルブラシポリマー」という）
を含む。
【００２７】
本発明において「生体適合性」とは、細胞接着、タンパク吸着、菌の接着等の生物及び
／又は生体物質付着を抑制することができ、生体への適用に好適であることを意味する。
【００２８】
グラフトポリマーの各ポリマー鎖は、主鎖部分のポリマーから側鎖であるグラフト鎖が
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延びた構造をしており、分子がボトルブラシに似た構造をしている。表面占有率は、グラ
フトポリマーのグラフト鎖（ボトルブラシの毛の部分に該当）が、グラフト鎖を直線状に
伸ばした状態で、グラフトポリマーの主鎖を中心軸とした円柱と見做した場合の円柱表面
に対して、どの程度の割合を占有しているかを示す。実施例で示すように、表面占有率が
０．１以上であれば、生体適合性の効果が奏され、グラフト鎖がグラフトポリマーの表面
付近の空間に占める割合が大きくなると考えられる。そのため、グラフト鎖の自由度が低
くなり、グラフト鎖がグラフトポリマーの主鎖に対してほぼ垂直（すなわち、グラフトポ
リマーの表面に対してもほぼ垂直）な構造を維持しやすい。
【００２９】
１．グラフトポリマー

40

本発明では、表面占有率が０．１以上であるグラフトポリマーを用いる。
【００３０】
上述の通り、グラフトポリマーは、主鎖部分のポリマーから側鎖であるグラフト鎖が延
びた構造をしており、分子がボトルブラシに似た構造をしている。グラフトポリマーを主
鎖が中心軸である円柱と捉えた場合（図１）、グラフト効率及びグラフト鎖の長さが長く
なるにつれ、グラフトポリマーの側部表面（主鎖を中心軸とし、グラフト鎖を直線上に伸
ばした状態でグラフト鎖先端を結ぶことでできる円（図２で破線で描かれた円）を外周と
する円柱としてグラフトポリマーを捉えた場合の円柱の側面）におけるグラフト鎖の密度
は低下し、グラフト鎖の構造上の自由度が高くなる。側部表面における自由度が高いと、
グラフト鎖は自由に折り畳まれ得る。

50

(6)

JP 2016‑210956 A 2016.12.15

【００３１】
具体的には、図１の上図では、グラフト鎖が短いため、グラフトポリマーの側部表面で
もグラフト鎖の密度が密であるのに対し、図１の下図では、グラフト鎖が長く、グラフト
ポリマーの側部表面ではグラフト鎖の密度が非常に低くなっていることが分かる。
【００３２】
表面占有率（σ＊）は、下記式（１）で表される。グラフト鎖も一定の体積を持ってお
り、それぞれのグラフト鎖も円柱と捉えることができる（図２）。グラフト密度はグラフ
トポリマー側部表面の単位面積におけるグラフト鎖の数を示すため、表面占有率は、グラ
フト鎖を主鎖から垂直方向に直線上に伸ばした状態で、グラフトポリマー側部表面に対し
て、グラフト鎖の先端部が占める割合を表す値である。表面占有率は、０より大きく、数
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値が大きくなる程、グラフト鎖の先端部が側部表面に対して占める割合は大きくなる。そ
のため、表面占有率は、グラフト鎖の自由度を反映する数値であると考えられる。表面占
有率が高いことにより、グラフト鎖の構造上の自由度が制限され、グラフト鎖が主鎖に対
して、略垂直方向に延びた状態を維持できると考えられる。グラフト鎖が主鎖に対して、
略垂直方向に延びることで、グラフトポリマーの外表側面はグラフト鎖が主鎖に対して垂
直に立った構造を取りやすくなり、その構造に特有の性質を示すと推測される。
【００３３】
なお、本発明において、表面占有率（σ＊）とは、下記式（１）：
【００３４】
【数３】
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【００３５】
（式（１）中、σは下記式（２）：
【００３６】
【数４】
30

【００３７】
（式（２）中、αは、グラフト鎖部分の繰り返し単位の長さである）
より求められる有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］を示す。グラフト鎖部分の単量体１個当
たりの体積（ｖ０［ｎｍ３］）は、下記式（３）：
【００３８】
【数５】
40
【００３９】
より求められる。）
により導き出される数値である。
【００４０】
式（１）について、グラフト鎖部分はビニル系単量体から構成される場合には、グラフ
ト鎖部分の繰返し単位の長さは、０．２５ｎｍとなる。そのため、より具体的には、式（
１

）：

【００４１】
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【数６】

【００４２】
（式（１

）中、σは下記式（２

）：

【００４３】
【数７】
10

【００４４】
である）
により導き出される数値である。
【００４５】
濃厚ポリマーブラシは、表面占有率が０．１以上である。表面占有率の上限は、特に限
定されない。表面占有率は、通常、１．０以下である。より具体的には、表面占有率は、

20

例えば、０．１〜０．６、０．１〜０．３、０．３〜０．６、又は０．６〜１．０等であ
る。
【００４６】
濃厚ポリマーブラシの数平均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（分散度：ＰＤＩ）は、表
面占有率が０．１以上であれば特に限定されない。濃厚ポリマーブラシのＭｎは、単量体
の分子量によって異なり、例えば、１０００〜１０００万、典型的には１０万〜１００万
、を挙げることができる。また、濃厚ポリマーブラシのＰＤＩは、例えば、１．０〜２．
０、典型的には１．０〜１．５を挙げることができる。なお、濃厚ポリマーブラシのＭｎ
及びＰＤＩは、例えば実施例に記載の条件により、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて
測定することができる。
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【００４７】
グラフトポリマーは、主鎖を形成するポリマーと、主鎖の所定の点から分岐状に延びた
グラフト鎖を形成するポリマーとからなる。グラフト鎖の形成方法は、表面占有率を０．
１以上とする観点より、主鎖を形成するポリマーに設けた複数の反応基を開始点にして、
重合反応を行うことでグラフト鎖を形成する方法（グラフトフロム法）が好ましい。
【００４８】
グラフトポリマーの主鎖に用いるポリマーとしては、グラフトポリマーの主鎖として使
用されている公知のポリマーを広く使用できる。例えば、グラフト鎖との反応基を有する
ビニル系ポリマー等を挙げることができる。主鎖の鎖部分がビニル基の繰り返しである、
グラフト鎖との反応基を有するビニル系ポリマーを主鎖として用いることで、主鎖の単量
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体の長さ（ビニル基の長さ）が比較的短く（０．２５ｎｍ）なり、有効グラフト密度が低
くなることを防ぐことができる。
【００４９】
グラフトポリマーの主鎖に用いるポリマーは、単一の単量体からなる単一重合体であっ
ても、２種以上の単量体からなる共重合体であってもよい。主鎖に用いるポリマーの原料
となる単量体には、グラフト鎖との反応基を有していない単量体が含まれていてもよい。
グラフト鎖との反応基を有していない単量体として、例えば、後述する架橋基であるアジ
ド基を有する単量体を用いることもできる。有効グラフト密度の低下により、表面占有率
が０．１未満とならない点より、主鎖におけるグラフト鎖との反応基を有していない単量
体の含有量は、主鎖に含まれる全単量体１モルに対して、０．９モル以下であることが好
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ましく、０．５モル以下であることがより好ましい。有効グラフト密度を高くすることが
できる点で、グラフトポリマーの主鎖に用いるポリマーは、グラフト鎖との反応基を有す
る単量体のみからなることが特に好ましい。
【００５０】
グラフト鎖との反応基は、グラフト鎖の種類等に応じて、適宜、公知の反応基を用いる
ことができる。例えば、グラフト鎖を原子移動ラジカル重合によって形成する場合、ブロ
モ基等のハロゲン基をグラフト鎖との反応基として用いることができる。
【００５１】
主鎖に用いる前記ビニル系ポリマーとしては、グラフト鎖との反応基を有するポリアル
ケン、グラフト鎖との反応基を有するポリスチレン及びその誘導体（フェニル基上に置換
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基を有するポリスチレン）、グラフト鎖との反応基を有するポリ（ビニルエステル化合物
）、グラフト鎖との反応基を有するポリ（ビニルピリジン）、グラフト鎖との反応基を有
するポリ（ビニルケトン化合物）、グラフト鎖との反応基を有するポリ（Ｎ−ビニル化合
物）、窒素原子上にグラフト鎖との反応基を有する置換基を有するポリアクリルアミド、
グラフト鎖との反応基を有するポリアクリル酸エステル、窒素原子上にグラフト鎖との反
応基を有する置換基を有するポリメタクリルアミド、グラフト鎖との反応基を有するポリ
メタクリル酸エステル等を挙げることができる。
【００５２】
より具体的な態様として、グラフトポリマーの主鎖には、ポリ（２−（２−ブロモイソ
ブチリルオキシ）エチルメタクリレート）等のポリ（ハロアルキルカルボニルオキシアル

20

キルアクリレート）を用いることができる。
【００５３】
濃厚ポリマーブラシの主鎖の数平均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（ＰＤＩ）は、表面
占有率が０．１以上であれば特に限定されない。例えば、主鎖のＭｎは１００〜１０万、
典型的には１万〜５万、主鎖のＰＤＩは１．０〜５．０、典型的には１．０〜１．５、を
挙げることができる。なお、主鎖のＭｎ及びＰＤＩは、実施例に記載の条件により、ゲル
浸透クロマトグラフィーを用いて測定することができる。
【００５４】
濃厚ポリマーブラシのグラフト鎖は、グラフト密度及びグラフト鎖の重合度を容易に調
整できる点で、ビニル系単量体より製造したグラフト鎖であることが好ましい。ビニル系

30

単量体でグラフト鎖を形成する場合、原子移動ラジカル重合（ＡＴＲＰ）、可逆移動触媒
重合法（ＲＴＣＰ）等のリビングラジカル重合（ＬＲＰ）を用いてグラフト鎖を形成する
ことにより、有効グラフト密度及びグラフト鎖の重合度を調整することが比較的容易であ
る。
【００５５】
グラフト鎖を構成するビニル系単量体としては、ハロゲン基を有していてもよいアルケ
ン；スチレン及びその誘導体（フェニル基上に置換基を有するスチレン）；ビニルエステ
ル化合物；２−、３−、４−ビニルピリジン等のビニルピリジン；ビニルケトン化合物；
Ｎ−ビニル化合物；アクリロニトリル；アクリル酸；窒素原子上に置換基を有していても
よいアクリルアミド：ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアクリレート等の

40

アクリル酸エステル；アクリル酸アルカリ金属塩、アクリル酸アルカリ土類金属塩又はア
クリル酸アミン塩等のアクリル酸塩；メタクリロニトリル；メタクリル酸；窒素原子上に
置換基を有していてもよいメタクリルアミド；ポリアルキレングリコールモノアルキルエ
ーテルメタクリレート等のメタクリル酸エステル；メタクリル酸アルカリ金属塩、メタク
リル酸アルカリ土類金属塩又はメタクリル酸アミン塩等のメタクリル酸塩；マレイン酸及
びその誘導体（無水マレイン酸等）等を挙げることができる。グラフト鎖を構成する単量
体として、これらのビニル系単量体を１種又は２種以上用いることができる。
【００５６】
前記ハロゲン基を有していてもよいアルケンとしては、エチレン、プロピレン、１−ヘ
キセン、シクロヘキセン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、テトラクロロエチレン、ヘキサ
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クロロプロピレン、フッ化ビニル等を挙げることができる。
【００５７】
前記スチレン誘導体としては、ｏ−、ｍ−、ｐ−スチレンスルホン酸、ｏ−、ｍ−、ｐ
−アミノスチレン、α−メチルスチレン等を挙げることができる。
【００５８】
前記ビニルエステル化合物としては、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニ
ル、酪酸ビニル等を挙げることができる。
【００５９】
前記ビニルケトン化合物としては、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン、メチ
10

ルイソプロペニルケトン等を挙げることができる。
【００６０】
前記Ｎ−ビニル化合物としては、Ｎ−ビニルピロリドン、Ｎ−ビニルピロール、Ｎ−ビ
ニルカルバゾール、Ｎ−ビニルインドール、等を挙げることができる。
【００６１】
前記窒素上に置換基を有していてもよいアクリルアミドとしては、アクリルアミド、Ｎ
−イソプロピルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアクリルアミド、Ｎ−メチロールアク
リルアミド等を挙げることができる。
【００６２】
前記アクリル酸エステルとしては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピ
ルアクリレート、ｎ−ブチルアクリレート、ｔ−ブチルアクリレート、ヘキシルアクリレ

20

ート、２−エチルヘキシルアクリレート、ノニルアクリレート、ベンジルアクリレート、
グリシジルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ｎ−オ
クチルアクリレート２−メトキシエチルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、メ
トキシテトラエチレングリコールアクリレート、２−ヒドロキシエチルアクリレート、２
−ヒドロキシプロピルアクリレート、３−クロロ−２−ヒドロキシプロピルアクリレート
、テトラヒドロフルフリルアクリレート、２−ヒドロキシ−３−フェノキシプロピルアク
リレート、ジエチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコールアクリレート、
２−（ジメチルアミノ）エチルアクリレート、２−イソシアノエチルアクリレート、２−
（アセトアセトキシ）エチルアクリレート、２−（リン酸）エチルアクリレート、トリア
ルコキシシリルプロピルアクリレート、ジアルコキシメチルシリルプロピルアクリレート
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＋

、２−（Ｎ，Ｎ−ジエチル−Ｎ−メチルアミノ）エチルアクリレート

／トリフルオロス

−

ルホニルイミニウム（Ｎ（ＣＦ３ＳＯ２）２

）塩、２−（Ｎ−エチル−Ｎ−メチル−Ｎ

＋

−水素化アミノ）エチルアクリレート

／トリフルオロスルホニルイミニウム（Ｎ（ＣＦ

−
）塩、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムアクリレート＋／フルオロ
３ＳＯ２）２

ハイドロジェネーション（（ＦＨ）ｎＦ−）塩、Ｎ−エチル−Ｎ−メチルピロリジニウム
アクリレート＋／フルオロハイドロジェネーション（（ＦＨ）ｎＦ−）塩等を挙げること
ができる。
【００６３】
前記窒素上に置換基を有していてもよいメタクリルアミドとしては、メタクリルアミド
、Ｎ−イソプロピルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルメタクリルアミド、Ｎ−メチロ

40

ールメタクリルアミド等を挙げることができる。
【００６４】
前記メタクリル酸エステルとしては、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、
プロピルメタクリレート、ｎ−ブチルメタクリレート、ｔ−ブチルメタクリレート、ヘキ
シルメタクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、ノニルメタクリレート、ベン
ジルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ラウ
リルメタクリレート、ｎ−オクチルメタクリレート、２−メトキシエチルメタクリレート
、ブトキシエチルメタクリレート、メトキシテトラエチレングリコールメタクリレート、
２−ヒドロキシエチルメタクリレート、２−ヒドロキシプロピルメタクリレート、３−ク
ロロ−２−ヒドロキシプロピルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート
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、２−ヒドロキシ−３−フェノキシプロピルメタクリレート、ジエチレングリコールメタ
クリレート、ポリエチレングリコールメタクリレート、２−（ジメチルアミノ）エチルメ
タクリレート、２−イソシアノエチルメタクリレート、２−（アセトアセトキシ）エチル
メタクリレート、２−（リン酸）エチルメタクリレート、トリアルコキシシリルプロピル
メタクリレート、ジアルコキシメチルシリルプロピルメタクリレート、２−（Ｎ，Ｎ−ジ
エチル−Ｎ−メチルアミノ）エチルメタクリレート＋／トリフルオロスルホニルイミニウ
ム（Ｎ（ＣＦ３ＳＯ２）２−）塩、２−（Ｎ−エチル−Ｎ−メチル−Ｎ−水素化アミノ）
エチルメタクリレート＋／トリフルオロスルホニルイミニウム（Ｎ（ＣＦ３ＳＯ２）２−
）塩、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムメタクリレート＋／フルオロハイドロジェ
ネーション（（ＦＨ）ｎＦ−）塩、Ｎ−エチル−Ｎ−メチルピロリジニウムメタクリレー

10

ト＋／フルオロハイドロジェネーション（（ＦＨ）ｎＦ−）塩等を挙げることができる。
【００６５】
グラフト鎖の重合度は、例えば、１〜９０であることが好ましく、１〜３０であること
がより好ましい。グラフト鎖の重合度は後述する方法により求められる。重合度が大きす
ぎると、表面占有率は小さくなる傾向がある。
【００６６】
グラフト鎖の数平均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（ＰＤＩ）は、表面占有率が０．１
以上である限り、特に限定されない。例えば、グラフト鎖のＭｎは１００〜１０００００
であることが好ましく、１００〜５００００であることがより好ましく、１００〜２００
００であることがさらに好ましい。単量体の種類によって単量体単位毎の分子量が変動す

20

るため、グラフト鎖のＭｎの好ましい範囲も変動する。また、グラフト鎖のＰＤＩは、グ
ラフト鎖によって形成されるグラフトポリマー側面の均一性ひいては要求特性の向上の観
点より、２．０以下であることが好ましく、１．５以下であることがより好ましく、１．
３以下であることがさらに好ましい。グラフト鎖のＭｎ及びＰＤＩは後述の方法により求
めることが可能である。
【００６７】
濃厚ポリマーブラシは、本発明の生体適合性材料を得るために用いられるコーティング
剤として用いられる。そのため、濃厚ポリマーブラシ同士での架橋及び／又は濃厚ポリマ
ーブラシと基材との結合のための反応性の置換基（架橋基）を有していることが好ましい
。このような架橋基としては、アジド基、ハロゲン基（好ましくはブロモ基）等を挙げる

30

ことができる。当該架橋基は、主鎖及びグラフト鎖のいずれに有していてもよい。また、
主鎖が有する未反応の前記グラフト鎖との反応基を架橋基として用いることも、グラフト
鎖をリビングラジカル重合で形成した際にグラフト鎖の末端に残る反応基を架橋基として
用いることもできる。
【００６８】
２．グラフトポリマーの製造法
濃厚ポリマーブラシは、表面占有率が０．１以上であれば、グラフトポリマーの製造方
法として公知の方法により、製造することができる。グラフト密度及びグラフト鎖の重合
度を比較的容易に調整できる観点より、主鎖を形成するポリマーに設けた複数の反応基を
開始点にして、重合反応を行うことでグラフト鎖を形成する方法（グラフトフロム法）が

40

好ましい。
【００６９】
濃厚ポリマーブラシの主鎖を製造する方法は、公知の方法を広く使用することができる
。グラフト鎖との反応基を導入する観点より、ポリマーブラシの主鎖は、グラフト鎖との
反応基を有する単量体のみ、又はグラフト鎖との反応基を有する単量体とグラフト鎖との
反応基を有していない単量体との混合物を、公知の重合方法を用いて重合させることによ
り得られる。有効グラフト密度が低下すると、表面占有率も低下するため、主鎖の製造に
用いる単量体全体に対するグラフト鎖との反応基を有していない単量体の割合は９０モル
％以下であることが好ましく、５０モル％以下であることがより好ましい。濃厚ポリマー
ブラシの主鎖ポリマー及びその重合度等は前述の通りである。

50

(11)

JP 2016‑210956 A 2016.12.15

【００７０】
濃厚ポリマーブラシのグラフト鎖は、主鎖が有する反応基に対して、単量体を重合して
いく方法により形成することが好ましい。当該方法としては、主鎖が有するグラフト鎖と
の反応基の種類によって、適切な方法を用いることができる。主鎖が有するグラフト鎖と
の反応基がハロゲン原子（ブロモ基等）である場合、原子移動ラジカル重合等のリビング
ラジカル重合により、グラフト鎖を形成することができる。リビングラジカル重合により
、グラフト鎖を形成することにより、開始効率を高くすることができ、また、グラフト鎖
の重合度を制御することも可能である。
【００７１】
リビングラジカル重合の方法としては、公知の方法を用いることができる。例えば、主

10

鎖ポリマーとグラフト鎖を形成する単量体とを銅触媒の存在下、重合させることにより、
グラフト鎖を形成することができる。
【００７２】
リビングラジカル重合により、グラフト鎖を形成する場合、グラフト鎖を構成するビニ
ル系単量体の使用量及び反応時間を適宜設定することで、重合度を調整することができる
。重合度を低く抑えることで、表面占有率は通常大きくなる。
【００７３】
３．表面占有率の算出
本発明で規定される表面占有率（σ＊）とは、下記式（１）：
【００７４】
【数８】

20

【００７５】
（式中、σは下記式（２）：
【００７６】
【数９】
30

【００７７】
（式（２）中、αは、グラフト鎖部分の繰り返し単位の長さである）
より求められる有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］を示す。グラフト鎖部分の単量体１個当
たりの体積（ｖ０［ｎｍ３］）は、下記式（３）：
【００７８】
【数１０】
40

【００７９】
より求められる。）
により求められる。
【００８０】
式（１）について、グラフト鎖部分がビニル系単量体から構成される場合には、グラフ
ト鎖部分の繰返し単位の長さは、０．２５ｎｍとなる。そのため、より具体的には、式（
１

）：

【００８１】
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【数１１】

【００８２】
（式（１

）中、σは下記式（２

）：

【００８３】
【数１２】
10

【００８４】
より求められる。）
により求められる。
【００８５】
グラフト鎖部分の重合度は、単一の反応基を有する化合物を用いて、グラフト鎖部分の
みからなるポリマーを得て、その重合度を測定することにより、求めることができる。具

20

体的には、主鎖に対してグラフト鎖を形成する際に、主鎖のポリマー以外に、単一の反応
基を有する化合物を用意し、主鎖ポリマーと当該化合物との存在下、重合反応を行うこと
により、グラフトポリマーに加えて、グラフト鎖部分のみからなるポリマーを得ることが
できる。グラフト鎖部分のみからなるポリマーは、グラフトポリマーとその重合度、数平
均分子量及び分子量分布が等しいと考えられるため、グラフト鎖部分のみからなるポリマ
ーの重合度をグラフト鎖の重合度と仮定できる（図３）。例えば、主鎖として、ポリ（２
−（２−ブロモイソブチリルオキシ）エチルメタクリレート）を用いる場合、単一の反応
基を有する化合物として、２−ブロモイソ酪酸エチルを用い、２−ブロモイソ酪酸エチル
を開始点として得られるポリマーの重合度を求めることで、グラフト鎖部分の重合度を測
定することができる。

30

【００８６】
なお、この際に、単一の反応基を有する化合物を開始点として得られるポリマーの数平
均分子量（Ｍｎ）及び分子量分布（ＰＤＩ）を求めることで、グラフト鎖の数平均分子量
及び分子量分布を求めることもできる。ここでＭｎ及びＰＤＩの測定は、実施例に記載の
条件によりＧＰＣを用いて行うことができる。
【００８７】
グラフトポリマーの主鎖部分は、グラフト鎖を有する単量体単位及びグラフト鎖を有し
ていない単量体単位に２分することができる。グラフト鎖を有していない単量体は、グラ
フト鎖との反応基を有しているが未反応であった単量体単位とグラフト鎖との反応基を有
していない単量体単位とにさらに分けることができる。即ち、下記構造（Ａ）：

40

【００８８】
【化１】

【００８９】
（式中、Ｐｍ１はグラフト鎖との分岐点を有する単量体単位、Ｐｍ２はグラフト鎖との反
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応基を有しているが未反応であった単量体単位、Ｐｍ３はグラフト鎖との反応基を有して
いない単量体単位である。Ｐｇはグラフト鎖を形成する単量体単位である。ｎ１、ｎ２及
びｎ３はそれぞれ１以上の整数を示し、ｎ４は０以上の整数を示す。）
として表すことができる（なお、ｎ２個のＰｍ１、ｎ３個のＰｍ２及びｎ４個のＰｍ３は
連続している必要はない）。ここで、グラフト鎖部分の重合度は、ｎ１で示される。
【００９０】
グラフト効率とは、主鎖の単量体単位全体に対するグラフト鎖を有する単量体単位（Ｐ
ｍ１）の割合（ｎ２／（ｎ２＋ｎ３＋ｎ４））である。即ち、グラフト効率とは、主鎖に
含まれるグラフト鎖との反応基を有する単量体単位（Ｐｍ１及びＰｍ２）の内、グラフト
鎖と反応した単量体単位（Ｐｍ１）の割合を示す開始効率（ｎ２／（ｎ２＋ｎ３））、及

10

び主鎖に含まれる単量体単位全体に対するグラフト鎖との反応基を有する単量体単位（Ｐ
ｍ１及びＰｍ２）の割合（（ｎ２＋ｎ３）／（ｎ２＋ｎ３＋ｎ４））より求めることがで
きる。主鎖がグラフト鎖との反応基を有する単量体単位のみからなる（ｎ４＝０）場合、
グラフト効率は開始効率に等しい。濃厚ポリマーブラシのグラフト効率は、表面占有率が
０．１以上であれば限定されない。例えば、表面占有率が低くなることを防ぐ点で、グラ
フト効率は、０．３以上であることが好ましく、０．４以上であることがより好ましい。
グラフト効率の上限は、ｎ４＝０の場合、通常１である。
【００９１】
主鎖に含まれる単量体単位全体に対するグラフト鎖との反応基を有する単量体単位の割
合は、主鎖ポリマーのＮＭＲを測定することにより、決定することができる。

20

【００９２】
開始効率、グラフト鎖部分の重合度は、ＮＭＲ及びＧＰＣの測定値より求められた重合
率を元に算出することができる。
【００９３】
重合率は、ＮＭＲによりグラフト鎖の単量体単位と未反応の単量体単位との比を測定す
ることで、又は溶媒と未反応の単量体単位との比を測定することで、用いた単量体に対す
るグラフト鎖に結合した単量体のモル量の比として求められる。また、重合率はＧＰＣの
ピーク面積から算出することが可能である。
【００９４】
具体的には、ＧＰＣのピーク面積より、前記単一の反応基を有する化合物を開始点とし

30

て得られるポリマーの重合率を求め、主鎖のポリマーの開始効率が１００％と仮定した重
合率を、主鎖のポリマーと単一の反応基を有する化合物との仕込み比から、ＧＰＣによる
重合率の概算値を算出する。ＮＭＲによりグラフト鎖の単量体単位と未反応の単量体単位
との比を測定することで、又は溶媒と未反応の単量体単位との比を測定することで、用い
た単量体に対するグラフト鎖に結合した単量体のモル量の比として、ＮＭＲによる重合率
を求める。ＮＭＲによる重合率と、ＧＰＣによる重合率の概算値を比較することで、開始
効率が求められる。
【００９５】
このように求めたグラフトポリマーの開始効率、重合率（ＮＭＲによる重合率）及びグ
ラフト鎖を構成する単量体単位の分子量より、グラフト鎖部分の重合度を計算することが

40

できる。
【００９６】
また、グラフト鎖部分の重合度は、飛行時間型質量分析計（ＴＯＦ−ＭＡＳＳ）又は多
角光散乱器（ＭＡＬＬＳ）が備わったＧＰＣによってグラフトポリマーの絶対分子量を決
定し、単量体単位との比を算出することでも決定できる。
【００９７】
グラフト鎖を形成する単量体がビニル系単量体である場合、グラフト鎖部分の単量体の
長さは、ビニル基の０．２５ｎｍである。
【００９８】
グラフト鎖部分の単量体のバルク密度は、グラフト鎖の原料である単量体の室温（例え
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ば、２０〜３０℃）におけるバルク密度である。
【００９９】
４．コーティング剤
本発明の生体適合性材料（特に生物及び／又は生体物質付着抑制用生体性適合材料）を
得るために用いられるコーティング剤は、前記表面占有率が０．１以上である、グラフト
ポリマーを含む主剤成分、及び架橋剤を含む架橋成分からなる。
【０１００】
架橋剤は主剤中に含まれていてもよいが、保存安定性に優れるという観点から、主剤及
び架橋剤を其々含む二液型のコーティング剤であることが好ましい。また、グラフトポリ
マーとして濃厚ポリマーブラシを用いることにより、生物及び／又は生体物質付着抑制作

10

用を付与することができる。
【０１０１】
濃厚ポリマーブラシは、ハロゲン基、アジド基等の架橋基を有しており、架橋剤と反応
することにより、生体適合性材料を得ることができる。具体的には、基材上に当該濃厚ポ
リマーブラシを含むコーティング剤及び架橋剤を塗布等した後、濃厚ポリマーブラシ又は
基材表面とこれらの架橋基を反応させることにより、基材上にコーティング層を形成する
ことが可能である。基材上に本発明のコーティング剤を塗布等する方法としては、スピン
コーティング、印刷法等の公知の方法を用いることができる。
【０１０２】
基材上にコーティング層を形成する方法としては、具体的には、ハロゲン原子を用いて

20

架橋する方法、アジド基を用いて架橋する方法を挙げることができる。ハロゲン原子を用
いた架橋及びアジド基を用いた架橋は、併用することができる。
【０１０３】
４．１．ハロゲン原子を用いた架橋及びコーティング
本発明のコーティング剤は、濃厚ポリマーブラシ同士が架橋されている。架橋は、末端
にハロゲン原子が存在する場合、該ハロゲン原子同士を、架橋剤を介してカップリング反
応により行うことができる。当該カップリング反応により、濃厚ポリマーブラシ同士が架
橋することで濃厚ポリマーブラシのゲルを形成することができ、又、基板上に導入したハ
ロゲン原子と濃厚ポリマーブラシが有するハロゲン原子とがカップリング反応を行うこと
で基板上に濃厚ポリマーブラシをコーティングすることができる。ハロゲン原子同士のカ
ップリング反応の条件としては、例えば、Ｔｅｔｒａ．Ｌｅｔｔｅｒｓ，
４７，

30

２００６，

５５６５に記載されているようなテトラジエチルアミノエタンを用いて、一定時

間反応させる方法を用いることができる。
【０１０４】
濃厚ポリマーブラシを何等かの基材上に固定する場合には、基材上にハロゲン原子を導
入することにより行うことができ、その方法としては、例えば、シリコン基板に３−（２
−ブロモ−２−イソブチリルオキシ）プロピルトリエトキシシラン（ＢＰＥ）等のハロ置
換アルキルトリアルコキシシランを反応させる方法等を挙げることができる。
【０１０５】
４．２．アジド基を用いたコーティング

40

濃厚ポリマーブラシが架橋基としてアジド基を有する場合、アジド基が基材と共有結合
を形成して、基材上に濃厚ポリマーブラシをコーティングすることが可能である。
【０１０６】
例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）等が基材である場合、架橋基であるアジド基が、ポ
リカーボネート中の任意の炭化水素基と共有結合を形成することで基材のコーティングが
できる。
【０１０７】
また、濃厚ポリマーブラシが架橋基としてアジド基を有していない場合であっても、２
個以上のフェニルアジド基を有する２官能性の低分子を架橋剤として用いることで、基材
上の有機基及び濃厚ポリマーブラシ、又は濃厚ポリマーブラシ同士を共有結合により架橋
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することができる。
【０１０８】
濃厚ポリマーブラシ同士が、グラフト鎖の端部において架橋されている場合、その架橋
密度、即ち、架橋剤当量／グラフトポリマーの端部架橋性基当量が、１．０未満であって
も、細胞の付着を防ぐ効果の点で、架橋密度が１．０の架橋膜と遜色がない。さらに、架
橋密度を低く設定しても、生体内での膜の膨潤が生じず、引いては膜損傷を起こすことな
く、細胞付着抑制効果を十分に発揮することができる。具体的な架橋密度の範囲としては
、０．２以上であればよく、好ましくは、０．２〜０．７である。ここで、該架橋密度の
上限は理論値１である。なお、後述する実施例で用いた2,2

‑(エタン‑1,2‑ジイルビス（

オキシ）)ビス（エタン‑2,1‑ジイル)ビス4‑アジドベンゾエート）［（2,2

‑ethan‑1,2‑d

10

iylbis(oxy))bis(ethane‑2,1‑diyl)bis(4‑azidobenzoate)]のように、架橋部位がグラフ
ト鎖端部に限定されない化合物を用いた場合には、上記架橋密度を用いて論じることはで
きないが、架橋特性に関し興味深い現象が観察されている。
【０１０９】
前記コーティング層の厚みは特に限定されず、適宜、用途に応じて設定することができ
る。例えば、コーティング層の厚みは、１０ｎｍ〜１０μｍ等を挙げることができる。
【０１１０】
５．生体適合性材料
本発明の生体適合性材料は、前記のコーティング剤に含まれる主剤と架橋剤を、例えば
加熱下で、反応させることによって製造することができる。生体適合性材料の具体例とし

20

ては、前記のコーティング剤の人工関節へのコーティング；病気診断キット（イムノクロ
マトグラフィー等）のコーティング；人工補助心臓のコーティング；カテーテル、細胞培
養用シャーレ、ソフトコンタクトレンズケース、注射器等のタンパク、細胞等による生物
及び／又は生体物質付着を避けるべき材料へのコーティング等を行うことにより、得るこ
とができる。また、例えば抗菌材料として適用することも可能である。
【実施例】
【０１１１】
以下、実施例を示して、本発明をさらに説明する。但し、本発明は実施例に限定される
ものではない。
30

【０１１２】
なお、下記において、重合体の平均分子量、分子量分散度（Mw/Mn)は、ゲル浸透クロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）により、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）換算として求め
た。ＧＰＣの測定条件は、以下のＤＭＦ系ＧＰＣ又はＴＨＦ系ＧＰＣを用いた。
・ＤＭＦ系ＧＰＣ
カラム：Shodex社LF804 (300×80 mm; bead size = 6μｍ)、流速：0.8 ml/min(40℃)
、溶出液：１０ｍＭ

ＬｉＣＬ

ジメチルホルムアミド溶液、標準試料：PMMA。

・ＴＨＦ系ＧＰＣ
カラム：Shodex社KF804L (300×80 mm; bead size = 7μｍ)、流速：0.8 ml/min(40℃)
、溶出液：テトラヒドロフラン、標準試料：PMMA。
40

【０１１３】
［製造例１］
＜主鎖ポリマー（ＰＢＩＥＭ［１］）の製造＞
アルゴン雰囲気下、２−（２−ブロモイソブチリルオキシ）エチル
ＢＩＥＭ）

５．０ｇ（１７．９ｍｍｏｌ）、ジチオ安息香酸

ｇ（１．７９×１０−１ｍｍｏｌ）及び２，２
Ｎ）

メタクリレート（

α−クミル

４８．８ｍ

−アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢ

５．８８ｍｇ（３．５８×１０−２ｍｍｏｌ）をトルエンに溶解させ、トルエン溶

液（溶液中の単量体含有量が５０重量％）を得た。得られたトルエン溶液を６０℃のオイ
ルバスで加熱しながら、２１時間攪拌した。反応後、反応混合物の平均分子量及び分子量
分布をＤＭＦ系ＧＰＣにより測定したところ、数平均分子量（Ｍｎ）は１１０００、分子
量分布（ＰＤＩ）は１．１９であった。また、ＮＭＲ測定により重合率を求めたところ、
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３６．１％であった（重合度で３６）。
【０１１４】
上記反応混合物を、貧溶媒であるメタノールを用いて、再沈回収により精製し、ポリ（
２−（２−ブロモイソブチリルオキシ）エチル

メタクリレート）を得た（収量：１．２

８ｇ、収率：２５．６％；以下、「ＰＢＩＥＭ［１］」とする）。
【０１１５】
＜ボトルブラシポリマーの製造＞
ポリ（エチレングリコール）メチルエーテルメタクリレート（ＰＥＧＭＡ）
ｇ（１８ｍｍｏｌ）、ＰＢＩＥＭ［１］
算で０．３６ｍｍｏｌ）、４，４

１００ｍｇ（Ｍｎ＝１１０００、

８．５５
臭素末端換

−ジノニル−２，２

−ビピリジル（ｄＮｂｉｐｙ）

２９４．２ｍｇ（０．７２ｍｍｏｌ）、臭化銅（Ｉ）

４１ｍｇ（０．２９ｍｍｏｌ）

及び臭化銅（ＩＩ）

10

１６．８ｍｇ（０．０７ｍｍｏｌ）をグローブボックス内でアニソ

ールに溶解させ、アニソール溶液

１７．１ｇ（溶液中の単量体含有量が３３重量％）を

得た。得られたアニソール溶液を６５℃のオイルバスで加熱しながら１時間又は１．５時
間攪拌した。反応後、数平均分子量及び分子量分布をＤＭＦ系ＧＰＣにより測定し、ＮＭ
Ｒ測定により重合率を求めた。結果は下記表１の通りであった。アルミナカラムを用いて
反応混合物から銅錯体を除去し、得られた溶液をジエチルエーテル/ヘキサン＝２/７の混
合溶媒で再沈回収することで、ボトルブラシポリマー（ＢＢＰ１及びＢＢＰ２）を得た。
【０１１６】
【表１】

20

【０１１７】
＜架橋膜の製造＞
３−（２−ブロモ−２−イソブチリルオキシ）プロピルトリエトキシシラン

（ＢＰＥ

）及びアンモニア水（アンモニア濃度：２８重量％）をエタノールに溶解し、エタノール
溶液（ＢＰＥ

30

１．０重量％かつアンモニア水６．０重量％（アンモニア換算で１．６８

重量％））を得た。得られたエタノール溶液にシリコン基板（１ｃｍ×１ｃｍ）を１８時
間浸漬した後、エタノールで基板を超音波洗浄し、基板を乾燥させることで、ＢＰＥを固
定化したシリコン基板を得た。
【０１１８】
ボトルブラシポリマー

０．０９７１ｇ及びテトラジエチルアミノエタン（ＴＤＡＥ）

０．０３１６ｇをトルエンに溶解し、トルエン溶液
マー

０．５重量％、ＴＤＡＥ

１７．６６ｇ（ボトルブラシポリ

０．２重量％）を得た。ＢＰＥを固定化したシリコン基

板にトルエン溶液をスピンコートした（回転数

１５００ｒｐｍ、３０秒）。その後、基

板を真空条件下、１１０℃で１２時間置くことで、スピンコート膜を架橋した。さらに架

40

橋したスピンコート膜をクロロホルムで超音波洗浄した。なお、超音波洗浄の前後では、
膜厚に変化は見られなかった。
【０１１９】
以上の操作をボトルブラシポリマー
ブラシポリマー
マー

ＢＢＰ１及びＢＢＰ２のそれぞれで行い、ボトル

ＢＢＰ１の架橋膜を有する基板（ＣＰＢ基板１）と、ボトルブラシポリ

ＢＢＰ２の架橋膜を有する基板（ＣＰＢ基板２）を得た。架橋膜の製造のイメージ

を図４に示す。
【０１２０】
［試験例１］
＜細胞接着試験＞
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ＣＰＢ基板を２４ウェルマルチプレートに並べ、７０％エタノール水溶液で滅菌した（
１ウェル＝約２ｃｍ２）。滅菌後、サンプルを滅菌水、リン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）で十
分に洗浄した。次に、ヒト臍帯血管内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）

２万個／ウェルを播種した

。２４時間後、ＰＢＳでサンプルを３回洗浄し、接着細胞を４％パラホルムアルデヒドに
より固定化した。細胞核は４

，６−ジアミジノ−２−フェニルインドール（ＤＡＰＩ）

で青色に蛍光染色し、細胞骨格はファロイジンで赤色に蛍光染色し、蛍光顕微鏡により観
察した。観察の結果、細胞付着による蛍光は観測されなかった。ＣＰＢ基板１の蛍光顕微
鏡による観察結果を図５に、ＣＰＢ基板２の蛍光顕微鏡による観察結果を図６に示した。
【０１２１】
10

［製造例２］
＜主鎖ポリマー（ＰＢＩＥＭ［２］）の製造＞
アルゴン雰囲気下、ＢＩＥＭ
−クミル

１０．０ｇ（３５．８ｍｍｏｌ）、ジチオ安息香酸
−１

９７．５８ｍｇ（３．５８×１０

ｍｍｏｌ）及びＡＩＢＮ

α

１１．７ｍｇ

（７．１６×１０−２ｍｍｏｌ）をトルエンに溶解させ、トルエン溶液（溶液中の単量体
含有量が５０重量％）を得た。得られたトルエン溶液を６０℃のオイルバスで加熱しなが
ら、２１時間攪拌した。反応後、反応混合物の平均分子量及び分子量分布をＴＨＦ系ＧＰ
Ｃにより測定したところ、数平均分子量（Ｍｎ）は２１０００、分子量分布（ＰＤＩ）は
１．１２であった。また、ＮＭＲ測定により重合率を求めたところ、７８％であった（重
合度で７８）。
20

【０１２２】
上記反応混合物を、貧溶媒であるメタノールを用いて、再沈回収により精製し、ポリ（
２−（２−ブロモイソブチリルオキシ）エチル

メタクリレート）を得た（以下、「ＰＢ

ＩＥＭ［２］」とする）。
【０１２３】
＜ボトルブラシポリマー（濃厚ポリマーブラシ；ＣＰＢ）の製造＞
（開始効率及び側鎖の重合度算出）
ＰＥＧＭＡ

１．２４ｇ（２．６７ｍｍｏｌ）、ＰＢＩＥＭ［２］

２１．８ｍｇ（Ｍ

臭素末端換算で７．８１×１０−２ｍｍｏｌ）、２−ブロモイソ酪酸

ｎ＝２１０００、

１．６９ｍｇ（８．７×１０−３ｍｍｏｌ）、ｄＮｂｉｐｙ

エチル（ＥＢＩＢ）

−１

ｍｇ（１．７１×１０

ｍｍｏｌ）、臭化銅（Ｉ）

ｍｏｌ）及び臭化銅（ＩＩ）

１０ｍｇ（６．９７×１０

ｍ

30

−２

３．７４ｍｇ（１．６７×１０

ボックス内でアニソールに溶解させ、アニソール溶液

７０

−２

ｍｍｏｌ）をグローブ

２．４８ｇ（溶液中の単量体含有

量が３３重量％）を得た。得られたアニソール溶液を６５℃のオイルバスで加熱しながら
１時間攪拌した。反応後、数平均分子量及び分子量分布をＤＭＦ系ＧＰＣにより測定し、
ＮＭＲ測定により重合率を求めた。結果は下記表２の通りであった。
【０１２４】
【表２】

40

【０１２５】
ここで、フリー体はＥＢＩＢを開始点として得られるポリマーであり、ボトルブラシ体
はＰＢＩＥＭ［２］を開始点として得られるポリマーである。フリー体のGPCピークより
、フリー体の重合度を求めると、重合度：１６であった。このフリー体の重合度をボトル
ブラシ体の側鎖の重合度とみなし（なお、重合率から開始効率１００％と仮定して算出し
た重合度は９）、重合率から開始効率を算出すると開始効率：５２％であった。即ち、Ｐ
ＢＩＥＭ［２］が有する臭素末端の５２％から重合反応が開始したと考えられる。
【０１２６】
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（濃厚ポリマーブラシの製造）
ＰＥＧＭＡ

１０ｇ（２１．０５ｍｍｏｌ）、ＰＢＩＥＭ［２］

ｎ＝２１０００、

６ｇ（１．４０４ｍｍｏｌ）、臭化銅（Ｉ）
び臭化銅（ＩＩ）

０．１９５７ｇ（Ｍ

臭素末端換算で０．７０１８ｍｍｏｌ）、ｄＮｂｉｐｙ

０．５７３

０．１６１１ｇ（１．１２３ｍｍｏｌ）及

０．０５０２ｇ（０．２２４６ｍｍｏｌ）をグローブボックス内でア

ニソールに溶解させ、アニソール溶液

２０ｇ（溶液中の単量体含有量が３３重量％）を

得た。得られたアニソール溶液を６５℃のオイルバスで加熱しながら４０分間攪拌した。
反応後、数平均分子量及び分子量分布をＤＭＦ系ＧＰＣにより測定し、ＮＭＲ測定により
重合率を求めた。結果は下記表３の通りであった。
【０１２７】
【表３】

10

【０１２８】

20

反応混合物をヘキサン及びジエチルエーテルの混合溶液（ヘキサン／ジエチルエーテル
＝７０／３０（重量比））で再沈回収により精製することで、ボトルブラシポリマー（Ｂ
ＢＰ３）を得た（収量：１．３０ｇ、収率：５７．７％、Ｍｎ＝１２９８００、ＰＤＩ＝
１．１）。
【０１２９】
＜架橋膜の製造＞
ＢＰＥ及びアンモニア水（アンモニア濃度：２８重量％）をエタノールに溶解し、エタ
ノール溶液（ＢＰＥ

１．０重量％かつアンモニア水１．０重量％（アンモニア換算で１

．６８重量％））を得た。得られたエタノール溶液にシリコン基板（１ｃｍ×１ｃｍ）を
１８時間浸漬した後、エタノールで基板を超音波洗浄し、基板を乾燥させることで、ＢＰ

30

Ｅを固定化したシリコン基板を得た。
【０１３０】
ボトルブラシポリマー

ＢＢＰ３及びＴＤＡＥを溶媒に溶解し、ボトルブラシポリマー

溶液を得た。ＢＰＥを固定化したシリコン基板にボトルブラシポリマー溶液をスピンコー
トした（回転数

４０００ｒｐｍ、３０秒）。その後、基板を真空条件下、１２０℃で１

２時間置くことで、スピンコート膜を架橋した。架橋したスピンコート膜をクロロホルム
に一晩浸漬して洗浄し、洗浄前後の膜厚をエリプソメーターにて測定した。その後、エタ
ノールでさらに２時間浸漬して洗浄した。スピンコートに用いた溶液及び得られた膜厚を
表４に示す。
【０１３１】

40

【表４】

【０１３２】
ボトルブラシポリマー

ＢＢＰ３及び式：
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【０１３３】
【化２】

【０１３４】
で表わされるフェニルアジド基を有する２官能性の低分子化合物（ＰｈＡｚ

ｌｉｎｋｅ

10

ｒ）を溶媒に溶解し、ボトルブラシポリマー溶液を得た。上記方法によりＢＰＥを固定化
したシリコン基板にボトルブラシポリマー溶液をスピンコートした（回転数

４０００ｒ

ｐｍ、３０秒）。その後、基板を真空条件下、１２０℃で１２時間置くことで、スピンコ
ート膜を架橋した。架橋したスピンコート膜をクロロホルムに一晩浸漬して洗浄し、洗浄
前後の膜厚をエリプソメーターにて測定した。その後、エタノールでさらに２時間浸漬し
て洗浄した。スピンコートに用いた溶液及び得られた膜厚を表５に示す。
【０１３５】
【表５】
20

【０１３６】
［製造例３（参考例）］
＜表面占有率が０．１未満であるボトルブラシポリマー（「準希薄ポリマーブラシ；Ｓ
ＤＰＢ」という）の製造＞
＜開始効率及び側鎖の重合度算出＞
ＰＥＧＭＡ

６．０ｇ（１２．６ｍｍｏｌ）、ＰＢＩＥＭ［２］

＝２１０００、

臭素末端換算で５．８０６×１０
−３

ｍｇ（８．７×１０

ｍｍｏｌ）、ｄＮｂｉｐｙ

ｍｏｌ）、臭化銅（Ｉ）
ＩＩ）

１６．２ｍｇ（Ｍｎ

−２

ｍｍｏｌ）、ＥＢＩＢ

１．０３

４３ｍｇ（１．０５３×１０−１ｍ

30

−２

１２．１ｍｇ（８．４２１×１０

ｍｍｏｌ）及び臭化銅（

−２

３．８ｍｇ（１．６８４×１０

ルに溶解させ、アニソール溶液

ｍｍｏｌ）をグローブボックス内でアニソー

５．０ｇ（溶液中の単量体含有量が４５．５重量％）を

得た。得られたアニソール溶液を６５℃のオイルバスで加熱しながら１〜３時間攪拌した
。反応後、数平均分子量及び分子量分布をＤＭＦ系ＧＰＣにより測定し、ＮＭＲ測定によ
り重合率を求めた。結果は下記表６の通りであった。
【０１３７】
【表６】
40

【０１３８】
＜準希薄ポリマーブラシ（ＳＤＰＢ）の製造＞
ＰＥＧＭＡ

１８ｇ（３７．８９

ｎ＝２１０００、

ｍｍｏｌ）、ＰＢＩＥＭ［２］

５２．９ｍｇ（Ｍ

臭素末端換算で１．８９５×１０−１ｍｍｏｌ）、ｄＮｂｉｐｙ

０
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．１５４９ｇ（３．７８９×１０−１ｍｍｏｌ）、臭化銅（Ｉ）
−１

３２×１０

ｍｍｏｌ）及び臭化銅（ＩＩ）

４３．５ｍｇ（３．０

１３．５ｍｇ（６．０６３×１０−２）

をグローブボックス内でアニソールに溶解させ、アニソール溶液

１５ｇ（溶液中の単量

体含有量が６５．２重量％）を得た。得られたアニソール溶液を６５℃のオイルバスで加
熱しながら３時間攪拌した。反応後、数平均分子量及び分子量分布をＤＭＦ系ＧＰＣによ
り測定し、ＮＭＲ測定により重合率を求めた。結果は下記表７の通りであった。
【０１３９】
【表７】
10

【０１４０】
アルミナカラムを用いて反応混合物から銅錯体を除去し、得られた溶液をジエチルエー
テル/ヘキサン＝２/７（重量比）の混合溶液を用いた再沈回収により精製することで、ボ
トルブラシポリマー（ＢＢＰ４）を得た（収量：０．５４ｇ、収率：１１％；Ｍｎ＝６０

20

９０００、ＰＤＩ＝１．２６）。
【０１４１】
＜架橋膜の製造＞
ＢＰＥ及びアンモニア水（アンモニア濃度：２８重量％）をエタノールに溶解し、エタ
ノール溶液（ＢＰＥ

１．０重量％かつアンモニア水１．０重量％（アンモニア換算で１

．６８重量％））を得た。得られたエタノール溶液にシリコン基板（１ｃｍ×１ｃｍ）を
１８時間浸漬した後、エタノールで基板を超音波洗浄し、基板を乾燥させることで、ＢＰ
Ｅを固定化したシリコン基板を得た。
【０１４２】
ボトルブラシポリマー

ＢＢＰ４及びＴＤＡＥを溶媒に溶解し、ボトルブラシポリマー

30

溶液を得た。ＢＰＥを固定化したシリコン基板にボトルブラシポリマー溶液をスピンコー
トした（回転数

４０００ｒｐｍ、３０秒）。その後、基板を真空条件下、１２０℃で１

２時間置くことで、スピンコート膜を架橋した。架橋したスピンコート膜をクロロホルム
に一晩浸漬して洗浄し、洗浄前後の膜厚をエリプソメーターにて測定した。その後、エタ
ノールでさらに２時間浸漬して洗浄した。スピンコートに用いた溶液及び得られた膜厚を
表８に示す。
【０１４３】
【表８】
40

【０１４４】
［試験例２］
上記製造例２及び３で得られた基板（基板２、４、５、６及び８）をファルコン２４ウ
ェルマルチプレート

（１ウェル＝約２ｃｍ２）に並べ、７０％エタノール水溶液で滅菌

した。滅菌後、サンプルは滅菌水、ＰＢＳで洗浄した。次にマウス繊維芽細胞（Ｌ９２９
）

５万個／ｃｍ２を播種した。２４時間後、ＰＢＳでサンプルを３回洗浄し、接着細胞
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を４％パラホルムアルデヒドで固定した。細胞核はＤＡＰＩで青色に蛍光染色し、細胞骨
格はファロイジンで赤色に蛍光染色し、蛍光顕微鏡により観察した。蛍光顕微鏡による観
察結果を図７に示す。なお、ＴＣＰＳ（和光純薬株式会社製；

プラスチックシート、ト

ルエン耐性）上に接着した細胞数は播種数とほぼ一致していたことを確認した。また、付
着した細胞数をグラフにまとめ、図８に示す。
【０１４５】
［試験例３］
＜ボトルブラシポリマーの表面占有率＞
ボトルブラシポリマーＢＢＰ１〜ＢＢＰ４に対して、下記式に基づき表面占有率（σ＊
）を求めた。σ＊が０．１より大きい値のとき濃厚ポリマーブラシ(CPB)と定義される。

10

【０１４６】
＜表面占有率の算出＞
表面占有率：
【０１４７】
【数１３】

【０１４８】

20

）中、σは、有効グラフト密度［鎖／ｎｍ２］：

（式（１

【０１４９】
【数１４】

【０１５０】
を示し、グラフト鎖部分の単量体１個当たりの体積（ｖ０［ｎｍ３］）：

30

【０１５１】
【数１５】

【０１５２】
を示す。）
グラフト効率は、主鎖が単一重合体の場合、開始効率に等しい。ＰＥＧＭＡでは、ｖ０
は０．７３（ｎｍ３）あり、単量体の長さはビニル基の０．２５ｎｍである。
【０１５３】
結果を表９に示す。ここで、ＢＢＰ１〜ＢＢＰ４の開始効率は全て０．５２として、結
果を求めた。なお、ＢＢＰ１の開始効率５２％での重合度の試算値は１７、ＢＢＰ２の開
始効率５２％での重合度の試算値は２９である。
【０１５４】

40
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【表９】

【０１５５】
以上の通り、表面占有率σ＊が大きく濃厚ポリマーブラシと定義できるＢＢＰ１〜３で

10

のみ、細胞接着が認められないことが分かる。
【０１５６】
［試験例４］
＜架橋剤濃度と乾燥膜厚の評価＞
ボトルブラシポリマー（ＢＢＰ３）、ＴＤＡＥをアニソールに溶解し、ＢＰＥを固定化
したシリコン基板にスピンコートした（回転数４０００ｒｐｍ、３０秒）。このとき、ボ
トルブラシポリマーの濃度は５ｗｔ％に固定し、ブラシ鎖末端の臭素に対してＴＤＡＥ濃
度を下記表１０となるように変化させた。スピンコート後、基板は真空条件下、１２０℃
で２時間置くことで、架橋処理を行った。架橋膜はクロロホルムに一晩浸漬して洗浄し、
洗浄前後で膜厚がほとんど変化しないことを確認した（表１０）。

20

【０１５７】
【表１０】

30

【０１５８】
＜架橋剤濃度と膨潤膜厚＞
上述の「架橋剤濃度と乾燥膜厚の評価」の条件で、ＢＰＥ固定化シリコン基板に架橋膜
を作製した。各膜の乾燥膜厚を表１１に示す。得られた架橋膜はリン酸緩衝生理食塩水(
ＰＢＳ)中、エリプソメーター測定によりその膨潤膜厚を評価した（表１１）。図９にＴ
ＤＡＥ濃度に対する膨潤度（膨潤膜厚）をプロットしたグラフを示す。横軸は、ボトルブ
ラシポリマーに対するＴＤＡＥのモル比を示し、縦軸は膨潤度を示す。また縦軸は乾燥膜
厚で規格化している。表１１及び図９の結果より、乾燥膜厚に対する膨潤度はＴＤＡＥ濃
度に依らず、およそ２．５倍であった。
【０１５９】
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【表１１】

10

【０１６０】
＜生体適合性（細胞接着）＞
前記「架橋剤濃度と乾燥膜厚の評価」で作製した架橋膜について、架橋膜表面に対する
細胞接着特性を評価した。ボトルブラシ架橋膜をコートしたシリコン基板（１×１ ｃｍ
２

、各３枚）をファルコン２４ウェルマルチプレート（１ｗｅｌｌ＝ｃａ ２ｃｍ２）に

並べ、７０％エタノール水溶液で滅菌した。滅菌後、サンプルは滅菌水、ＰＢＳで洗浄し
た。次にマウス繊維芽細胞（Ｌ９２９）１万個／ｃｍ２を播種した。２４時間後、ＰＢＳ

20

でサンプルを３回洗浄し、接着細胞を４％パラホルムアルデヒドで固定した。細胞核はＤ
ＡＰＩで青色に、細胞骨格はファロイジンで赤色に蛍光染色し、蛍光顕微鏡により観察し
た。接着細胞数をプロットしたグラフを図１０に示す。縦軸のＬ９２９細胞の接着数はＴ
ＣＰＳ上に接着した細胞数で規格化した。ＴＤＡＥ濃度によらず、細胞はほとんど接着し
ないことがわかった。
【０１６１】
＜抗菌性試験（大腸菌の接着試験）＞
次に表１０の架橋膜表面に対する抗菌性を評価した。ボトルブラシ架橋膜をコートした
シリコン基板（1x1 cm2, 各3枚）をファルコン２４ウェルマルチプレート（１ｗｅｌｌ＝
ｃａ ２ｃｍ２）に並べ、７０％エタノール水溶液で滅菌した。滅菌後、サンプルは滅菌

30

水、ＰＢＳで洗浄した。次に濁度を１．０に調整した大腸菌を１ｍｌ播種した。３７℃の
インキュベーターに静置１時間後、ＰＢＳでサンプルを３回洗浄し、接着した大腸菌を４
％パラホルムアルデヒドで固定した。凍結乾燥後、各表面のＳＥＭ観察を行った。図１１
に各表面のＳＥＭ画像を示す。ＴＣＰＳの表面には大腸菌が著しく接着するのに対し、ボ
トルブラシ表面にはほとんど接着しないことがわかった。
【０１６２】
［試験例５］
＜光反応性架橋剤の濃度と乾燥膜厚の評価＞
ボトルブラシポリマー（BBP3）、光反応性架橋剤(PhAz‑linker：（2,2

‑ethan‑1,2‑di

ylbis(oxy))bis(ethane‑2,1‑diyl)bis(4‑azidobenzoate))をエタノールに溶解し、アミノ
プロピルトリエトキシシラン（AMP）を固定化したシリコン基板にスピンコートした（回
転数4000rpm、30秒）。このとき、ボトルポリマーブラシの濃度を3wt%に固定し、架橋剤
濃度を表１２に示すように変化させた。スピンコート後、紫外線を20秒照射し、架橋処理
を行った。架橋膜はクロロホルムに一晩浸漬して洗浄し、洗浄前後で膜厚がほとんど変化
しないことを確認した。
【０１６３】
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【表１２】
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【０１６４】
＜架橋剤濃度と膨潤膜厚＞
上述の条件で、AMP固定化シリコン基板に架橋膜を作成した。各膜の乾燥膜厚を表１３

20

に示す。得られた架橋膜はＰＢＳ中、エリプソメーター測定によりその膨潤膜厚を評価し
た（表１３）。図１２に架橋剤濃度に対する膨潤膜厚の図を示す。縦軸は乾燥膜厚で規格
化している。架橋剤濃度1.0ｗｔ％以上では、PBSにほとんど膨潤しないことがわかった。
架橋剤濃度1.0ｗｔ％以下においても、膨潤度は1.25程度とあまり膨潤しないことがわか
った。これは、架橋剤がボトルブラシ同士だけでなく、グラフト鎖の隙間に入り、グラフ
ト鎖間でも架橋反応するためだと考えられる。
【０１６５】
【表１３】
30

40
【０１６６】
＜生体適合性（細胞接着）＞
次に表１３のボトルブラシ架橋膜に対する細胞接着特性を評価した。架橋膜をコートし
たシリコン基板（1x1 cm2, 各3枚）をファルコン24ウェルマルチプレート（1well=ca 2 c
m2）に並べ、70%エタノール水溶液で滅菌した。滅菌後、サンプルは滅菌水、PBSで洗浄し
た。次にマウス繊維芽細胞（L929）1万個/cm2を播種した。24時間後、PBSでサンプルを３
回洗浄し、接着細胞を4%パラホルムアルデヒトで固定した。細胞核はDAPIで青色に、細胞
骨格はファロイジンで赤色に蛍光染色し、蛍光顕微鏡により接着細胞を観察した。接着細
胞数を図１３に示す。縦軸のL929細胞の接着数はTCPS上に接着した細胞数で規格化した。
膨潤度が異なるにも関わらず、いずれのボトルブラシ表面にも細胞はほとんど接着しない
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ことがわかった。
【０１６７】
＜抗菌性：大腸菌の接着＞
次に表１３の架橋膜表面に対する抗菌性を評価した。ボトルブラシ架橋膜をコートしたシ
リコン基板（1x1 cm2, 各3枚）をファルコン24ウェルマルチプレート（1well=ca 2 cm2）
に並べ、70%エタノール水溶液で滅菌した。滅菌後、サンプルは滅菌水、PBSで洗浄した。
次に濁度を1.0に調整した大腸菌を1ml播種した。37℃のインキュベーターに静置１時間後
、PBSでサンプルを３回洗浄し、接着した大腸菌を4%パラホルムアルデヒトで固定した。
凍結乾燥後、各表面のSEM観察を行った（図１３）。TCPSの表面には大腸菌が著しく接着
するのに対し、ボトルブラシ表面にはほとんど接着しないことがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０１６８】
本発明の生体性適合材料は、生物及び／又は生体物質付着を抑えることが可能である。
また、架橋密度をかなり低くしても膨潤度が上がらず、生体適合性の効果を奏するため、
工程管理上の許容度が高く、製造コストも期待できる。さらに、本発明のコーティング剤
は、濃厚ポリマーブラシと架橋剤を含み、該生体適合材料を形成するのに好適である。

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
【図５】

10

(26)
【図６】

【図８】

【図７】

【図９】

【図１０】

【図１２】

【図１１】

【図１３】
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