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(57)【要約】
【課題】細胞を含む液体を細胞分離器に送る送液開始時
に細胞へのダメージが低減する細胞分離装置及び細胞分
離方法を提供する。
【解決手段】細胞分離装置１は、細胞を含む液体が用意
される主槽２と、主槽２から排出された液体から細胞を
分離する細胞分離器３と、液体を主槽２から細胞分離器
３に送る移送配管５と、分離された細胞を細胞分離器３
から主槽２に戻す返送配管６と、移送配管５から返送配
管６に細胞分離器３を迂回して接続する迂回配管８とを
備える。細胞分離方法は、細胞分離装置１において、主
槽２と細胞分離器３との間に液体が循環し始める前の送
液開始時には、主槽２から排出された液体を、細胞分離
器３に送らず、迂回配管８を通じて主槽２に戻し、主槽
２と細胞分離器３との間に液体が循環し始めた後の循環
運転中には、主槽２から排出された液体を、細胞分離器
３に送り、分離された細胞を主槽２に戻す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞を含む液体が用意される主槽と、
　前記主槽から排出された前記液体から前記細胞を分離する細胞分離器と、
　前記液体を前記主槽から前記細胞分離器に送る移送配管と、
　分離された前記細胞を前記細胞分離器から前記主槽に戻す返送配管と、
　前記移送配管から前記返送配管に前記細胞分離器を迂回して接続する迂回配管と、を備
える細胞分離装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記主槽から排出された前記液体の流路を、前記細胞分離器と前記迂回配管との間で切
り替える流路切替装置を備える細胞分離装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の細胞分離装置であって、
　前記流路切替装置は、前記移送配管上の前記迂回配管の接続点よりも下流、且つ、前記
細胞分離器よりも上流に設けられた第１バルブと、前記迂回配管に設けられた第２バルブ
と、である細胞分離装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記迂回配管の内径は、前記細胞分離器内の流路の断面積で換算して得られる前記流路
の内径の２倍以上である細胞分離装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記液体を前記主槽と前記細胞分離器との間で循環させる送液装置を備え、
　前記送液装置は、遠心ポンプである細胞分離装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記細胞が分離された前記液体を前記細胞分離器から抜き出すための抜出配管と、
　前記細胞分離器から抜き出された前記液体を回収するための回収槽と、を備え、
　前記主槽及び前記回収槽のうちの一以上が樹脂製である細胞分離装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記細胞が分離された前記液体を前記細胞分離器から抜き出すための抜出配管と、
　前記細胞分離器から抜き出された前記液体を回収するための回収槽と、を備え、
　前記移送配管、前記返送配管、前記迂回配管及び前記抜出配管のうちの一以上が樹脂製
である細胞分離装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記細胞が分離された前記液体を前記細胞分離器から抜き出すための抜出配管と、
　前記細胞分離器から抜き出された前記液体を回収するための回収槽と、を備え、
　前記移送配管、前記返送配管、前記迂回配管及び前記抜出配管のうちの一以上が無菌コ
ネクタで接続されている細胞分離装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
　前記細胞分離器が中空糸膜フィルタを備える細胞分離装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の細胞分離装置であって、
　前記中空糸膜フィルタの孔径は、前記細胞の直径の５分の１以下である細胞分離装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の細胞分離装置であって、
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　前記主槽は、温度調節装置、通気装置、攪拌装置、及び、配管で接続された培地容器を
備える培養槽である細胞分離装置。
【請求項１２】
　液体から細胞を分離する細胞分離方法であって、
　細胞を含む液体が用意される主槽と、
　前記主槽から排出された前記液体から前記細胞を分離する細胞分離器と、
　前記液体を前記主槽から前記細胞分離器に送る移送配管と、
　分離された前記細胞を前記細胞分離器から前記主槽に戻す返送配管と、
　前記移送配管から前記返送配管に前記細胞分離器を迂回して接続する迂回配管と、を備
える細胞分離装置において、
　前記主槽と前記細胞分離器との間に前記液体が循環し始める前の送液開始時には、前記
主槽から排出された前記液体を、前記細胞分離器に送らず、前記迂回配管を通じて前記主
槽に戻し、
　前記主槽と前記細胞分離器との間に前記液体が循環し始めた後の循環運転中には、前記
主槽から排出された前記液体を、前記細胞分離器に送り、分離された前記細胞を前記主槽
に戻す細胞分離方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の細胞分離方法であって、
　前記主槽から排出された前記液体を、前記送液開始時よりも低い流量に下げてから前記
細胞分離器に送る細胞分離方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の細胞分離方法であって、
　前記液体が循環し始める前の送液開始時には、前記液体の流量が３０ｍＬ／ｍｉｎを超
える細胞分離方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の細胞分離方法であって、
　前記液体が循環し始めた後の循環運転中には、前記液体の流量が３０ｍＬ／ｍｉｎ以下
である細胞分離方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、灌流培養や細胞濃縮に用いることができる細胞分離装置及び細胞分離方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生物由来の物質を有効成分とするバイオ医薬品の流通が拡大している。抗体医薬
等のバイオ医薬品は、一般に、培養液中で浮遊細胞を培養し、目的の物質を培養液中に産
生させることにより生産されている。また、各種の工業分野において、動物細胞、植物細
胞、微生物細胞等を培養することにより、多様な有用物質が生産されている。
【０００３】
　培養方式としては、回分培養（Batch Culture）、流加培養（Fed-Batch Culture）、灌
流培養（Perfusion Culture）がある。回分培養は、一回の培養毎に培地を用意し、培養
中に培地を供給しない培養法である。流加培養は、培養中に系外から培地を供給するが培
養が終わるまで培養液を排出しない培養法である。灌流培養は、培養中に連続的に培地を
供給し、同量の培養液を連続的に排出させる培養法である。
【０００４】
　回分培養は、播種した細胞を栄養が枯渇するまで培養する方式であるため、操作が簡単
な利点がある。流加培養は、培養中の細胞に栄養を供給する方式であるため、回分培養よ
りも長期間の培養が可能であり、物質の生産量を比較的容易に向上させることができる。
灌流培養は、栄養の濃度を高く維持しつつ老廃物の濃度を低減することができるため、培
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養条件を一定に保ち、物質を安定的に生産することができる。
【０００５】
　灌流培養の運転方法としては、培養槽内の培養液を細胞と共に連続的に排出し、細胞を
含む培養液を細胞分離器に送り、分離濃縮された細胞を培養槽に返送するのが一般的であ
る。細胞分離器としては、培養されていた細胞と、細胞が産生した物質や老廃物等との分
離に、遠心分離、重力分離、膜分離等の各種の原理を利用するものが知られている。
【０００６】
　特許文献１には、このような灌流培養に使用可能な生物反応装置が記載されている（図
１等参照）。特許文献１の生物反応装置は、培養槽２と、ポンプ８と、ろ過器４と、を備
えている。培養槽２内の生物培養液は、ポンプ８によって抜き出され、ろ過器４によって
ろ過液と微生物等濃縮液とに分離されている。分離された微生物等濃縮液は、培養槽２内
に戻されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１７／０２９８２３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　灌流培養に際して、培養槽内の培養液を細胞分離器に送るポンプとしては、無菌的な送
液が可能であり、取り扱いが容易なペリスタルティックポンプが広く用いられている。し
かし、ペリスタルティックポンプは、チューブを扱いて送液するため、移送される細胞を
損傷し易い欠点を有している。
【０００９】
　培養槽内の培養液を細胞分離器に送るポンプとしては、高流量や連続流の確保が容易な
遠心ポンプ等を用いることも検討されている。しかし、遠心ポンプ等を用いる場合、細胞
分離器への送液開始時に、培養槽から排出させた細胞を細胞分離器で分離して培養槽に戻
す循環系の特性や、ポンプ自体の特性が原因で、細胞の損傷が顕著になる問題がある。
【００１０】
　培養槽から排出させた細胞を細胞分離器で分離して培養槽に戻す循環系では、ポンプに
よる送液開始時に、流体の慣性力やサイフォンの未形成等が理由で、大きな始動出力が必
要になる。遠心ポンプ等は、培養液を加速させる際に定常運転時と比較して過剰な回転数
を要し、回転数に比例して吐出量が過大となる。過大な流量で培養液を細胞分離器に送る
と、流路が狭い箇所で大きなせん断応力が発生して細胞がダメージを受け易くなる。
【００１１】
　そこで、本発明は、細胞を含む液体を細胞分離器に送る送液開始時に細胞へのダメージ
が低減する細胞分離装置及び細胞分離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】
【００１２】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、培養槽から排出させた細胞を細胞分離器で分離して
培養槽に戻す循環系において、培養液の循環を開始させる際に吐出量が過大になるポンプ
を用いる場合であっても、送液開始時のみ、流路が狭い箇所を有する細胞分離器を迂回す
る流路に変更し、その後に吐出量を下げてから流路を戻すと、生細胞の減少が抑制される
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１３】
　すなわち、前記課題を解決するために本発明に係る細胞分離装置は、細胞を含む液体が
用意される主槽と、前記主槽から排出された前記液体から前記細胞を分離する細胞分離器
と、前記液体を前記主槽から前記細胞分離器に送る移送配管と、分離された前記細胞を前
記細胞分離器から前記主槽に戻す返送配管と、前記移送配管から前記返送配管に前記細胞
分離器を迂回して接続する迂回配管と、を備える。
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【００１４】
　また、本発明に係る細胞分離方法は、液体から細胞を分離する細胞分離方法であって、
細胞を含む液体が用意される主槽と、前記主槽から排出された前記液体から前記細胞を分
離する細胞分離器と、前記液体を前記主槽から前記細胞分離器に送る移送配管と、分離さ
れた前記細胞を前記細胞分離器から前記主槽に戻す返送配管と、前記移送配管から前記返
送配管に前記細胞分離器を迂回して接続する迂回配管と、を備える細胞分離装置において
、前記主槽と前記細胞分離器との間に前記液体が循環し始める前の送液開始時には、前記
主槽から排出された前記液体を、前記細胞分離器に送らず、前記迂回配管を通じて前記主
槽に戻し、前記主槽と前記細胞分離器との間に前記液体が循環し始めた後の循環運転中に
は、前記主槽から排出された前記液体を、前記細胞分離器に送り、分離された前記細胞を
前記主槽に戻す。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、細胞を含む液体を細胞分離器に送る送液開始時に細胞へのダメージが
低減する細胞分離装置及び細胞分離方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る細胞分離装置を示す模式図である。
【図２】細胞分離装置の主槽の構成例を示す模式図である。
【図３Ａ】中空糸膜フィルタを備える細胞分離器を示す模式図である。
【図３Ｂ】中空糸膜フィルタの作用について説明する図である。
【図４Ａ】接線流濾過方式の細胞分離器を示す模式図である。
【図４Ｂ】交互接線流濾過方式の細胞分離器を示す模式図である。
【図５】細胞分離器への流量と細胞の生存率との関係の解析結果を示す図である。
【図６】細胞を含む液体の送液に使用可能な遠心ポンプの横断面図である。
【図７】細胞を含む液体の送液に使用可能な遠心ポンプの縦断面図である。
【図８】ポンプの回転数と細胞分離器への流量との関係を示す図である。
【図９】実施例１で用いた細胞分離装置を示す模式図である。
【図１０】実施例１の細胞培養方法を示すフローチャートである。
【図１１】実施例２で用いた細胞培養装置を示す模式図である。
【図１２】実施例２の細胞培養方法を示すフローチャートである。
【図１３】実施例３で用いた細胞分離装置を示す模式図である。
【図１４】実施例３の細胞培養方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態に係る細胞培養装置及び細胞培養方法について、図を参照し
ながら説明する。なお、以下の説明は、本発明の内容の具体例を示すものであり、本発明
は、以下の説明に限定されるものではなく、本明細書に開示される技術的思想の範囲内に
おいて当業者による様々な変更が可能である。以下の各図において共通する構成について
は同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態に係る細胞分離装置を示す模式図である。
　図１に示すように、本実施形態に係る細胞分離装置１は、主槽２と、細胞分離器３と、
回収槽４と、移送配管５と、返送配管６と、抜出配管７と、迂回配管８と、循環ポンプ（
送液装置）９と、抜出ポンプ１０と、第１バルブ（流路切替装置）１１と、第２バルブ（
流路切替装置）１２と、調整バルブ１３と、流量センサ１４と、を備えている。
【００１９】
　細胞分離装置１は、細胞や、細胞が産生した物質、老廃物をはじめとする低分子等を含
む液体を処理して、細胞と低分子等とを互いに分離する機能を備えている。細胞分離装置
１では、主槽２に用意された細胞を含む液体が、細胞分離器３に送られ、細胞を高密度に
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含む液体と、低分子等を高密度に含む液体とに分離され、細胞を高密度に含む液体が、主
槽２に戻される。
【００２０】
　細胞分離装置１は、主槽２を細胞を培養するための培養槽として用いることによって、
灌流培養に適用することができる。或いは、主槽２を細胞懸濁液を溜める貯留槽として用
いることによって、液体中の細胞の数密度を向上させるための細胞濃縮処理に適用するこ
とができる。
【００２１】
　細胞分離装置１で取り扱う細胞は、特に制限されるものではなく、動物細胞、昆虫細胞
、植物細胞、微細藻類、ラン藻類、細菌、酵母、真菌、藻類、酵母等のいずれであっても
よい。取り扱う細胞としては、例えば、ヒト抗体、ヒト化抗体、キメラ抗体、マウス抗体
等の各種のモノクローナル抗体や、各種の生理活性物質や、その他、医薬品原料、化学原
料、食品原料等として有用な各種の有用物質を産生する細胞が好ましい。
【００２２】
　主槽２は、細胞を増殖又は生存維持させるための槽であり、ステンレス鋼、アルミニウ
ム合金、プラスチック（樹脂）、ガラス等の適宜の材料で形成することができる。ステン
レス鋼製の槽や容器は、洗浄性や滅菌性に優れており、繰り返しの使用に用いることがで
きる。樹脂製の槽や容器は、ディスポーザブル品としての使用が可能であり、洗浄装置、
滅菌装置等の設置を省略することができる。
【００２３】
　主槽２は、可撓性の培養バックとして設けることもできる。可撓性の培養バックは、デ
ィスポーザブル品としての使用が可能である。可撓性の培養バックは、例えば、エチレン
ビニルアセテート、エチレンビニルアルコール、低密度ポリエチレン、ポリアミド等の樹
脂製の多層フィルムを用いて形成することができる。
【００２４】
　図１に示すように、主槽２には、配管等を介して細胞分離器３が接続される。主槽２と
細胞分離器３の入口とは、移送配管５によって接続される。移送配管５は、主槽２の槽内
の細胞を含む液体を主槽２から細胞分離器３に送るための配管である。移送配管５には、
細胞を含む液体を主槽２と細胞分離器３との間で循環させる循環ポンプ９と、循環する液
体の流量ないし差圧を計測する流量センサ１４とが設置されている。
【００２５】
　細胞分離器３は、主槽２から排出された細胞を含む液体から、膜分離の原理で細胞を分
離する。細胞を含む液体は、細胞分離器３の入口から流入し、細胞の大きさに応じた孔径
を持つ分離膜によって膜分離処理される。分離膜を透過せず一次側に濃縮された細胞は、
細胞分離器３の一次側の出口から流出する。一方、分離膜を透過した低分子等を含む液体
は、細胞分離器３の二次側の出口から流出する。
【００２６】
　図１に示すように、細胞分離器３には、配管等を介して回収槽４が接続される。細胞分
離器３の二次側の出口と回収槽４とは、抜出配管７によって接続される。抜出配管７は、
細胞分離器３で細胞が分離された低分子等を、細胞分離器３から回収槽４に抜き出すため
の配管である。抜出配管７には、細胞分離器３の一次側の液体を吸引して透過液を回収槽
４に送る抜出ポンプ１０と、透過液の流量を調整する調整バルブ１３が設置されている。
【００２７】
　また、細胞分離器３の一次側の出口と主槽２とは、返送配管６によって接続される。返
送配管６は、細胞分離器３で分離された細胞を、細胞分離器３から主槽２に戻すための配
管である。主槽２、細胞分離器３、移送配管５及び返送配管６は、主槽２の槽内の細胞を
含む液体を主槽２から排出して細胞分離器３に送り細胞分離器３から主槽２に戻す循環路
を形成している。
【００２８】
　回収槽４は、細胞分離器３から抜き出された低分子等を含む液体を回収するための槽で



(7) JP 2021-45100 A 2021.3.25

10

20

30

40

50

あり、ステンレス鋼、アルミニウム合金、プラスチック（樹脂）、ガラス等の適宜の材料
で形成することができる。ステンレス鋼製の槽や容器は、洗浄性や滅菌性に優れており、
繰り返しの使用に用いることができる。樹脂製の槽や容器は、ディスポーザブル品として
の使用が可能であり、洗浄装置、滅菌装置等の設置を省略することができる。
【００２９】
　回収槽４は、可撓性の培養バックとして設けることもできる。可撓性の培養バックは、
ディスポーザブル品としての使用が可能である。また、回収槽４は、回収の目的に応じて
、細胞が産生した生産物を適温で保存するための温度調節装置、細胞が産生した生産物を
分離精製工程に送るための送液系統等を備えることができる。回収槽４は、細胞分離装置
１で細胞濃縮処理のみを行う場合、設置が省略されてもよい。
【００３０】
　図２は、細胞分離装置の主槽の構成例を示す模式図である。
　図２に示すように、細胞分離装置１の主槽２は、灌流培養に必要な機器、配管等を備え
ることによって、細胞を培養するための培養槽として用いることができる。
【００３１】
　培養槽としての主槽２は、培養液の温度を調節する温度調節装置２０や、培養液に空気
、酸素、窒素、二酸化炭素等を通気する通気装置２１や、攪拌装置を構成する攪拌翼２２
や、攪拌翼２２の回転運動を駆動するモータ２３や、槽内の培養環境や細胞の培養状態を
モニタリングするセンサ２４を備えることができる。
【００３２】
　また、主槽２は、細胞を培養するための液体培地が用意される培地容器２５と配管等を
介して接続することができる。主槽２に培地容器２５を接続する配管には、培地容器２５
の容器口を開閉して新鮮培地の必要時に培地容器２５を開状態にする開閉バルブ２６や、
培地容器２５に用意された液体培地を主槽２に送液する供給ポンプ２７を備えることがで
きる。
【００３３】
　また、主槽２は、槽内の培養環境や灌流培養の運転を制御する制御装置２８を備えるこ
とができる。制御装置２８は、センサ２４による計測、既定の運転スケジュール等に基づ
いて、温度調節装置２０の作動・停止や温度出力、通気装置２１の作動・停止や通気量、
モータ２３の作動・停止や回転数、開閉バルブ２６の開閉、供給ポンプ２７の作動・停止
や吐出量等を制御する。
【００３４】
　温度調節装置２０としては、例えば、ウォータージャケット、電熱ヒータ等を槽周囲に
備えることができる。通気装置２１としては、液中通気のための散気管、スパージャの他
に、気中通気のための通気管等を備えることができる。攪拌装置としては、攪拌翼２２を
備える機械攪拌式装置に代えて、振盪攪拌式装置、エアーフロー攪拌式装置等を用いるこ
ともできる。
【００３５】
　センサ２４としては、例えば、熱電対等の温度センサ、溶存酸素センサ、二酸化炭素セ
ンサ、ｐＨセンサ、静電容量計や吸光光度計等を用いたセルカウンタ等の一種以上を用い
ることができる。これらのセンサ２４は、主槽２の壁面や槽内等に備えることができる。
【００３６】
　このように主槽２を培養槽として用いると、細胞分離装置１で灌流培養を行うことがで
きる。灌流培養では、培地容器２５から主槽２に連続的に液体培地を供給し、主槽２の槽
内の培養液を細胞分離器３に循環させて、細胞分離器３から液体培地の供給量と略同量の
培養液を連続的又は逐次的に抜き出す。
【００３７】
　灌流培養中は、各種のセンサ２４で培養環境を計測することにより、所定の温度、ｐＨ
、溶存酸素濃度等となるように、温度調節装置２０や、炭酸ガス通気、溶存酸素通気、窒
素通気等を行う通気装置２１や、攪拌装置（２２，２３）等を制御する。灌流培養による
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と、主槽２で連続的に培養を行いつつ、生産物の回収や老廃物の除去を進めることが可能
できる。主槽２内の培養環境を一定に保つことができるため、細胞による物質の生産を行
う場合に、生産物の品質や生産量を安定させることができる。
【００３８】
　なお、細胞分離装置１の主槽２は、細胞懸濁液を溜める貯留槽として用いて、細胞濃縮
処理に利用することもできる。貯留槽としての主槽２は、細胞懸濁液の温度を調節する温
度調節装置や、細胞懸濁液に空気、酸素、窒素、二酸化炭素等を通気する通気装置や、攪
拌装置等を備えることができる。
【００３９】
　図３Ａは、中空糸膜フィルタを備える細胞分離器を示す模式図である。図３Ｂは、中空
糸膜フィルタの作用について説明する図である。図３Ｂは、図３ＡのＡ領域の中空糸膜フ
ィルタ３０を拡大した模式図である。
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、細胞分離装置１の細胞分離器３としては、中空糸膜フ
ィルタを備える内圧濾過方式の装置を用いることができる。
【００４０】
　図３Ａに示す細胞分離器３は、複数の中空糸膜フィルタ３０と、中空糸膜フィルタ３０
を収容するケーシング３１と、を備えている。ケーシング３１は、筒状に設けられており
、一端側に入口側ヘッダ３１ａ、他端側に出口側ヘッダ３１ｂが取り付けられている。ケ
ーシング３１の他端側には、流出口３１ｃが設けられている。
【００４１】
　入口側ヘッダ３１ａには、中空糸膜フィルタ３０の一次側の入口が設けられており、各
中空糸膜フィルタ３０の一端側が接続されている。また、出口側ヘッダ３１ｂには、中空
糸膜フィルタ３０の一次側の出口が設けられており、各中空糸膜フィルタ３０の他端側が
接続されている。
【００４２】
　中空糸膜フィルタ３０の内空は、入口側ヘッダ３１ａに設けられた一次側の入口と、出
口側ヘッダ３１ｂに設けられた一次側の出口とに、それぞれ連通している。入口側ヘッダ
３１ａには、移送配管５が接続され、出口側ヘッダ３１ｂには、返送配管６が接続される
。ケーシング３１の内部の空間には、中空糸膜フィルタ３０の二次側の出口となる流出口
３１ｃが開口している。流出口３１ｃには、抜出配管７が接続される。
【００４３】
　図３Ａに示す細胞分離器３では、主槽２から供給される液体が、入口側ヘッダ３１ａか
ら中空糸膜フィルタ３０の内空に流入して長さ方向に沿って流れる。中空糸膜フィルタ３
０の二次側が陰圧にされると、図３Ｂに示すように、中空糸膜フィルタ３０の細孔３２よ
りも小さい物質３３は、細孔３２を通じて一次側から二次側に透過して流出口３１ｃから
流出する。一方、細孔３２よりも大きい物質３４は、一次側から二次側に透過せず、中空
糸膜フィルタ３０の内空を長さ方向に沿って流れて出口側ヘッダ３１ｂから流出する。
【００４４】
　中空糸膜フィルタ３０の孔径は、細胞の大きさ（直径）の５分の１以下であることが好
ましい。このような孔径であると、サイズ分画用フィルタとしての一般的特性から、分離
の対象となる細胞について十分に高い阻止率を確保しつつ、細胞よりも小さい生産物、老
廃物等の低分子を高い透過率で分離することができる。中空糸膜フィルタ３０の孔径は、
細胞の大きさにもよるが、好ましくは５μｍ以下、より好ましくは２μｍ以下である。
【００４５】
　図４Ａは、接線流濾過方式の細胞分離器を示す模式図である。図４Ｂは、交互接線流濾
過方式の細胞分離器を示す模式図である。
　細胞分離に用いられる一般的な濾過方式としては、図４Ａに示すような接線流濾過（Ta
ngential Flow Filtration：ＴＦＦ）方式や、図４Ｂに示すような交互接線流濾過（Alte
rnating Tangential Flow Filtration：ＡＴＦ）方式がある。
【００４６】
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　図４Ａに示すＴＦＦ方式では、被処理液体が、中空糸膜フィルタ３０の接線方向に沿っ
て一方向に流され、二次側が陰圧にされることによってクロスフロー濾過される。一方、
図４Ｂに示すＡＴＦ方式では、被処理液体が、ダイアフラムポンプ３５によって吸引・放
出を交互に繰り返され、中空糸膜フィルタ３０の接線方向に沿って移動する間に、二次側
が陰圧にされることによってクロスフロー濾過される。
【００４７】
　ＡＴＦ方式によると、ダイアフラムポンプ３５が送液に用いられるため、ペリスタルテ
ィックポンプ等と比較して、送液動作による細胞へのダメージが少なくなる。しかし、Ａ
ＴＦ方式は、被処理液体の脈動が発生し易く、連続流による一定的な処理を行えない方式
であり、高流量を実現するにあたり、装置が高コストになる難点がある。
【００４８】
　一方、ＴＦＦ方式によると、連続流を用いて処理を一定的に進めることができるし、高
流量を比較的容易に実現できる利点がある。図３に示したように、内圧濾過方式で膜分離
処理を行うと、細胞分離の速度的効率が高められる。ＴＦＦ方式では、細胞を含む液体を
細胞分離器に送るポンプとして、高流量や連続流の確保が容易な遠心ポンプ等を用いるこ
とができる。
【００４９】
　しかし、細胞分離される細胞が循環する循環系は、流路が狭い箇所を有する細胞分離器
を備えている。図３に示したような、中空糸膜フィルタ３０の内空や、入口側ヘッダ３１
ａや出口側ヘッダ３１ｂの内部は、送液に用いられる一般的な配管と比較して、流路断面
積が小さい箇所となる。これらの箇所に高流量の液体が流入すると、流速が大幅に上昇し
、大きなせん断応力が発生するため、細胞へのダメージが問題となる。
【００５０】
　図５は、細胞分離器への流量と細胞の生存率との関係の解析結果を示す図である。
　図５には、主槽２から排出させた細胞を細胞分離器３で分離して主槽２に戻す循環路に
、チャイニーズハムスター卵巣細胞（ＣＨＯ細胞）の培養液を循環させたときの、細胞分
離器３への循環流量の変化に対する生細胞数（生存率）の変化を解析した結果を示す。
【００５１】
　図５に示すように、流量が３０ｍＬ／ｍｉｎ以下であると、循環を開始して１日後の生
存率が、循環開始前の数値に近い高生存率に保たれている。一方、流量が３０ｍＬ／ｍｉ
ｎより高いと、循環を開始して１日後の生存率が、大きく低下している。流路が狭い箇所
を有する細胞分離器３に、細胞を含む液体が高流量で送られると、生細胞数が減少するこ
とが確認できる。
【００５２】
　図６は、細胞を含む液体の送液に使用可能な遠心ポンプの横断面図である。図７は、細
胞を含む液体の送液に使用可能な遠心ポンプの縦断面図である。
　図６及び図７に示すように、主槽２から排出させた細胞を細胞分離器３で分離して主槽
２に戻す循環路には、細胞を含む液体を循環させる循環ポンプ（送液装置）９として、高
流量や連続流の確保が容易な遠心ポンプ４０を用いることができる。
【００５３】
　遠心ポンプ４０は、インペラ４１と、インペラ４１を収容するチャンバが内部に設けら
れたケーシング４２と、チャンバ内に液体を吸い込むインレット４３と、チャンバ内から
液体を吐き出すアウトレット４４と、インペラ４１に回転動力を伝達するシャフト４５と
、シャフト４５の回転を駆動するモータ４６と、を備えている。
【００５４】
　ケーシング４２は、概略形状が中空円盤状であり、内部に渦巻き形のチャンバが設けら
れている。インペラ４１は、側板を持たない開放型であり、ケーシング４２内のチャンバ
に収容されている。インレット４３は、ケーシング４２の上部の中央付近に開口している
。アウトレット４４は、ケーシング４２の側部から接線状に延びたポートの先端に開口し
ている。
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【００５５】
　インペラ４１の中心は、シャフト４５の先端に固定されている。シャフト４５の基端は
、回転可能にモータ４６に連結されている。モータ４６が作動すると、インペラ４１が回
転運動して、インレット４３から液体が吸い込まれる。吸い込まれた液体は、インペラ４
１によってチャンバ内で昇圧されて、アウトレット４４から吐き出される。
【００５６】
　遠心ポンプ４０によると、細胞を含む液体を高流量で連続的に循環させることができる
ため、細胞分離器３への通液量を多くして、効率的な灌流培養や細胞分離を行うことがで
きる。
【００５７】
　但し、遠心ポンプは、液体の送液開始時に、定常運転時と比較して過剰な回転数を要し
、回転数に比例して吐出量が過大となる一般的特性を有している。流路が狭い箇所を有す
る細胞分離器３に高流量の液体が流入すると、流速が大幅に上昇し、大きなせん断応力が
発生するため、送液開始時において、細胞へのダメージが顕著になる。
【００５８】
　図８は、ポンプの回転数と細胞分離器への流量との関係を示す図である。
　図８には、主槽２から排出させた細胞を細胞分離器３で分離して主槽２に戻す循環路に
、細胞を含む液体を循環させる循環ポンプ（送液装置）９として、遠心ポンプを設置した
ときの、ポンプの回転数の変化に対する細胞分離器３への循環流量の変化を計測した結果
を示す。
【００５９】
　図８に示すように、この試験系において、遠心ポンプは、液体の循環を開始するのに、
６０００ｒｐｍ弱の回転数を要している。遠心ポンプによる送液開始の直後には、液体が
循環路を一周してなく、液体の循環が開始していない。しかし、回転数が６０００ｒｐｍ
弱になると、細胞分離器３への循環流量が急激に立ち上がっている。６０００ｒｐｍの回
転数において、細胞分離器３への循環流量は、２２２ｍＬ／ｍｉｎに上昇している。
【００６０】
　遠心ポンプの吐出量や揚程は、回転数に比例して上昇するが、循環路で液体の循環を開
始させるためには、大きな始動出力が必要である。液体が循環し始める前の送液開始時に
は、循環路に液体が満たされていないため、サイフォンが未形成である。液体の循環を開
始させるためには、液体を慣性力に逆らって加速させることや、細胞分離器３等の高さま
で揚水することが必要である。
【００６１】
　一方、液体が一周して循環し始めた後の循環運転中には、液体の慣性やサイフォンが働
くため、回転数をある程度下げても、液体が循環し続ける。そのため、液体の循環を開始
させる際には、定常運転時と比較して過剰な回転数を要することになる。回転数に比例し
て吐出量が大きくなるが、液体の循環が開始した後には、高圧が加わるため、遠心ポンプ
の回転数を下げる必要がある。
【００６２】
　このようなポンプ自体の特性は、細胞分離される細胞が循環する循環系において、細胞
へのダメージを大きくする要因となる。そこで、細胞分離装置１では、主槽２と細胞分離
器３との間に液体が循環し始める前の送液開始時と、主槽２と細胞分離器３との間に液体
が循環し始めた後の循環運転中とで、液体の流路を切り替えて細胞分離処理を行う。
【００６３】
　図１に示すように、迂回配管８は、移送配管５から返送配管６に細胞分離器３を迂回し
て接続される。迂回配管８は、主槽２から排出された細胞を含む液体を、細胞分離器３に
流入させず、細胞分離器３を迂回させて主槽２に戻すための配管である。迂回配管８は、
循環的な送液の観点からは、移送配管５上の循環ポンプ９よりも下流から分岐するように
設けることが好ましい。
【００６４】
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　迂回配管８の内径は、細胞分離器３内の流路の内径よりも大きく設けられる。迂回配管
８の内径は、細胞分離器３内の流路の断面積で換算して得られる流路の内径の２倍以上で
あることが好ましく、５倍以下であることが好ましい。迂回配管８がこのような内径であ
ると、液体の循環に長い時間をかけず、迂回配管８の側における流速を十分に抑制するこ
とができる。流路の断面積で換算した内径値は、その流路の断面積と等しい面積を持つ円
の直径を計算して求めることができる。
【００６５】
　図１に示すように、細胞分離装置１は、主槽２から排出された液体の流路を細胞分離器
３と迂回配管８との間で切り替える流路切替装置として、第１バルブ１１と、第２バルブ
１２と、を備えている。第１バルブ１１は、移送配管５上の迂回配管８の接続点よりも下
流、且つ、細胞分離器３よりも上流に設けられている。第２バルブ１２は、迂回配管８に
設けられている。
【００６６】
　細胞分離装置１において、主槽２と細胞分離器３との間に液体が循環し始める前の送液
開始時には、第１バルブ１１を閉じ、第２バルブ１２を開いて、迂回配管８の側に流路を
切り替える。このような切り替えにより、主槽２から排出された液体を、細胞分離器３に
送らず、迂回配管８を通じて主槽２に戻す。
【００６７】
　迂回配管８の側に流路を切り替えた運転は、循環ポンプ９の起動後、少なくとも液体が
一周して循環路に満たされるまで行う。このような運転は、液体が一周して循環路に満た
された後、細胞分離器３への循環流量が安定するまで行うことが好ましい。
【００６８】
　一方、細胞分離装置１において、主槽２と細胞分離器３との間に液体が循環し始めた後
の循環運転中には、第１バルブ１１を開き、第２バルブ１２を閉じて、細胞分離器３の側
に流路を切り替える。このような切り替えにより、主槽２から排出された液体を、細胞分
離器３に送り、分離された細胞を主槽２に戻す。
【００６９】
　細胞分離器３の側に流路を切り替えた運転は、循環ポンプ９の回転数や吐出量を、定常
運転時の回転数や吐出量に下げてから行うことが好ましい。定常運転時の回転数や吐出量
としては、送液開始時よりも低い適宜の条件に設定することができるが、細胞が実質的に
ダメージを受けない条件であることが好ましい。細胞分離器３の側への切り替えは、流量
センサ１４によって計測される循環流量が、所定流量を超えたとき、所定流量を超えた状
態が所定時間持続したとき等に行うことができる。
【００７０】
　循環路を流される液体の流量は、主槽２と細胞分離器３との間に液体が循環し始める前
の送液開始時には、３０ｍＬ／ｍｉｎを超える流量であることが好ましい。このような流
量であると、細胞分離器３への通液量が多くなり、細胞分離処理の効率が向上する。流路
が狭い箇所を有する細胞分離器３に液体を流入させた場合に、大きなせん断応力が発生し
て細胞へのダメージが顕著になるが、迂回配管８の側に流路を切り替える運転がより有効
になる。
【００７１】
　また、循環路を流される液体の流量は、主槽２と細胞分離器３との間に液体が循環し始
めた後の循環運転中には、３０ｍＬ／ｍｉｎ以下の流量であることが好ましい。このよう
な流量であると、流路が狭い箇所を有する細胞分離器３に液体を流入させたとしても、大
きなせん断応力が発生せず、細胞へのダメージがより低減するため、生細胞数をより高く
保つことができる。
【００７２】
　なお、図１において、流路切替装置としては、第１バルブ１１と、第２バルブ１２と、
が備えられている。第１バルブ１１と第２バルブ１２によると、流路を簡単な機器構成で
独立的に制御することができる。但し、流路切替装置としては、移送配管５上の迂回配管
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８の接続点に、三方弁等を備えてもよい。
【００７３】
　移送配管５、返送配管６、迂回配管８及び抜出配管７は、ステンレス鋼等の金属や、シ
リコンゴム等の樹脂等の適宜の材料で形成することができる。金属製の配管は、蒸気滅菌
等で滅菌が可能であり、繰り返し使用することができる。樹脂製の配管は、ガンマ線滅菌
、紫外線滅菌等で滅菌が可能であり、ディスポーザブル品としての使用も可能である。
【００７４】
　主槽２及び回収槽４のうちの一以上は、樹脂製の槽や容器であることが好ましい。また
、移送配管５、返送配管６、迂回配管８及び抜出配管７のうちの一以上は、樹脂製の配管
であることが好ましい。樹脂製の槽・容器や配管は、ディスポーザブル品としての使用が
可能であるため、コンタミネーションのリスクを低減することができるし、洗浄装置、滅
菌装置等の設置を省略することができる。
【００７５】
　移送配管５、返送配管６、迂回配管８及び抜出配管７のうちの一以上は、主槽２、回収
槽４、循環ポンプ９等に対してや配管同士が、無菌コネクタで接続されていることが好ま
しい。配管が無菌コネクタで接続される形態であると、接続後の滅菌が不要になるため、
ディスポーザブル品を容易に利用することができる。
【００７６】
　無菌コネクタとしては、配管内の無菌状態を維持したまま接続可能な各種のコネクタを
用いることができる。無菌コネクタとしては、例えば、接続後に除去可能な隔膜を備えた
コネクタや、嵌合、螺合等の接続動作又は操作で開く隔壁を備えたコネクタや、接続動作
で破壊されるシールを備えたコネクタ等が挙げられる。
【００７７】
　以上の細胞分離装置１によると、迂回配管８が備えられているため、細胞分離器３への
循環流量が過大となる送液開始時に、細胞を含む液体を、細胞分離器３に流入させず、細
胞分離器３を迂回させることができる。流路が狭い箇所を有する細胞分離器３に、高流量
の液体が流入しなくなるため、送液開始時に細胞へのダメージが低減される細胞分離処理
が可能になる。細胞の損傷が少なくなり、細胞由来の不純物が低減するため、より高い生
細胞数を維持しながら灌流培養や細胞濃縮処理を継続して、高品質の生産物や細胞濃縮液
を効率的に得ることができる。
【００７８】
　以上、本発明について説明したが、本発明は、前記の実施形態に限定されるものではな
く、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。例えば、本発明は
、必ずしも前記の実施形態が備える全ての構成を備えるものに限定されない。或る実施形
態の構成の一部を他の構成に置き換えたり、或る実施形態の構成の一部を他の形態に追加
したり、或る実施形態の構成の一部を省略したりすることができる。
【００７９】
　例えば、前記の細胞分離装置１は、主槽、回収槽、細胞分離器等の形状・型式や、送液
装置、バルブ等の機器の型式・配置や、配管の接続等が、発明の趣旨を逸脱しない限り、
特に制限されるものではない。循環ポンプ９としては、ガス圧で送液を駆動する加圧ポン
プ等を備えてもよい。加圧ポンプは、密閉された主槽２に高圧ガスを無菌的に供給し、細
胞を含む液体が、所定の高圧に調整された主槽１内と下流側との圧力差によって移送され
るように構成される。加圧ポンプによると、移送される液体が送液装置に接触しないため
、コンタミネーションのリスクを低減することができる。
【実施例】
【００８０】
　以下、実施例を示して本発明について具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれ
に限定されるものではない。
【００８１】
＜実施例１：灌流培養＞
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　循環系における送液開始時に、細胞分離器を迂回させる細胞分離方法を用いて、ＣＨＯ
細胞の灌流培養を行った。
【００８２】
　図９は、実施例１で用いた細胞分離装置を示す模式図である。
　灌流培養には、新鮮培地を用意した培地容器２５を主槽２に接続した図９に示す細胞分
離装置を用いた。主槽２としては、容量が１Ｌの培養容器を用いた。培養条件は、灌流培
養中に、３７℃、ｐＨ７．２、溶存酸素濃度：２．７ｐｐｍの一定値に制御した。
【００８３】
　図１０は、実施例１の細胞分離方法を示すフローチャートである。
　図１０に示すように、はじめに、主槽２において、ＣＨＯ細胞が所定の細胞密度になる
まで回分培養を行った（ステップＳ１０）。細胞密度が所定値に達した時点で、第１バル
ブ１１を閉じ、第２バルブ１２を開いて、迂回配管８の側に流路を切り替えた（ステップ
Ｓ１１）。
【００８４】
　続いて、循環ポンプ９を起動して、主槽２の槽内の培養液の排出を開始した（ステップ
Ｓ１２）。次いで、循環ポンプ９の回転数を上げて、迂回配管８を経由する流路で培養液
の循環を開始させた（ステップＳ１３）。
【００８５】
　続いて、培養液が一周して循環路に満たされ、培養液の循環が開始した時点で、循環ポ
ンプ９の回転数を下げて、吐出量を低下させた（ステップＳ１４）。そして、循環ポンプ
９の運転中に、第１バルブ１１を開き、第２バルブ１２を閉じて、細胞分離器３の側に流
路を切り替えた（ステップＳ１５）。
【００８６】
　続いて、抜出ポンプ１０と供給ポンプ２７を起動した（ステップＳ１６）。そして、細
胞分離器３で細胞分離処理しながら、主槽２で灌流培養を行った（ステップＳ１７）。灌
流条件は、培養液の循環流量：２０ｍＬ／ｍｉｎ、灌流率：１ｖｖｄ（新鮮培地容量／培
養液容量／日）に制御した。
【００８７】
＜実施例２：細胞濃縮＞
　循環系における送液開始時に、細胞分離器を迂回させる細胞分離方法を用いて、ＣＨＯ
細胞の細胞濃縮処理を行った。細胞濃縮処理は、細胞密度を高め、不純物である低分子等
を除去する処理であり、細胞治療用の細胞の調製に有効である。
【００８８】
　図１１は、実施例２で用いた細胞分離装置を示す模式図である。
　細胞濃縮には、主槽２に攪拌装置を構成する攪拌翼２２とモータ２３を備え、回収槽４
を省略した図１１に示す細胞分離装置を用いた。
【００８９】
　図１２は、実施例２の細胞分離方法を示すフローチャートである。
　図１２に示すように、はじめに、第１バルブ１１を閉じ、第２バルブ１２を開いて、迂
回配管８の側に流路を切り替えた（ステップＳ２０）。
【００９０】
　続いて、循環ポンプ９を起動して、主槽２の槽内の細胞懸濁液の排出を開始した（ステ
ップＳ２１）。次いで、循環ポンプ９の回転数を上げて、迂回配管８を経由する流路で細
胞懸濁液の循環を開始させた（ステップＳ２２）。
【００９１】
　続いて、細胞懸濁液が一周して循環路に満たされ、細胞懸濁液の循環が開始した時点で
、循環ポンプ９の回転数を下げて、吐出量を低下させた（ステップＳ２３）。そして、循
環ポンプ９の運転中に、第１バルブ１１を開き、第２バルブ１２を閉じて、細胞分離器３
の側に流路を切り替えた（ステップＳ２４）。
【００９２】
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　続いて、抜出ポンプ１０を起動した（ステップＳ２５）。そして、細胞分離器３で細胞
分離処理して、主槽２に細胞濃縮させた（ステップＳ２６）。濃縮条件は、細胞懸濁液の
循環流量：２０ｍＬ／ｍｉｎ、細胞懸濁液の抜出量：１０ｍＬ／ｈに制御した。
【００９３】
＜実施例３：濃縮流加培養＞
　循環系における送液開始時に、細胞分離器を迂回させる細胞分離方法を用いて、ＣＨＯ
細胞の濃縮流加培養を行った。濃縮流加培養は、新鮮培地の供給の下で、細胞密度を高め
、不純物である低分子等を除去する処理であり、抗体産生細胞による抗体医薬の製造にお
いて、種培養の工程に有効である。灌流培養とは異なり、引抜量を抑制することで、細胞
密度の更なる高密度化が可能であり、種培養槽を小型化することができる処理である。
【００９４】
　図１３は、実施例３で用いた細胞分離装置を示す模式図である。
　濃縮流加培養には、新鮮培地を用意した培地容器２５を主槽２に接続し、回収槽４を省
略した図１３に示す細胞分離装置を用いた。主槽２としては、容量が１Ｌの培養容器を用
いた。培養条件は、濃縮流加培養中に、３７℃、ｐＨ７．２、溶存酸素濃度：２．７ｐｐ
ｍの一定値に制御した。
【００９５】
　図１４は、実施例３の細胞分離方法を示すフローチャートである。
　図１４に示すように、はじめに、主槽２において、ＣＨＯ細胞が所定の細胞密度になる
まで回分培養を行った（ステップＳ３０）。細胞密度が所定値に達した時点で、第１バル
ブ１１を閉じ、第２バルブ１２を開いて、迂回配管８の側に流路を切り替えた（ステップ
Ｓ３１）。
【００９６】
　続いて、循環ポンプ９を起動して、主槽２の槽内の培養液の排出を開始した（ステップ
Ｓ３２）。次いで、循環ポンプ９の回転数を上げて、迂回配管８を経由する流路で培養液
の循環を開始させた（ステップＳ３３）。
【００９７】
　続いて、培養液が一周して循環路に満たされ、培養液の循環が開始した時点で、循環ポ
ンプ９の回転数を下げて、吐出量を低下させた（ステップＳ３４）。そして、循環ポンプ
９の運転中に、第１バルブ１１を開き、第２バルブ１２を閉じて、細胞分離器３の側に流
路を切り替えた（ステップＳ３５）。
【００９８】
　続いて、抜出ポンプ１０と供給ポンプ２７を起動した（ステップＳ３６）。そして、細
胞分離器３で細胞分離処理しながら、主槽２で濃縮流加培養を行った（ステップＳ３７）
。濃縮条件は、培養液の循環流量：２０ｍＬ／ｍｉｎ、灌流率：１ｖｖｄ（新鮮培地容量
／培養液容量／日）に制御した。
【符号の説明】
【００９９】
１　　　細胞分離装置
２　　　主槽
３　　　細胞分離器
４　　　回収槽
５　　　移送配管
６　　　返送配管
７　　　抜出配管
８　　　迂回配管
９　　　循環ポンプ（送液装置）
１０　　抜出ポンプ
１１　　第１バルブ（流路切替装置）
１２　　第２バルブ（流路切替装置）
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１３　　調整バルブ
１４　　流量センサ
２０　　温度調節装置
２１　　通気装置
２２　　攪拌翼
２３　　モータ
２４　　センサ
２５　　培地容器
２６　　開閉バルブ
２７　　供給ポンプ
２８　　制御装置
３０　　中空糸膜フィルタ
３１　　ケーシング
３１ａ　入口側ヘッダ
３１ｂ　出口側ヘッダ
３１ｃ　流出口
３２　　細孔
３３　　小さい物質
３４　　大きい物質
３５　　ダイアフラムポンプ
４０　　遠心ポンプ
４１　　インペラ
４２　　ケーシング
４３　　インレット
４４　　アウトレット
４５　　シャフト
４６　　モータ
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【図１】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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