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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面が被覆された多孔膜によるタンパク質の精
製方法であって、
　前記多孔膜の形状が中空糸膜であり、
　前記多孔膜の一方の面から他方の面に吸着対象タンパク質を含有する原液を通液させ、
該吸着対象タンパク質を前記高分子に吸着させる吸着工程と、
　前記多孔膜に溶出液を通液させ、前記高分子に吸着された前記吸着対象タンパク質を該
溶出液へ溶出させる溶出工程とを含み、
　前記溶出工程において、少なくとも１種の溶出液を前記他方の面から前記一方の面に通
液させて、前記吸着工程における前記原液の通液方向とは反対方向に通液する、タンパク
質の精製方法。
【請求項２】
　前記溶出液が、塩を含む水溶液、ｐＨが調整された水溶液、水、有機溶剤、及びこれら
の混合溶液からなる群から選ばれる、請求項１に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項３】
　前記溶出工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の順方向及び反対方
向に前記溶出液を通液する、請求項１又は２に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項４】
　前記高分子が前記基材表面にグラフトされ、かつ、前記高分子のグラフト率が５％以上
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２００％以下である、請求項１乃至３のいずれか１項に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項５】
　前記高分子のグラフト率が３０％以上９０％以下である、請求項４に記載のタンパク質
の精製方法。
【請求項６】
　前記多孔膜がイオン交換膜であり、かつ、前記溶出液が塩を含む水溶液又はｐＨが調整
された水溶液を含む、請求項１乃至５のいずれか１項に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項７】
　前記多孔膜の多層度が１．１以上である、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のタン
パク質の精製方法。
【請求項８】
　前記多孔膜が、弱塩基性陰イオン交換膜又は弱酸性陽イオン交換膜であり、かつ、
　前記溶出工程が、
　前記吸着対象タンパク質の等電点と前記多孔膜の等電点の間以外にｐＨが調整された水
溶液を通液する工程、及び、
　塩を含む水溶液を通液する工程、を含み、
　いずれかの工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向とは反対方向に通
液する、請求項６又は７に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項９】
　ｐＨが調整された水溶液を通液する前記工程、及び、塩を含む水溶液を通液する前記工
程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の反対方向に通液する、請求項８
に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項１０】
　前記多孔膜が、弱塩基性陰イオン交換膜又は弱酸性陽イオン交換膜であり、かつ、
　前記溶出工程が、
　塩を含む水溶液を通液する第一の工程、
　前記吸着対象タンパク質の等電点と前記多孔膜の等電点の間以外にｐＨが調整された水
溶液を通液する第二の工程、及び、
　塩を含む水溶液を通液する第三の工程、を含み、
　前記第一の工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の順方向に通液し
、
　前記第二の工程及び前記第三の工程において、吸着工程における前記原液の通液方向の
反対方向に通液する、請求項６又は７に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項１１】
　前記溶出液が前記吸着対象タンパク質の安定ｐＨで調整される、請求項１乃至１０のい
ずれか１項に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項１２】
　前記溶出液が０．３ｍｏｌ／Ｌ以上の中性塩を含む水溶液である、請求項１乃至１１の
いずれか１項に記載のタンパク質の精製方法。
【請求項１３】
　前記多孔膜が、液体又は蒸気により湿潤化した状態で５０～１１０℃に加熱する処理を
行って製造される、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のタンパク質の精製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面が被覆された多孔膜によるタン
パク質の精製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、バイオテクノロジー産業において、タンパク質を効率的に大量産生及び大量精製
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することができる技術の確立が望まれている。
【０００３】
　一般的に、タンパク質は、動物由来の細胞株や大腸菌などの菌体を使用した培養によっ
て産生されるので、目的とするタンパク質（以下、「目的タンパク質」と記載する場合が
ある。）を培養液から分離し、かつ精製する必要がある。特に抗体を利用した医薬品（抗
体医薬品）を実用化するためには、細胞デブリなどの濁質成分、及び細胞由来の溶存する
タンパク質などの非濁質成分を細胞培養液から除去し、人間の治療用途にとって十分な純
度にまで精製する必要がある。該精製工程において、タンパク質吸着多孔膜又はビーズ（
粒子状の吸着材）などのタンパク質吸着材が用いられる。
　このようなタンパク質吸着材として、特許文献１乃至５及び非特許文献１に記載される
ようなタンパク質吸着多孔膜が挙げられる。
【０００４】
　最近、抗体医薬品への需要が急速に増加しており、抗体医薬品となるタンパク質の大量
産生が指向されている。そして、培養技術の急速な進歩に伴い、精製工程の能力向上も課
題となっており、特に、高流速処理が可能であるタンパク質吸着多孔膜の能力向上に期待
が寄せられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／０５４２２６号
【特許文献２】特開２００９－５３１９１号公報
【特許文献３】特表２００６－５１９２７３号公報
【特許文献４】米国特許第６７８０３２７号明細書
【特許文献５】米国特許第５５４７５７５号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｋｙｏｉｃｈｉ　Ｓａｉｔｏ，ＣＨＡＲＧＥＤ　ＰＯＬＹＰＥＲ　ＢＲ
ＵＳＨ　ＧＲＡＦＴＥＤ　ＯＮＴＯ　ＰＯＲＯＵＳ　ＨＯＬＬＯＷ－ＦＩＢＥＲ　ＭＥＭ
ＢＲＡＮＥ　ＩＭＰＲＯＶＥＳ　ＳＥＰＡＲＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＲＥＡＣＴＩＯＮ　Ｉ
Ｎ　ＢＩＯＴＥＣＮＯＬＯＧＹ，Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＥＮＧＬＡＮＤ，Ｔａｙｌａｒ　＆　Ｆｒａｎｃｉｓ，２００２，３
７（３），５３５－５５４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一般的に、タンパク質吸着多孔膜は、吸着対象となるタンパク質を含有する原液（以下
、「原液」と記載する場合がある。）をタンパク質吸着多孔膜に通液し、タンパク質を吸
着させた後、吸着したタンパク質（以下、「被吸着タンパク質」と記載する場合がある。
）を溶出させ、精製の目的を果たすと廃棄される。しかし精製工程の能力向上を目的とし
て、繰り返し使用の要求がある。
【０００８】
　従来技術の処理によってタンパク質吸着多孔膜を再生させ、使用を繰り返していくと、
徐々に吸着能力が低下していく傾向がある。
　また、上述したように、近年は大量生産、大量精製の需要から、タンパク質吸着多孔膜
の吸着能力をより大きくすることが望まれている。吸着能力を大きくする方法として、限
られた膜の細孔表面にタンパク質を多層に吸着させる方法が有効であるが、より多くのタ
ンパク質を限られた膜の細孔表面に多層に吸着させればさせるほど、タンパク質吸着多孔
膜を再生させ、使用を繰り返す際の吸着能力が低下するという課題がより顕著になる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　吸着能力の低下の原因の一つは、全ての被吸着タンパク質が完全には溶出されないこと
である。そこで、被吸着タンパク質の溶出効率を上げることができれば、タンパク質吸着
多孔膜を再生し、繰返し使用することによる吸着能力の低下を抑制することが可能となる
。
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、少なくとも１種の溶出液
を、吸着工程における吸着対象タンパク質を含有する原液の通液方向とは反対方向に通液
することにより、上記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成した。加
えて、本発明者らは、多層にタンパク質を吸着するタンパク質吸着多孔膜で、上記手段が
より効果的に作用することを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
　すなわち、本発明は以下のとおりである。
［１］
　タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面が被覆された多孔膜によるタンパク質の精
製方法であって、
　前記多孔膜に吸着対象タンパク質を含有する原液を通液させ、該吸着対象タンパク質を
前記高分子に吸着させる吸着工程と、
　前記多孔膜に溶出液を通液させ、前記高分子に吸着された前記吸着対象タンパク質を該
溶出液へ溶出させる溶出工程とを含み、
　前記溶出工程において、少なくとも１種の溶出液を、前記吸着工程における前記原液の
通液方向とは反対方向に通液する、タンパク質の精製方法。
［２］
　前記溶出液が、塩を含む水溶液、ｐＨが調整された水溶液、水、有機溶剤、及びこれら
の混合溶液からなる群から選ばれる、［１］に記載のタンパク質の精製方法。
［３］
　前記溶出工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の順方向及び反対方
向に前記溶出液を通液する、［１］又は［２］に記載のタンパク質の精製方法。
［４］
　前記高分子が前記基材表面にグラフトされ、かつ、前記高分子のグラフト率が５％以上
２００％以下である、［１］乃至［３］のいずれかに記載のタンパク質の精製方法。
［５］
　前記高分子のグラフト率が３０％以上９０％以下である、［４］に記載のタンパク質の
精製方法。
［６］
　前記多孔膜がイオン交換膜であり、かつ、前記溶出液が塩を含む水溶液又はｐＨが調整
された水溶液を含む、［１］乃至［５］のいずれかに記載のタンパク質の精製方法。
［７］
　前記多孔膜の多層度が１．１以上である、［１］乃至［６］のいずれかに記載のタンパ
ク質の精製方法。
［８］
　前記多孔膜が、弱塩基性陰イオン交換膜又は弱酸性陽イオン交換膜であり、かつ、
　前記溶出工程が、
　前記吸着対象タンパク質の等電点と前記多孔膜の等電点の間以外にｐＨが調整された水
溶液を通液する工程、及び、
　塩を含む水溶液を通液する工程、を含み、
　いずれかの工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向とは反対方向に通
液する、［６］又は［７］に記載のタンパク質の精製方法。
［９］
　ｐＨが調整された水溶液を通液する前記工程、及び、塩を含む水溶液を通液する前記工
程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の反対方向に通液する、［８］に
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記載のタンパク質の精製方法。
［１０］
　前記多孔膜が、弱塩基性陰イオン交換膜又は弱酸性陽イオン交換膜であり、かつ、
　前記溶出工程が、
　塩を含む水溶液を通液する第一の工程、
　前記吸着対象タンパク質の等電点と前記多孔膜の等電点の間以外にｐＨが調整された水
溶液を通液する第二の工程、及び、
　塩を含む水溶液を通液する第三の工程、を含み、
　前記第一の工程において、前記吸着工程における前記原液の通液方向の順方向に通液し
、
　前記第二の工程及び前記第三の工程において、吸着工程における前記原液の通液方向の
反対方向に通液する、［６］又は［７］に記載のタンパク質の精製方法。
［１１］
　前記溶出液が前記吸着対象タンパク質の安定ｐＨで調整される、［１］乃至［１０］の
いずれかに記載のタンパク質の精製方法。
［１２］
　前記溶出液が０．３ｍｏｌ／Ｌ以上の中性塩を含む水溶液である、［１］乃至［１１］
のいずれかに記載のタンパク質の精製方法。
［１３］
　前記多孔膜が、液体又は蒸気により湿潤化した状態で５０～１１０℃に加熱する処理を
行って製造される、［１］乃至［１２］のいずれかに記載のタンパク質の精製方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、タンパク質吸着多孔膜を用いたタンパク質の精製方法において、タン
パク質の吸着能力の低下を抑制する、被吸着タンパク質の溶出方法を提供することができ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施
形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる
。
【００１４】
　本実施形態のタンパク質の精製方法は、吸着工程と、溶出工程とを含み、溶出工程にお
いて、少なくとも１種の溶出液を、吸着工程における吸着対象タンパク質を含有する原液
の通液方向とは反対方向に通液する方法である。
　本実施形態において用いられる多孔膜は、基材と、該基材の表面に被覆されたタンパク
質吸着能を有する高分子と、を含む膜であり、「タンパク質吸着多孔膜」と記載する場合
がある。
　なお、本実施形態においては、「タンパク質吸着多孔膜」とは、モノリスと呼ばれる、
中空部を１本あるいは複数本有する円筒状の多孔質焼結体に、タンパク質吸着能を有する
高分子が被覆された形態をも含む概念として用いている。したがって、本実施形態におい
ては、「タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面が被覆された多孔膜」とは、タンパ
ク質吸着能を有する高分子で表面が被覆された、モノリス（中空円筒状の多孔質焼結体）
をも包含する。
　本実施形態においては、「タンパク質吸着多孔膜」との記載による例示により、かかる
高分子で被覆されたモノリス（中空円筒状の多孔質焼結体）についてもその要旨の範囲内
に包含する。
【００１５】
　本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜に吸着対象タンパク質を含有する原液を通
液することによって、吸着対象タンパク質がタンパク質吸着多孔膜に吸着する。吸着対象
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タンパク質を含有する原液とは、タンパク質吸着多孔膜に吸着するタンパク質を含む溶液
であり、該膜を通過する前の溶液を意味する。
　本実施形態においては、該膜を通過した後の溶液は「透過液」と記載する。
　通常、医薬品を製造する際の実製造ラインでは、原液には、目的タンパク質の他に、不
用なタンパク質、菌体、ウイルス、濁質成分などが含まれる。前処理によって、原液から
濁質成分かつ／または菌体が除かれる場合もある。本実施形態においては、目的タンパク
質を吸着対象としてタンパク質吸着多孔膜に吸着させ、その他の成分を透過させたのち、
目的タンパク質のみを溶出させて回収する精製方法であってもよく、その他のタンパク質
（例えば不用なタンパク質）を吸着対象として吸着させ、目的タンパク質を透過させて回
収する精製方法であってもよい。すなわち、「吸着対象タンパク質」とは、タンパク質吸
着多孔膜に吸着するタンパク質であり、目的タンパク質に限定されるものではない。精製
方法に応じて、目的タンパク質でもよく、不用なタンパク質でもよい。また、原液に含ま
れる吸着対象タンパク質は１種であってもよく、またそれ以上であってもよい。
【００１６】
　本実施形態において、「吸着」とは、タンパク質がタンパク質吸着多孔膜の細孔表面と
の相互作用によってくっつくことを意味し、ただ単に接触しているだけの「付着」とは区
別する。
【００１７】
　本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜に、吸着対象タンパク質を含有する原液を
通液して、吸着対象タンパク質を吸着させる工程を、「吸着工程」と記載する場合がある
。
【００１８】
　続いて、タンパク質吸着多孔膜に「付着」する成分（すなわち、吸着対象ではないタン
パク質（非吸着タンパク質）や濁質成分）を洗い流す工程が行われることがある。この工
程を「洗浄工程」と記載し、後述の「溶出工程」とは区別する。洗浄工程によって、タン
パク質吸着多孔膜表面には、「吸着」したタンパク質が存在する。
【００１９】
　最後に、タンパク質吸着多孔膜に吸着される被吸着タンパク質は、溶出液によりタンパ
ク質吸着多孔膜より溶出され回収される。ここでいう溶出液とは、被吸着タンパク質を溶
出させるための液であり、タンパク質吸着多孔膜を通過して出てきた溶液の意味では用い
ていない。
　本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜に、溶出液を通液して、被吸着タンパク質
をタンパク質吸着多孔膜から溶出させる工程を、「溶出工程」と記載する場合がある。
　本実施形態においては、溶出工程とは、タンパク質吸着多孔膜から被吸着タンパク質が
溶出されるだけではなく、タンパク質吸着多孔膜を再生するために、溶出液を通液する工
程であってもよい。すなわち、溶出工程における、被吸着タンパク質の溶出液における含
有量は特に問題とされない。
　溶出工程において、少なくとも１種の溶出液を、吸着工程における原液の通液方向とは
反対方向に通液することにより、タンパク質を精製し、タンパク質吸着多孔膜を再生する
ことができる。
　本実施形態においては、タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面が被覆された多孔
膜によるタンパク質の精製方法において、タンパク質の吸着能力の低下を抑制する、被吸
着タンパク質の溶出方法を提供するだけではなく、被吸着タンパク質の溶出は、タンパク
質吸着多孔膜の再生処理の一部であるので、タンパク質吸着多孔膜の再生方法を提供する
ことができると言い換えることもできる。
【００２０】
　本実施形態のタンパク質の精製方法におけるメカニズムの詳細は不明であるが、以下の
ように考察することができる。
　通常、溶出工程において、溶出液は、吸着工程における原液の通液方向に順方向で通液
される。
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　以下の理論に拘泥されるものではないが、本実施形態におけるように、少なくとも１回
は、溶出液の流れ方向を、原液の通液方向とは反対方向に変えて通液することによって、
タンパク質吸着多孔膜における基材の表面に導入されたタンパク質吸着能を有する高分子
鎖が、揺り動かされる効果により、被吸着タンパク質を溶出することができると考えられ
る。すなわち、タンパク質は隣接する高分子鎖の間に入り込むように、多層に積み重なっ
て吸着されることがあり、奥深くに潜りこんだタンパク質は、溶出されにくい。高分子鎖
は吸着工程において、原液の流れ方向にたなびいていると考えられる。したがって、溶出
工程において原液の流れ方向とは反対方向に溶出液を流すことで、高分子鎖が逆撫でされ
、奥深くに潜りこんだタンパク質が効率的に溶出されるので、繰り返し使用する際に吸着
能力の低下が抑制された膜として、タンパク質吸着多孔膜を再生することができると考え
られる。
【００２１】
　タンパク質吸着材として、タンパク質吸着多孔膜の他にもタンパク質吸着ビーズを用い
てたんぱく質の精製が行われることがある。タンパク質吸着ビーズを用いる場合、筒状の
ケース（カラム）に、タンパク質吸着ビーズが充填された状態でタンパク質の精製が行わ
れる。再生方法として、ケースに対して原液の通液方向とは、反対向きに液を流すことが
あるが、濁質の除去や圧密化されたビーズを解きほぐす目的で行われる。ケースに対して
反対向きに液を流しても、各ビーズ粒子の表面の液の流れを制御することが困難であるし
、ビーズ表面から内部へとつながる細孔部内のタンパク質の移動は拡散が律速となるため
、ケースに対しての液の流れの向きは溶出に影響せず、本実施形態はタンパク質吸着多孔
膜に対して特に有効な再生方法であるといえる。
【００２２】
　タンパク質吸着多孔膜の形状としては、平膜、中空糸膜などが挙げられる。
　平膜とは、シート状の膜であり、シートの表面と裏面とが、貫通孔である細孔によって
連続しているものを意味する。
　中空糸膜とは、中空部分を有する円筒状又は繊維状の膜であり、中空糸膜の中空側（内
側）と外側とが貫通孔である細孔によって連続しているものを意味する。
　タンパク質吸着多孔膜の形状は、貫通孔によって、表面から裏面又は裏面から表面に、
また、内側から外側又は外側から内側に、液体又は気体が透過することが可能であれば、
特に限定されない。
【００２３】
　通常、タンパク質吸着多孔膜は、膜のみでは有効に使用できず、通液を行うためにモジ
ュールと呼ばれる梱包容器に収納された状態で使用するが、モジュール成型した際の流路
構造が単純で、吸着工程における原液の通液方向とは反対方向への通液が容易となること
から中空糸膜が好ましい。モジュール構造はそれぞれのタンパク質吸着多孔膜の形状に対
応する公知の構造であればよく、本実施形態において特に限定されるものではない。
【００２４】
　本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜の寸法は、モジュール設計、膜の製造方法
、使用用途に応じて、自由に選択可能である。例えば、平膜であれば、モジュールに成型
可能であり、通液が可能であれば、シートの厚み、大きさを自由に設計可能である。中空
糸膜又はモノリスであれば、外径及び内径は物理的に多孔膜が形状を保持することができ
れば、自由に寸法を設計可能である。
【００２５】
　本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜の基材として、タンパク質の精製において
用いられる接触する液に対して耐性があれば、公知技術の素材を用いることができる。
【００２６】
　例えば、高分子材料、無機材料、及び有機無機ハイブリット材料などがあげられるが、
成形性の観点から高分子材料を用いた高分子基材が好ましい。
【００２７】
　高分子基材を用いる場合は、機械的性質保持の観点から、高分子基材は、ポリオレフィ
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ン系重合体から構成されていることが好ましい。
　ポリオレフィン系重合体としては、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレンなどのオ
レフィンの単独重合体、該オレフィンの２種以上の共重合体などが挙げられる。
　溶出液としてアルカリ性溶液が用いられる場合は、これらの中でも、機械的強度が特に
優れ、アルカリ耐性があるポリエチレンがより好ましい。
【００２８】
　高分子基材は、熱誘起相分離法、非溶媒相分離法、電子線照射法などの公知技術により
多孔膜として製造することができる。
　熱誘起相分離法は、ポリオレフィン系重合体などの高分子の溶液を高温で溶解し、その
後冷却する方法である。冷却過程において、高分子溶液が、高分子と溶媒とに網目状に相
分離するので、冷却後に溶媒を除去すると多孔膜が得られる。細孔径分布の小さい多孔膜
が得られることが特徴である。
　非溶媒相分離法は、高分子溶液を非溶媒中に浸漬する方法である。非溶媒が高分子溶液
に浸透することで、高分子の溶解度が低下し、高分子が網目状に析出し、多孔膜が得られ
る。細孔径の傾斜が付いた多孔膜が得られることが特徴である。
　電子線照射法は、膜状にした高分子に電子線を照射し、複数の貫通孔を作り、多孔膜を
得る方法である。均一な細孔径の多孔膜が得られる。
　本実施形態では、これらの方法から作製するタンパク質吸着多孔膜の設計に応じて適当
なものを選ぶことができる。
【００２９】
　本実施形態における、基材の平均細孔径は、吸着対象タンパク質の種類、混在する濁質
成分、溶液の粘度などを勘案し、プロセスに必要な分離・精製度及び通液速度が達成可能
であれば特に限定されない。濁質成分を除去可能なように平均細孔径の上限が設計され、
所望の通液速度を達成可能なように平均細孔径の下限が設計されるが、該平均細孔径は、
好ましくは０．００１μｍ～１０μｍであり、より好ましくは０．０１μｍ～１０μｍで
あり、さらに好ましくは０．１μｍ～１μｍである。
　基材中の細孔の占める体積比率である空孔率は、タンパク質吸着多孔膜の形状を保持し
かつ通液速度が達成可能な範囲であれば特に限定されない。形状保持が可能なように空孔
率の上限が設計され、所望の通液速度を達成可能なように平均細孔径の下限が設計される
が、該空孔率は、好ましくは５％～９９％であり、より好ましくは１０％～９５％であり
、実用上、さらに好ましくは３０～９０％である。
　平均細孔径及び空孔率の測定は、例えば、Ｍａｒｃｅｌ　Ｍｕｌｄｅｒ著「膜技術」（
株式会社アイピーシー）に記載されているような、当業者にとって通常の方法により行う
ことができる。測定法の具体例としては、電子顕微鏡による観察、バブルポイント法、水
銀圧入法、透過率法などが挙げられる。
【００３０】
　本実施形態において、基材の表面は、好ましくは、細孔の少なくとも一部は、タンパク
質吸着能を有する高分子で被覆されている。
　高分子としては、例えば、直鎖状高分子、架橋型の高分子などが挙げられる。反対向き
の溶出液の流れが、高分子鎖の間に入り込んだタンパク質を効率的に溶出させることが可
能であることから、直鎖状高分子が好ましい。
【００３１】
　タンパク質吸着多孔膜は、基材表面を被覆する高分子の官能基によって、イオン交換膜
、群特異アフィニティ吸着膜、個別特異アフィニティ吸着膜、疎水性相互作用吸着膜に分
類される。イオン交換膜は、強酸性陽イオン交換膜、弱酸性陽イオン交換膜、強塩基性陰
イオン交換膜、及び弱塩基性陰イオン交換膜に細分類される。
　本実施形態において、これらの官能基は、被吸着タンパク質の種類、好ましくは、目的
タンパク質の種類、要求する精製度などに応じて適当なものを選ぶことができる。
【００３２】
　強酸性陽イオン交換膜の官能基として、例えば、スルホン酸基（－ＳＯ３

－）などが挙
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げられ、弱酸性陽イオン交換膜の官能基として、例えば、カルボン酸基（－ＣＯＯ－）な
どが挙げられる。
　強塩基性陰イオン交換膜の官能基としては、例えば、四級アンモニウム基（Ｑ、－Ｎ＋

Ｒ３）、四級アミノエチル基（ＱＡＥ、－（ＣＨ２）２－Ｎ＋Ｒ３）などが挙げられる。
ここで、Ｒは特に限定されず、同一のＮに結合するＲが同一又は異なっていてもよく、好
ましくは、アルキル基、アリール基などの炭化水素基を表す。より具体的には、トリメチ
ルアミノ基（ＴＭＡ、－Ｎ＋Ｍｅ３）などが挙げられる。
　弱塩基性陰イオン交換膜の官能基としては、例えば、１級アミノ基（－ＮＨ２）、２級
アミノ基（－ＮＨＲ）、３級アミノ基（－ＮＲ２）などが挙げられ、具体的には、ジエチ
ルアミノエチル基（ＤＥＡＥ、－（ＣＨ２）２－ＮＥｔ２）、ジエチルアミノプロピル基
（ＤＥＡＰ、－（ＣＨ２）３－ＮＥｔ２）などが挙げられる。ここでも、Ｒは特に限定さ
れず、同一のＮに結合するＲが同一又は異なっていてもよく、好ましくは、アルキル基、
アリール基などの炭化水素基を表す。
【００３３】
　群特異性アフィニティ吸着膜の官能基としては、例えば、Ｃｉｂａｃｒｏｎ　Ｂｌｕｅ
　Ｆ３Ｇ－Ａ、Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ａ、コンカナバリンＡ、ヘパリン、タンニン、金属キレ
ート基などが挙げられる。
【００３４】
　個別特異型アフィニティ吸着膜の官能基としては、例えば、抗原、抗体類などが挙げら
れる。
【００３５】
　疎水性相互作用吸着膜の官能基として、例えば、アルキル基や芳香族系官能基が挙げら
れる。アルキル基は、より疎水性の相互作用を高め、吸着能力を上げる観点から炭素原子
４つ以上であることが好ましい。
【００３６】
　本実施形態において、基材表面を被覆するタンパク質吸着能を有する高分子を基材表面
に導入する方法については、例えば、化学反応又は高分子塗布などが挙げられる。本実施
形態では、基材の材質、タンパク質吸着多孔膜の使用用途、製造方法などの観点から最適
な方法を選ぶことができ、モノリスと呼ばれる多孔質焼結体にも適用可能である。
【００３７】
　化学反応によって、タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面を被覆する方法として
は、例えば、放射線グラフト重合法などが挙げられる。放射線グラフト重合法は、基材に
γ線などの放射線を照射し、基材表面を活性化させてモノマーを重合させる方法である。
後述する高分子塗布による被覆方法と比べて、基材と基材表面を被覆する高分子との強固
な結合が期待できる。さらに、重合開始剤等の試薬が不要なことから、反応後にそれらの
試薬を洗浄する負荷を軽減することができる観点から、好ましく用いられる。
　放射線グラフト重合法には、（１）タンパク質吸着能を有する官能基を有するモノマー
を直接基材にグラフト重合させる方法、又は、（２）タンパク質吸着能を有する官能基を
導入可能な官能基を含むモノマーを基材にグラフト重合し、続いて、タンパク質吸着能を
有する官能基を導入する方法があるが、いずれも採用することができる。
　本実施形態において、グラフト重合によって導入された高分子を「グラフト鎖」と呼ぶ
場合がある。
【００３８】
　上記（１）として示す方法は、一段階の反応でタンパク吸着能を有する高分子の被覆層
が得られることから、簡便で好ましい方法である。
　（１）の方法において用いられる上記モノマーとしては、特に限定されないが、例えば
、メタクリレート誘導体、ビニル化合物、アリル化合物などが挙げられ、具体的には、ジ
エチルアミノエチルメタクリレート、スルホプロピルメタクリレート、ビニルベンジルト
リメチルアンモニウムクロライド、アリルアミンなどが挙げられる。
【００３９】
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　上記（２）として示す方法は、種々のタンパク質吸着能を有する官能基のバリエーショ
ンを揃えやすい、又はタンパク質吸着能を有する官能基の導入率（以下、「リガンド転化
率」と記載する場合がある。）のバリエーションを揃えやすいという観点から好ましい方
法である。
　（２）の方法において用いられる上記モノマーとしては、特に限定されないが、例えば
、反応性の高いエポキシ基を有するグリシジルメタクリレート（ＧＭＡ）などが挙げられ
る。
【００４０】
　放射線グラフト重合法によってタンパク質吸着能を有する高分子を導入した場合、グラ
フト鎖の量（以下、「グラフト率」と記載する場合がある。）及びリガンド転化率は、タ
ンパク質吸着多孔膜の吸着能力及び機械的強度に影響を及ぼすことがある。
　本実施形態において、グラフト率（ｄｇ［％］）は、放射線グラフト重合前後の、基材
に対する増加重量に基づいて定義され、下記式（１）により求めることができる。
【００４１】

【数１】

【００４２】
Ｗ0：基材重量（ｇ）
Ｗ1：放射線グラフト重合後の重量（ｇ）
【００４３】
　本実施形態において、リガンド転化率（Ｔ［％］）は、グラフト鎖中のタンパク質吸着
能を有する官能基を導入可能な官能基に対する、タンパク質吸着能を有する官能基の存在
割合で定義され、下記式（２）により求めることができる。
【００４４】
【数２】

【００４５】
Ｗ0：基材重量（ｇ）
Ｗ1：放射線グラフト重合後の重量（ｇ）
Ｗ2：タンパク質吸着能を有する官能基導入後の全体重量（ｇ）
Ｍ1：グラフト鎖モノマー単位の分子量（ｇ／ｍｏｌ）
Ｍ2：タンパク質吸着能を有する官能基の分子量（ｇ／ｍｏｌ）
ａ：グラフト鎖モノマー１分子あたりの、タンパク質吸着能を有する官能基を導入可能な
官能基数
【００４６】
　上記式（２）において、タンパク質吸着能を有する官能基を導入可能な官能基を含むモ
ノマーとしてＧＭＡを用いてグラフト鎖を導入した場合、該モノマー中に、官能基を導入
可能な官能基はエポキシ基１つであるので、ａ＝１となる。
【００４７】
　本実施形態において、グラフト率は、限られた細孔表面に大量のタンパク質を吸着せし
めるためにより大きなグラフト率であることが好ましい。しかしながらグラフト率を大き
くすると、グラフト鎖が細孔空間を横切り、対向する細孔表面に接触してしまい、通液方
向を変えることによるグラフト鎖の揺り動きが減少し、被吸着タンパク質の溶出の効率が
低下することがあるので、グラフト率は、好ましくは５％～２００％である。加えて、グ
ラフト鎖を大きくすると、細孔空間が小さくなるため通液圧が上昇し、所望の通液速度が
達成できなくなることがあるので、より好ましくは２０％～１５０％である。また、グラ
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フト鎖を大きくすると機械的強度も低下することがあるので、実用上の観点から、さらに
好ましくは３０％～９０％である。
【００４８】
　リガンド転化率は、より高い吸着容量を得るという観点から、好ましくは２０％～１０
０％であり、より好ましくは５０％～１００％であり、さらに好ましくは７０％～１００
％である。
【００４９】
　リガンド導入後は、タンパク質吸着多孔膜の乾燥工程、モジュール成形工程と製造工程
が続くが、タンパク質吸着多孔膜として、機械的強度、吸着性能などについて実用性能上
の影響がなければ、それぞれの工程において適当な手段を選ぶことができる。また適宜追
加の工程を加えてもよいし、省略してもよい。
　例えば、モジュール成形工程の後、タンパク質吸着多孔膜に液体又は蒸気により湿潤化
した状態で加熱する処理（湿熱処理）工程を実施してもよい。該湿熱処理によって、吸着
能力が向上することがあるので、該湿熱処理を実施するのが好ましい。
　該湿熱処理に用いられる液体は、好ましくは純水又は水溶液である。水溶液は無機塩を
含む水溶液であれば、特に限定されない。処理装置の保全の観点、水溶液調整の作業負荷
軽減の観点から純水を用いることが好ましい。
　また、該湿熱処理の温度は、５０～１１０℃が好ましく、純水を使用した場合の作業性
及び該湿熱処理の効果の観点から６０～９５℃がより好ましい。
【００５０】
　化学反応によって、タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面を被覆する方法として
、重合開始剤を用いたグラフト重合法も挙げられる。重合開始剤を用いて基材を活性化さ
せて、モノマーを重合させ、基材表面にグラフト鎖を導入する方法である。放射線による
活性化が困難である基材に対してもグラフト重合が可能となりうる点及び、放射線照射設
備が不要な点から、好ましく用いられる。例えば、公知技術によって製造されたモノリス
などの多孔質焼結体を基材とした場合に、その表面を被覆する方法として用いられること
がある。
【００５１】
　高分子塗布によって、タンパク質吸着能を有する高分子で基材表面を被覆する方法とし
ては、例えば、タンパク吸着能を有する官能基を含む高分子を基材へ塗布し、架橋剤によ
って高分子を基材表面に固定する方法などが挙げられる。かかる方法として、例えば、特
許文献４に具体的方法が開示されている。他には基材表面に重合体又は重合体前駆体の被
膜を形成させ、その被膜を構成する高分子を重合開始点として新たなグラフト重合体を得
る方法などが挙げられる。かかる方法として、例えば、特許文献５に具体的方法が開示さ
れている。
【００５２】
　本実施形態のタンパク質の精製方法が適用可能なタンパク質吸着多孔膜として、例えば
、特許文献１～５に記載の膜などが挙げられる。
【００５３】
　特許文献１では、細孔表面にグラフト鎖を有し、このグラフト鎖にアニオン交換基が固
定される多孔膜が示されている。イオン交換基を有するポリマーブラシ（直鎖状のグラフ
ト鎖）が細孔表面に導入された、特許文献１と同様な多孔質中空糸膜に、タンパク質が多
層に吸着したことが報告されている（非特許文献１）。
　すなわち、特許文献１に記載の膜は、反対方向に溶出液を流して、ポリマー鎖を逆撫で
し、被吸着タンパク質を効率的に溶出する本精製方法が特に効果的に作用する膜といえる
。
【００５４】
　特許文献２では、多孔質基材が第１アミン基の結合した架橋重合体を有する吸着材料で
覆われた多孔質吸着媒体が示されている。基材を覆う皮膜重合体は、「蛋白質及び他の不
純物は、当該皮膜の奥底に捕捉され、」と記載されている。特許文献２に記載の膜は、本
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精製方法が効果的に作用する膜といえる。
【００５５】
　特許文献３では、複数の孔が延在している支持体構成部材及び、該支持体構成部材の孔
中に配置されかつ該支持体構成部材の孔を満たしているマクロ多孔質架橋ゲルを含んでな
る複合材が示されている。
【００５６】
　特許文献４では、陽イオン官能基（本実施形態においては、「陰イオン交換型の官能基
」を意味する）を有する架橋被膜と、多孔質基材と、からなる正に帯電した多孔質膜が示
されている。製造方法の一例としては、例えば、以下の方法が示されている。まず、ジア
リルアミンと、４級アンモニウム型の官能基を有するメタクリレート誘導体と、の共重合
体に、エポキシ基を有する試薬（例えばエピクロロヒドリン）を添加することによって活
性化させる。別途、ペンタエチレンヘキサミンとグリシジルトリメチルアンモニウムクロ
ライドとからなる架橋剤を調合する。そして、基材となる多孔膜を、活性化させた共重合
体と架橋剤の溶液に浸漬することで、タンパク質吸着膜が得られる。
【００５７】
　特許文献５では、高分子多孔質基材膜表面に、Ｎ－ハロゲン化された化合物（重合体又
は重合体前駆体）の被膜を形成させ、グラフト開始剤とモノマーとを接触させて、基材上
でグラフト重合した膜が示されている。具体例として、セルロース製の多孔質膜に、前記
Ｎ－ハロゲン化された化合物としてＮ－ハロゲン化されたナイロン６６を用い、前記モノ
マーとしてＧＭＡを用いてグラフト重合させ、その後、スルホン酸イオンでの処理による
エポキシ基のスルホン化によって得られる膜が記載されている。また、ＧＭＡのエポキシ
基に二級／三級アミンによる、三級アミノ基／四級アンモニウム基が導入された膜が記載
れている。
【００５８】
　これら、特許文献１乃至５及び非特許文献１に開示される膜は、本実施形態のタンパク
質吸着多孔膜によるタンパク質の精製方法において、好適に用いることのできるタンパク
質吸着多孔膜の例示として挙げられる。
【００５９】
　本実施形態において、多層度とは、タンパク質吸着多孔膜の限られた細孔表面への被吸
着タンパク質の吸着形態を表す指標である。タンパク質がタンパク質吸着多孔膜の細孔表
面に吸着する際、細孔表面にタンパク質がのっただけの単層吸着と、吸着したタンパク質
の上にさらに別のタンパク質が積層して吸着される多層吸着がある。タンパク質吸着多孔
膜の細孔表面のタンパク質吸着能を有する高分子の構造が、被吸着タンパク質の吸着形態
に影響を及ぼすので、多層度は細孔表面の高分子構造を間接的に示す指標と言える。本実
施形態における多層度とは、タンパク質吸着多孔膜の細孔表面上に、タンパク質が最密充
填で平衡吸着量まで吸着したときのＢＳＡ（ウシ血清アルブミン）換算層数とする。すな
わち、任意のタンパク質で平衡吸着量を測定し、測定に用いた任意のタンパク質がＢＳＡ
の粒子サイズとした場合の換算積層数が多層度であり、評価対象のタンパク質吸着多孔膜
に応じて任意のサイズのタンパク質を用いて測定を行った場合にも、細孔表面の高分子構
造を比較できる指標とした。
　多層度の概念自体は、ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　ｂｉｎｄｉｎｇ　
ｏｆ　ｐｒｏｔｅｉｎとして、例えば、非特許文献１に掲載されており、当業者にとって
既知の概念である。
　本実施形態において、多層度は下記式（３）で求められる値である。
【００６０】
【数３】

【００６１】
　「平衡吸着容量」とは、タンパク質吸着多孔膜の吸着能力を表す用語として、当業界で
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は広く用いられている。タンパク質吸着多孔膜に吸着対象タンパク質を含む原液を通液し
た際に、原液の透過液のタンパク質濃度が、原液のタンパク質の濃度と平衡に達する時点
（吸着平衡）までの吸着容量を指し、下記式（４）で求められる。
　「吸着容量」とは、吸着量を単位膜量当たりの値に換算した数値を意味し、「吸着量」
とは、タンパク質吸着多孔膜が吸着する被吸着タンパク質の重量を意味する。
　なお、吸着容量を評価する際は、実際の製造ラインに用いる場合とは違い、精製された
タンパク質を溶液にした原液で評価することが一般的である。
【００６２】
【数４】

【００６３】
Ｃ０：原液のタンパク質の濃度［ｇ／Ｌ］
Ｃ：原液透過液のタンパク質濃度［ｇ／Ｌ］
Ｑ：累積の原液透過液量［Ｌ］
Ｑｅ：吸着平衡に達したときの原液透過液量［Ｌ］
Ｗ：タンパク質吸着多孔膜の重量［ｇ］
【００６４】
　平衡吸着容量の測定は、市販の実験用タンパク質を用いて行い、これをＢＳＡのタンパ
ク質の多層度に換算する（詳しくは後述する）。測定に用いるタンパク質は、タンパク質
吸着多孔膜に応じて任意に選ぶことができる。例えば、強塩基性陰イオン交換膜及び弱塩
基性陰イオン交換膜には、ＢＳＡが好適に用いられる。一方で、強酸性陽イオン交換膜及
び弱酸性陽イオン交換膜にはリゾチームが好適に用いられる。
【００６５】
　評価に用いるタンパク質溶液のｐＨは、タンパク質がタンパク質吸着多孔膜に吸着し、
タンパク質が変性せず安定的なｐＨ領域であればよい。例えば、イオン交換膜の場合、タ
ンパク質の等電点（ｐＩ）とイオン交換膜のｐＩの間のｐＨに調整された、タンパク質を
含む原液が用いられる。タンパク質のｐＩとイオン交換膜ｐＩの関係について、詳しくは
後述する。
【００６６】
　「理論単層吸着容量」とは、タンパク質吸着多孔膜の比表面積をタンパク質１分子の占
有面積で割ることによって、理論的に表面に最密配列されるタンパク質の数を算出し、ア
ボガドロ数（ＮＡ）とタンパク質の分子量（Ｍｒ）を使って下記式（５）で求められる。
【００６７】
【数５】

【００６８】
ＳＭ：タンパク吸着多孔膜の比表面積［ｍ２／ｇ］
ＳＰ：タンパク質１分子の占有面積［ｍ２］
Ｍｒ：ＢＳＡの分子量［ｇ／ｍｏｌ］
ＮＡ：アボガドロ数［／ｍｏｌ］
【００６９】
　本実施形態においては、上記のように、多層度を、ＢＳＡ換算の積層数とする。したが
って、理論単層吸着容量は、ＢＳＡ換算の理論単層吸着容量とする。すなわち、式（５）
において、タンパク質１分子の占有面積ＳＰはＢＳＡの粒子サイズ（４．０ｎｍ×４．０
ｎｍ×１１．５ｎｍ）より、ＳＰ＝４．０ｎｍ×４．０ｎｍ＝１６ｎｍ２、分子量Ｍｒは
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、６７５００を用いる。
　タンパク質吸着多孔膜の比表面積ＳＭは窒素吸着法（ＢＥＴ法）で測定することができ
る。
【００７０】
　多層度は、タンパク質吸着多孔膜の細孔表面の高分子鎖のたなびきやすさ（すなわち、
溶出の効果の大きさ）がより大きいほうが好ましい。ただし、多層度が多くなることによ
って、通液圧が上昇し、所望の通液速度が達成しにくくなるので多層度は１５以下とする
のが好ましく、多層度は１．１～１５がより好ましく、２～１５がさらに好ましく、３～
１５がよりさらに好ましい。
【００７１】
　本実施形態において、吸着工程は、一般的なタンパク質吸着多孔膜を用いた精製方法と
同様にして実施することができるが、（１－１）緩衝液によるタンパク質吸着多孔膜の平
衡化、（１－２）吸着対象タンパク質を含有する原液の通液によるタンパク質吸着多孔膜
へのタンパク質吸着という手順で行われる。
　上記（１－１）工程は、緩衝液を通液することにより、タンパク質吸着機能を担う高分
子の状態（電荷状態など）を平衡化させる工程であり、タンパク質吸着の準備手順として
行われる。
　上記（１－２）工程は、平衡化されたタンパク質吸着多孔膜に対し、吸着対象タンパク
質を含有する原液を通液することにより、吸着対象タンパク質をタンパク質吸着多孔膜へ
吸着させる工程であり、本実施形態における吸着工程として必須手順として行われる。
　（１－２）工程においては、吸着させるタンパク質は、適宜選択されるが、目的タンパ
ク質を吸着させ、後から溶出回収する方法と、不用なタンパク質を吸着させ、目的タンパ
ク質を通過させて回収する方法とが挙げられる。
【００７２】
　本実施形態において用いられる緩衝液は、精製プロセス、吸着対象タンパク質の種類、
タンパク質吸着能を有する官能基の種類（疎水性相互作用膜、イオン交換膜、群特異アフ
ィニティ吸着膜、個別特異アフィニティ吸着膜）に応じて適切なものを選べば特に限定さ
れず、適宜選択可能である。例えば、塩酸－塩化カリウム緩衝液、グリシン－塩酸緩衝液
、クエン酸緩衝液、酢酸緩衝液、クエン酸－リン酸緩衝液、リン酸緩衝液、トリス－塩酸
緩衝液、グリシン－水酸化ナトリウム緩衝液などが挙げられ、吸着対象タンパク質及び精
製プロセスに応じて、適切なものを選ぶことが可能である。
【００７３】
　本実施形態において、吸着対象タンパク質の分子量は、該タンパク質がタンパク質吸着
多孔膜の細孔表面に吸着可能であれば、任意に選択可能である。溶出液によって溶出可能
であり、タンパク質吸着多孔膜の細孔径より小さく、細孔内を通過可能な分子サイズであ
ればよく、１，０００～１，０００，０００が好ましく、１，０００～５００，０００が
より好ましく、１，０００～３００，０００がさらにより好ましい
【００７４】
　洗浄工程は、これに続く溶出工程で回収されるタンパク質の精製純度を高めるために、
必要に応じて実施される。例えば、被吸着タンパク質を回収する場合に、タンパク質吸着
多孔膜に付着した原液に含まれる濁質成分や、不用なタンパク質を予め洗い流すことによ
り、続く溶出工程で回収されるタンパク質に混入するのを避けたい場合に実施される。
【００７５】
　本実施形態において、溶出工程では、溶出液の通液による被吸着タンパク質の溶出がお
こなわれる。被吸着タンパク質が目的タンパク質である場合は、タンパク質吸着多孔膜を
透過した、溶出液の透過液を回収する。また、被吸着タンパク質が不用なタンパク質であ
る場合は、タンパク質吸着多孔膜を透過した、溶出液の透過液は廃棄してもよい。
　いずれの場合においても、本実施形態においては、溶出工程において、溶出液は、１種
又は複数種の溶出液を切り替えて通液してもよく、少なくとも１種の溶出液を吸着工程に
おける原液の通液方向とは反対方向に通液することにより、タンパク質吸着多孔膜が再生
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される。
【００７６】
　本実施形態のタンパク質の精製方法は、基材と、該基材の表面に被覆されたタンパク質
吸着能を有する高分子と、を含むタンパク質吸着多孔膜を用いた精製方法であって、吸着
工程後の溶出工程で、少なくとも１種の溶出液でタンパク質吸着多孔膜を通液する際に、
前記溶出液のうち、少なくともいずれか１種の溶出液を、吸着工程における原液の通液方
向とは反対方向に通液するタンパク質の精製方法であってもよい。
　本実施形態においては、溶出工程において、複数回溶出が行われる場合には、そのうち
の少なくとも１回、吸着工程における原液の通液方向とは反対方向に溶出液が通液されれ
ばよく、反対方向に溶出液が通液される回数は、特に限定されず、複数回反対方向に通液
されてよい。複数回の溶出全てにおいて、吸着工程における原液の通液方向とは反対方向
に溶出液が通液されてもよい。
【００７７】
　本実施形態において、「反対方向に通液する」とは、タンパク質吸着多孔膜が平膜であ
って、吸着工程で表面（一方の面）から裏面（他方の面）へ通液した場合は、裏面（他方
の面）から表面（一方の面）への通液することを意味する。タンパク質吸着多孔膜が中空
糸膜であって、吸着工程で中空糸膜の内側（一方の面）から外側（他方の面）へ通液した
場合は、外側（他方の面）から内側（一方の面）へ通液することを意味し、吸着工程で中
空糸膜の外側（他方の面）から内側（一方の面）へ通液した場合は、内側（一方の面）か
ら外側（他方の面）へ通液することを意味する。本実施形態において、モジュールを用い
て反対方向に通液する場合は、吸着工程における通液のモジュール入り口と出口を、入れ
替えて出口側から入り口側へと通液することにより行うことができる。なお、モジュール
入り口側と出口側の切り替えは、モジュールを取り付けた装置の配管の弁の切り替えによ
っても可能であるし、また、装置から一旦取り外してモジュールの取り付け向きを入れ替
えることでも可能である。
【００７８】
　本実施形態の溶出工程で用いられる溶出液は、被吸着タンパク質が溶出可能であれば、
特に限定されない。
　溶出液としては、塩を含む水溶液、ｐＨが調整された水溶液、水、有機溶剤、及びこれ
らの混合溶液からなる群から選択されるが、被吸着タンパク質の種類、分離目的、タンパ
ク質吸着能を有する官能基の種類（疎水性相互作用膜、イオン交換膜、群特異アフィニテ
ィ吸着膜、個別特異アフィニティ吸着膜）などそれぞれのプロセスに応じて適切なものを
１種以上選ぶことができる。吸着工程における原液の通液方向とは反対方向に通液する少
なくとも１種の溶出液は、上記溶出液から選択される。
【００７９】
　「混合溶液」としては、塩を含む水溶液、ｐＨが調整された水溶液、又は水と、有機溶
媒とを所望の割合で混合した混合溶液が挙げられる。
【００８０】
　「有機溶媒」としては、通常、タンパク質の精製において用いられる有機溶媒が挙げら
れ、例えば、エタノールなどのアルコール系溶媒、アセトニトリルなどのニトリル系溶媒
などが挙げられる。
【００８１】
　「ｐＨが調整された水溶液」として、アルカリ（例えば、ＮａＯＨ水溶液）や酸（例え
ば、塩酸）によってｐＨが調整されている水溶液が挙げられる。また、所望のｐＨに調整
された緩衝液が挙げられる。詳しくは後述するが、中性塩を含む緩衝液などは、「ｐＨが
調整された水溶液」に分類しない。中性塩を含む緩衝液は、本実施形態において便宜上「
塩を含む水溶液」に分類するが、溶出液として実質的な溶出の効果の違いを分類するもの
ではない。
　なお、被吸着タンパク質を回収する必要がある場合は、被吸着タンパク質の安定ｐＨで
調整された溶出液を用いるのが好ましい。安定ｐＨとは、被吸着タンパク質が変性しない
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ｐＨ領域を意味する。
　「ｐＨが調整された水溶液」を用いた場合は、溶出工程における通液方向が、吸着工程
における原液の通液方向とは、順方向であっても、反対方向であっても、その後に中和操
作を行うのが好ましい。斯かる中和操作における通液も、順方向であっても、反対方向で
あってもよい。中和操作は、「塩を含む水溶液」として所望のｐＨに調整した塩を含む緩
衝液を用いてもよいし、「ｐＨが調整された水溶液」として、所望のｐＨに調整した緩衝
液を用いることも可能である。
【００８２】
　「塩を含む水溶液」の「塩」とは、中性塩を意味し、好ましくはＮａＣｌ（塩化ナトリ
ウム）やＫＣｌ（塩化カリウム）などの塩である。
　単なる塩を含む水溶液は、酸性・塩基性のどちらでもなく、中性となるが、本実施形態
における「塩を含む水溶液」としては、中性塩を含み、さらに、ｐＨ調節された緩衝液で
あってもよい。すなわち、中性塩を含む緩衝液は「塩を含む水溶液」に分類する。
　特許文献１に記載のように低濃度の塩を含む溶液中であれば、タンパク質の吸着が可能
であることから、塩濃度はより効率的な溶出を施すために、好ましくは０．３ｍｏｌ／Ｌ
以上であり、より好ましくは０．５ｍｏｌ／Ｌ以上であり、さらに好ましくは０．８ｍｏ
ｌ／Ｌ以上であり、よりさらに好ましくは１ｍｏｌ／Ｌ以上である。０．３ｍｏｌ／Ｌ以
上で、タンパク質吸着多孔膜の機械的強度及び形状が保持され、通液圧などの使用上問題
がない濃度以下の中性塩を含む水溶液が、本実施形態においては、好適に通液されるが、
かかる通液は、順方向であっても反対方向に通液されてもよい。
　塩濃度とは、中性塩の濃度であり、他の溶質の濃度は問わない。したがって単なる中性
塩水溶液、中性塩を含む緩衝液などから適当なものを選ぶことができる。
　溶出工程において、タンパク質吸着多孔膜を平衡化のために緩衝液を通液させることが
一般に行われるので、再度吸着工程に移ることを考慮し、操作の簡略化の観点から、溶出
工程における原液と同じｐＨに調節された、塩を含む緩衝液を用いることが好ましい。
【００８３】
　群特異性アフィニティ吸着膜又は個別特異型アフィニティ吸着膜のタンパク質吸着多孔
膜では、ｐＨ変化による被吸着タンパク質の溶出が可能であり、適切なｐＨが調整された
水溶液を用いるのが好ましい。
【００８４】
　上述してきたように、本実施形態において、イオン交換膜とは、タンパク質吸着能を有
する官能基がイオン交換型の官能基であるタンパク質吸着多孔膜である。タンパク質吸着
多孔膜としてのイオン交換膜は汎用性が高いことから、本実施形態の精製方法による課題
解決において好適に用いることができる。
　以下、イオン交換膜における本実施形態をより具体的に説明する。
【００８５】
　イオン交換膜では、溶出工程の溶出液として、少なくとも、「塩を含む水溶液」又は「
ｐＨが調整された水溶液」を含む溶出液が選ばれ得る。
　イオン交換膜のうち、強酸性陽イオン交換膜、弱酸性陽イオン交換膜、強塩基性陰イオ
ン交換膜、及び弱塩基性陰イオン交換膜の全てで、「塩を含む水溶液」を溶出液として使
用可能であり、特に弱酸性陽イオン交換膜、弱塩基性陰イオン交換膜においては「ｐＨが
調整された水溶液」も溶出液として使用可能である。
【００８６】
　通常、タンパク質は水溶液中で、等電点（ｐＩ）のｐＨではタンパク質の総電荷はゼロ
であり、ｐＩを超えるｐＨでは負、ｐＩ未満のｐＨでは正に帯電した状態となる。また、
弱酸性陽イオン交換膜及び弱塩基性陰イオン交換膜もｐＨに依存する。
　弱酸性陽イオン交換膜では、膜のｐＩ以下では電荷の偏りがなく、ｐＩを超えると負に
帯電する。したがって、タンパク質のｐＩ以上かつ膜のｐＩ以上のｐＨ領域では両者とも
負に帯電するため、被吸着タンパク質は溶出する。また、タンパク質のｐＩ以下かつ膜の
ｐＩ以下でも、両者の静電的な相互作用はなくなるため、被吸着タンパク質は溶出する。
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すなわち、タンパク質が膜に吸着しうるｐＨ領域はタンパク質のｐＩと膜のｐＩの間であ
り、それ以外のｐＨ領域に「ｐＨが調整された水溶液」は溶出液として用いることができ
る。
【００８７】
　弱塩基性陰イオン交換膜でも同様に、弱塩基性陰イオン交換膜は膜のｐＩ以上では電荷
の偏りがなく、ｐＩ未満になると正に帯電する。したがって、タンパク質のｐＩ以上かつ
膜のｐＩ以上のｐＨ領域では、両者の静電的な相互作用はなくなるため、被吸着タンパク
質は溶出する。また、タンパク質のｐＩ以下かつ膜のｐＩ以下でも、両者ともに正に帯電
するため、被吸着タンパク質は溶出する。すなわちタンパク質が膜に吸着しうるｐＨ領域
はタンパク質のｐＩと膜のｐＩの間であり、それ以外のｐＨ領域に「ｐＨが調整された水
溶液」は溶出液として用いることができる。ここで、膜のｐＩは流動電位法によって求め
ることができる。
【００８８】
　以上により、本実施形態において、タンパク質吸着多孔膜が、弱塩基性陰イオン交換膜
又は弱酸性陽イオン交換膜である場合は、「ｐＨが調整された水溶液」は、ｐＨが吸着す
るタンパク質の等電点と前記タンパク質吸着多孔膜の等電点の間以外にある溶出液として
用いることができる。ただし、効率的な溶出のために、ｐＨ閾値からより離れたｐＨの溶
出液を用いるのが好ましく、具体的には、好ましくはｐＨ閾値±１であり、より好ましく
はｐＨ閾値±２であり、さらに好ましくはｐＨ閾値±３以上である。また、ｐＨを調整す
る溶質として、ＮａＯＨ又はＨＣｌを用いるのが好ましい。ここで、ｐＨ閾値とは、タン
パク質のｐＩ又は膜のｐＩのいずれかのｐＨのことを意味する。
【００８９】
　タンパク質吸着多孔膜として、弱塩基性陰イオン交換膜又は弱酸性陽イオン交換膜を用
いた場合、溶出工程で「ｐＨが調整された水溶液」を用いた場合（工程（Ｂ））、その後
、「塩を含む水溶液」、好ましくは塩を含む緩衝液を通液すること（工程（Ｃ））が好ま
しい。工程（Ｂ）及び工程（Ｃ）によって、膜の電荷状態を、少量の通液量でタンパク質
吸着のための平衡化状態に戻すことが可能となる。
【００９０】
　本実施形態においては、「塩を含む水溶液」を通液する工程（Ａ）の後に、「ｐＨが調
整された水溶液」を通液する工程（Ｂ）を行い、次いで再度「塩を含む水溶液」を通液す
る工程（Ｃ）を行うことが、より好ましい。
　タンパク質吸着状態でいきなりｐＨを変えて溶出させてもよいが、ｐＨ変化による被吸
着タンパク質の変性を防止する観点から、工程（Ａ）を行って、工程（Ｂ）を行うことで
、被吸着タンパク質の溶出効率を上げることができる。
【００９１】
　本実施形態においては、工程（Ａ）、工程（Ｂ）、工程（Ｃ）のいずれかの工程におい
て、吸着工程における原液の通液方向とは反対方向に通液されていることが好ましいが、
より好ましくは、工程（Ｂ）及び工程（Ｃ）のいずれかにおいて反対方向に通液され、さ
らに好ましくは、工程（Ｂ）及び工程（Ｃ）の両方の溶出液を、吸着工程における原液の
通液方向とは反対方向に通液することが、溶出の効率がよい。
【００９２】
　溶出工程で、溶出液をタンパク質吸着多孔膜に通液する通液速度は、被吸着タンパク質
が溶出する速度以上であり、タンパク質吸着多孔膜及びそのモジュールが形状維持し、吸
着機能が維持できる速度以下の範囲で、任意に設定可能である。
　モジュール成型した中空糸状タンパク質吸着多孔膜の場合、内圧式（内側から外側への
通液）で通液する場合は、好ましくは１ＭＶ／ｍｉｎ～１１０ＭＶ／ｍｉｎであり、より
好ましくは３ＭＶ／ｍｉｎ～４０ＭＶ／ｍｉｎであり、さらに好ましくは４ＭＶ／ｍｉｎ
～１５ＭＶ／ｍｉｎである。外圧式（外側から内側への通液）で通液する場合は、好まし
くは１ＭＶ／ｍｉｎ～１５ＭＶ／ｍｉｎであり、より好ましくは３ＭＶ／ｍｉｎ～１０Ｍ
Ｖ／ｍｉｎであり、さらに好ましくは４ＭＶ／ｍｉｎ～１０ＭＶ／ｍｉｎである。ここで
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、ＭＶとは膜体積を意味する。つまり１ＭＶ／ｍｉｎとは１分間に膜体積と同量の液量を
通液することを意味する。膜体積の算出方法について詳しくは後述する。
【００９３】
　溶出工程で、溶出液をタンパク質吸着多孔膜に通液する通液量は、被吸着タンパク質が
十分に溶出される量であれば、任意に設定できる。複数の溶出液を切り替えて通液する場
合は、置換に必要な量も考慮にいれる必要がある。モジュール成型した中空糸状タンパク
質吸着多孔膜の場合、各溶出液について、好ましくは１０ＭＶ以上であり、より好ましく
は２５ＭＶ以上であり、さらに好ましくは３０ＭＶ以上である。
【実施例】
【００９４】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明について具体的に説明する。ただし、本発明は
これら実施例に限定されるものではない。
【００９５】
［製造例１］高分子基材としての中空糸多孔膜の製造
　微粉ケイ酸（アエロジル（登録商標）Ｒ９７２グレード）２７．２質量部、ジブチルフ
タレート（ＤＢＰ）５４．３質量部、及びポリエチレン樹脂粉末（旭化成ケミカルズ株式
会社製サンファイン（商標）ＳＨ－８００グレード）１８．５質量部を予備混合し、２軸
押出し機で中空糸状に押出して、中空糸状の膜を得た。次いで、この膜を塩化メチレン及
び水酸化ナトリウム水溶液に順次浸漬することにより、ジブチルフタレート（ＤＢＰ）及
びケイ酸を抽出し、その後、水洗、乾燥処理を施し、ポリエチレン製の中空糸多孔膜を得
た。
　バブルポイント法で測定した得られた中空糸多孔膜の平均細孔径は０．３μｍであった
。測定は、ＡＳＴＭ規格のＦ３１６－８６に記載されている平均孔径の測定方法（別称：
ハーフドライ法）に準拠して測定した。６ｃｍ長の中空糸多孔膜に対し、液体としてエタ
ノール、加圧用気体として窒素を用いて行った。得られたハーフドライ平均圧力に対して
、平均細孔径は、下記式（６）により算出した。
　空孔率は６９％であった。空孔率は、下記式（７）により算出した。
【００９６】

【数６】

【００９７】
γ：表面長力（ｄｙｎｅｓ／ｃｍ）
ｐ：ハーフドライ平均圧力（Ｐａ）
【００９８】

【数７】

【００９９】
Ｗwet：水湿潤時の中空糸多孔膜の重量（ｇ）
Ｗdry：乾燥時の中空糸多孔膜の重量（ｇ）
ρ：測定時の水温における水の密度（ｇ／ｍＬ）
Ｖ：中空糸の円環断面積体積（ｍＬ）
【０１００】
　なお、平膜の場合、Ｖは、膜体積を表し、膜体積は、膜面積と膜厚みを掛け合わせた値
として求められる。ここで、中空糸の円環断面積体積（Ｖ）は、下記式（８）により算出
した。
【０１０１】
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【数８】

【０１０２】
Ｌ：測定に用いた中空糸の長さ（ｃｍ）
Ｄo：中空糸の外径（ｃｍ）
Ｄi：中空糸の内径（ｃｍ）
【０１０３】
［製造例２］吸着能力を有する中空糸多孔膜の製造
　製造例１で製造したポリエチレン製の中空糸多孔膜を密閉容器にいれ、容器内を窒素置
換した。次いで、中空糸多孔膜が入った密閉容器をドライアイスとともに発泡スチロール
製の箱に入れ、冷却しながらγ線２００ｋＧｙを照射し、ポリエチレンにラジカルを発生
させ、中空糸多孔膜を活性化させた。
　活性化された中空糸多孔膜を、窒素雰囲気の密閉容器内で室温まで戻した。その後、中
空糸多孔膜を反応容器に投入し、密閉して真空状態（１００Ｐａ以下）にした。グリシジ
ルメタクリレート（ＧＭＡ）５質量部とメタノール９５質量部とを混合し、窒素バブリン
グして予め準備した反応液を、真空状態の反応容器内に圧力差を利用して送液した。送液
された反応液を４０℃で４時間循環し、一終夜静置後、反応液を排出した。メタノール、
次いで水によって中空糸多孔膜を十分に洗浄し、ポリエチレン主鎖にグリシジルメタクリ
レートがグラフト重合したグラフト中空糸多孔膜を得た。
　得られたグラフト中空糸膜の一部を採取し、乾燥させて重量を測定し、式（１）でグラ
フト率を算出すると、グラフト率は６６～７３％であった。
　グラフト中空糸多孔膜の入った反応容器に、５０体積濃度のジエチルアミン水溶液を入
れ、３０℃で５時間を循環し、一終夜静置後、ジエチルアミン水溶液を排出した。次いで
中空糸多孔膜を水で十分に洗浄し、乾燥させ、グラフト鎖にジエチルアミノ基を有するグ
ラフト中空糸多孔膜をタンパク質吸着多孔膜として得た。
　得られたタンパク質吸着多孔膜の一部を採取し、乾燥させて重量を測定し、式（２）で
リガンド転化率を算出すると、リガンド転化率は９１％であった。
　またタンパク質吸着多孔膜の外径は３．６ｍｍ、内径は２．２ｍｍであった。
【０１０４】
［製造例３］モジュール成型
　製造例２で製造したタンパク質吸着多孔膜を、糸有効長９．４ｃｍ、糸本数１本入りの
モジュールに成型した。
【０１０５】
[タンパク質吸着多孔膜の吸着能力評価]
　タンパク質吸着多孔膜の吸着能力を表す用語として、「平衡吸着容量」（又は「静的吸
着容量」）と「動的吸着容量」とがあり、当業界では広く用いられている。
　「動的吸着容量」とは、タンパク質吸着多孔膜に対してタンパク質を含む原液を通液さ
せる際に、その原液の透過液のタンパク質濃度が基準濃度に達する時点までの吸着容量を
指す。この基準濃度は破か点と呼び、一般的に破か点としては通液する原液のタンパク質
濃度に対する、その原液の透過液のタンパク質濃度が５％～２０％の範囲から選ぶ。
【０１０６】
　なお、一般には、吸着量は重量や体積やモル数などその特性を表すのに適した単位を用
いることができる。また、タンパク質吸着多孔膜の単位量として表される吸着容量につい
ても、単位体積だけでなく、単位重量などその特性を表すのに適した単位を用いることが
できる。
【０１０７】
　吸着容量を求めるに当たって、膜体積は、前記式（８）で算出される円環断面体積（Ｖ
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）において、式中のＬに、吸着に寄与する有効膜長を代入して求められる体積である。有
効膜長は、測定に使用する中空糸の長さから、装置に接続するためのコネクターなどの接
触部分の長さ（吸着に寄与しない長さ）を差し引いて算出する。なお、平膜の場合の膜体
積は、有効膜面積と膜厚みを掛け合わせた値である。
【０１０８】
　製造例３に従って製造したモジュールに対して、平衡吸着容量及び動的吸着容量の測定
は、汎用ＨＰＬＣシステム（ＧＥヘルスケアジャパン　ＡＫＴＡｅｘｐｌｏｒｅｒ１００
）に接続して行った。製造例１、２で製造した同一バッチのタンパク吸着多孔膜から、製
造例３に従ってモジュールを複数本作成し、平衡吸着容量の測定と動的吸着容量の測定は
別のモジュール個体を用いた。平衡吸着容量及び動的吸着容量のいずれの場合も、原液の
透過液の吸光度をモニターし、得られたクロマトグラムを数値解析して求めた。なお、動
的吸着容量は、タンパク質原液（１ｍｇ／ｍＬ）の吸光度の１０％に到達した原液透過液
量を破か点とし、算出した。
【０１０９】
［評価例１］多層度
　製造例２で得られたタンパク質吸着多孔膜の比表面積ＳＭは、６．８ｍ２／ｇであった
。なお、測定にはＢＥＣＫＭＡＮ　ＣＯＵＬＴＥＲ株式会社製比表面積・細孔分布測定装
置（コールターＳＡ３１００シリーズ）を用いて、ＢＥＴ法にて行った。
　ＢＳＡ１分子の占有面積ＳＰ＝１６×１０－１８（ｍ２）、分子量Ｍｒ＝６７５００（
ｇ／ｍｏｌ）、アボガドロ数ＮＡ＝６．０２×１０２３（／ｍｏｌ）を式（５）に代入し
て計算し、理論単層吸着容量４．８×１０－２（ｇ／ｇ）と算出した。
　平衡吸着容量は、ＢＳＡを用いて行い、原液の透過液の２８０ｎｍ吸光度をモニターし
た。ＢＳＡの平衡吸着量（式４の分子）は４５ｍｇであり、モジュール成形したタンパク
質吸着多孔膜の重量Ｗは２２６ｍｇであった。従って、式（４）により平衡吸着容量は、
０．２０ｇ／ｇであった。
　したがって、多層度は式（３）により、４．２と算出された。
【０１１０】
［評価例２］繰り返し動的吸着容量の評価
　モジュールを上述の汎用ＨＰＬＣシステムに接続し、吸着工程、洗浄工程及び溶出工程
を繰り返し行って、吸着工程における動的吸着容量を算出した。なお測定には、ＢＳＡを
用い、原液の透過液の２８０ｎｍ吸光度をモニターした。
　吸着工程後は、洗浄工程、溶出工程を経て吸着容量を測定するという手順を複数回繰返
し、その都度の動的吸着容量を測定した。１回目の動的吸着容量（すなわち、タンパク質
を初めて吸着させた際の動的吸着容量）を１００として、溶出工程後の吸着時における動
的吸着容量の比を「保持率（％）」として算出し、溶出方法による効果の度合いを比較し
た。保持率が１００に近いほど、溶出効果が大きいといえる。
なお、動的吸着容量は、動的吸着量（ｍｇ）を、式（８）で求められる膜体積Ｖ（ｍＬ）
で割り、単位はｍｇ／ｍＬとした。
【０１１１】
　本実施例では、以下の試薬などを用いた。
　＜トリス塩酸塩緩衝液（緩衝液）＞
　トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（ナカライテスク株式会社製）４．８４ｇを
超純水約１．９Ｌに溶解し、塩酸を加えｐＨ８に調整後、メスアップして２Ｌとして濃度
２０ｍｍｏｌ／Ｌ（ｐＨ８）とした。その後、孔径０．４５μｍのフィルターを通したも
のを用いた。
【０１１２】
　＜ＢＳＡ溶液＞
　モデルタンパク質として一般に用いられるＢＳＡ（牛血清アルブミン、シグマアルドリ
ッチ製）を用いた。バイオテクノロジーの精製装置の性能表示を行う際、精製されたタン
パク質溶液をモデルとして用いられるのは一般的である。
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　２０ｍｍｏｌ／Ｌ（ｐＨ８）トリス塩酸緩衝液１Ｌに対しＢＳＡ１ｇを溶解させ、孔径
０．４５μｍのフィルターを通したものを用いた。
【０１１３】
　＜塩緩衝液＞
　トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン（ナカライテスク株式会社製）４．８４ｇを
超純水約１．９Ｌに溶解し、次いでＮａＣｌ（和光純薬工業株式会社製試薬特級）１１７
ｇを溶解後、塩酸を加えｐＨ８に調整した。メスアップして２Ｌとして濃度１ｍｏｌ／Ｌ
の塩化ナトリウムを含む緩衝液を調製した。その後、孔径０．４５μｍのフィルターを通
したものを用いた。
【０１１４】
　＜水酸化ナトリウム水溶液（アルカリ）＞
　１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液（和光純薬工業株式会社製試薬特級）を使用した
。
【０１１５】
　溶出工程における溶出液の流れ方向を、吸着工程における流れ方向に対して、同一の方
向で通液した場合を「順方向」、反対の方向で通液した場合を「反対方向」として記述し
た。また、評価流速は全ての実施例及び比較例において、いずれの工程でも５ＭＶ／ｍｉ
ｎで行った。
【０１１６】
［実施例１］
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、吸着工程（緩
衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行い、
その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして、溶出工程として、
塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、反対方向）、塩緩
衝液（２０ｍＬ、反対方向）を通液した。
【０１１７】
　吸着１回目の動的吸着容量は４７．７ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４５．９ｍｇ／ｍＬで保持率は９６％であった。
【０１１８】
［実施例２］
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、吸着工程（緩
衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行い、
その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして、溶出工程として、
塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、順方向）、塩緩衝
液（２０ｍＬ、反対方向）を通液した。
【０１１９】
　吸着１回目の動的吸着容量は５８．６ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は５０．５ｍｇ／ｍＬで保持率は８６％であった。
【０１２０】
［実施例３］
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、吸着工程（緩
衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行い、
その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして溶出工程として、塩
緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、反対方向）、塩緩衝
液（２０ｍＬ、順方向）を通液した。
【０１２１】
　吸着１回目の動的吸着容量は５１．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４３．５ｍｇ／ｍＬで保持率は８５％であった。
【０１２２】
[比較例１]
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　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、溶出工程で、
全て順方向にて通液した以外は、実施例１と同じ溶出液、通液順、及び通液量で通液した
。
　吸着工程（緩衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への
通液）で行い、その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして溶出
工程として、塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、順方
向）、塩緩衝液（２０ｍＬ、順方向）を通液した。
【０１２３】
　吸着１回目の動的吸着容量は５１．２ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４０．０ｍｇ／ｍＬで保持率は７８％であった。
【０１２４】
[比較例２]
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、製造例１～３
で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールを、吸着工程（緩衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ
溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行い、その後洗浄工程として
、緩衝液１０ｍＬを反対方向に、次いで緩衝液１０ｍＬを順方向に通液した。そして溶出
工程として、塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、順方
向）、塩緩衝液（２０ｍＬ、順方向）を通液した。
【０１２５】
　吸着１回目の動的吸着容量は５５．５ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４２．７ｍｇ／ｍＬで保持率は７７％であった。
【０１２６】
　実施例１～３及び比較例１、２の結果を表１に示す。
【０１２７】
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【表１】

【０１２８】
　比較例１では、保持率が７８％であったのに対し、実施例１では保持率９６％、実施例
２では保持率８６％、実施例３では保持率８５％であり、溶出液を吸着方向とは反対方向
に通液することによる効果が実証された。
　比較例２において、洗浄工程で緩衝液を反対方向に通液通液した場合、１０回繰り返し
後に吸着容量の保持率が７７％であった。実施例１～３で、溶出液を反対方向に通液する
ことによる効果が実証された。
【０１２９】
［実施例４］
　１種類の溶出液として、塩緩衝液を用いて溶出工程を行った場合の実施例を示す。
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、吸着工程（緩
衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行い、
その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向に通液した。そして、溶出工程として、
塩緩衝液（２０ｍＬ、反対方向）を通液した。
【０１３０】
　吸着１回目の動的吸着容量は４９．５ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４２．２ｍｇ／ｍＬで保持率は８５％であった。
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[比較例３]
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュールに対して、溶出工程で、
順方向にて通液した以外は、実施例４と同じ溶出液及び通液量で通液した。
　吸着工程（緩衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への
通液）で行い、その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向に通液した。そして溶出
工程として、塩緩衝液（２０ｍＬ、順方向）を通液した。
【０１３２】
　吸着１回目の動的吸着容量は３８．７ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は２７．５ｍｇ／ｍＬで保持率は７１％であった。
【０１３３】
　実施例４及び比較例３の結果を表２に示す。
【０１３４】
【表２】

【０１３５】
　比較例３では、保持率が７１％であったのに対し、実施例４では保持率８５％と、溶出
液を吸着方向とは反対方向に通液することによる効果が実証された。
【０１３６】
　以下実施例５～１１、比較例４～１０において、種々のグラフト率及び多層度のタンパ
ク質吸着多孔膜に対して、反対方向への溶出液を通液した場合の結果を示す（結果を表３
にまとめて示す）。
【０１３７】
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【表３】

【０１３８】
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　［実施例５］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を１３．９質量部：８６．１質量部とした以外は、製造例
２に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は１９５％、リガンド転化率は
９８％であった。また、外径は４．４ｍｍ、内径は２．８ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
５Ａ，５Ｂ，５Ｃ）を成形した。
　モジュール５Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、５．５であっ
た。
　モジュール５Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。吸着工程
（緩衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通液）で行
い、その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして、溶出工程とし
て、塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、反対方向）、
塩緩衝液（２０ｍＬ、反対方向）を通液した。
　吸着１回目の動的吸着容量は７３．９ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は６９．５ｍｇ／ｍＬで保持率は９４％であった。
【０１３９】
［比較例４］
　実施例５で製造したモジュール５Ｃに対して、溶出工程において、塩緩衝液（１５ｍＬ
、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、順方向）、塩緩衝液（２０ｍＬ、順方
向）と、溶出液をすべて順方向に通液した以外は、実施例５と同じように評価を行った。
　吸着１回目の動的吸着容量は７５．０ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は５２．７ｍｇ／ｍＬで保持率は７０％であった。
　多層度５．５の場合、比較例４の保持率７０％に対して、実施例５で保持率９４％と保
持率が向上した。なお、保持率の向上度を、（反対方向での溶出実施時の保持率）／（順
方向のみでの溶出実施時の保持率）で表すと、１３４％となった。
【０１４０】
　［実施例６］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を９．４質量部：９０．６質量部とした以外は、製造例２
に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は１３１％、リガンド転化率は９
７％であった。また、外径は４．１ｍｍ、内径は２．５ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
６Ａ，６Ｂ，６Ｃ）を成形した。
　モジュール６Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、４．５であっ
た。
　モジュール６Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。評価にお
ける通液液種、通液順、通液量、通液方向は実施例５と全く同じで行った。（すなわち、
溶出工程において、反対方向への通液を行った。）
　吸着１回目の動的吸着容量は５６．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は５４．１ｍｇ／ｍＬで保持率は９６％であった。
【０１４１】
［比較例５］
　実施例６で製造したモジュール６Ｃに対して、評価例２に従って繰り返し動的吸着容量
の評価を実施した。評価における通液液種、通液順、通液量、通液方向は比較例４と全く
同じで行った。（すなわち、溶出工程において溶出液をすべて順方向に通液した。）
　吸着１回目の動的吸着容量は５６．０ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は４０．９ｍｇ／ｍＬで保持率は７３％であった。
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　多層度４．５の場合、比較例５の保持率７３％に対して、実施例６で保持率９６％と保
持率が向上した。保持率の向上度は１３１％となった。
【０１４２】
　［実施例７］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を６．１質量部：９３．９質量部とした以外は、製造例２
に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は８５％、リガンド転化率は９５
％であった。また、外径は３．８ｍｍ、内径は２．４ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
７Ａ，７Ｂ，７Ｃ）を成形した。
　モジュール７Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、４．３であっ
た。
　モジュール７Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。評価にお
ける通液液種、通液順、通液量、通液方向は実施例５と全く同じで行った。（すなわち、
溶出工程において、反対方向への通液を行った。）
　吸着１回目の動的吸着容量は５５．０ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は５３．９ｍｇ／ｍＬで保持率は９８％であった。
【０１４３】
［比較例６］
　実施例７で製造したモジュール７Ｃに対して、評価例２に従って繰り返し動的吸着容量
の評価を実施した。評価における通液液種、通液順、通液量、通液方向は比較例４と全く
同じで行った。（すなわち、溶出工程において溶出液をすべて順方向に通液した。）
　吸着１回目の動的吸着容量は５４．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は４１．０ｍｇ／ｍＬで保持率は７５％であった。
　多層度４．３の場合、比較例６の保持率７５％に対して、実施例７で保持率９８％と保
持率が向上した。保持率の向上度は１３０％となった。
【０１４４】
［実施例８］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を３．６質量部：９６．４質量部とした以外は、製造例２
に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は５０％、リガンド転化率は９８
％であった。また、外径は３．４ｍｍ、内径は２．１ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
８Ａ，８Ｂ，８Ｃ）を成形した。
　モジュール８Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、３．８であっ
た。
　モジュール８Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。評価にお
ける通液液種、通液順、通液量、通液方向は実施例５と全く同じで行った。（すなわち、
溶出工程において、反対方向への通液を行った。）
　吸着１回目の動的吸着容量は４６．０ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は４４．６ｍｇ／ｍＬで保持率は９７％であった。
【０１４５】
［比較例７］
　実施例８で製造したモジュール８Ｃに対して、評価例２に従って繰り返し動的吸着容量
の評価を実施した。評価における通液液種、通液順、通液量、通液方向は比較例４と全く
同じで行った。（すなわち、溶出工程において溶出液をすべて順方向に通液した。）
　吸着１回目の動的吸着容量は４６．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は３５．９ｍｇ／ｍＬで保持率は７７％であった。
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　多層度３．８の場合、比較例７の保持率７７％に対して、実施例８で保持率９７％と保
持率が向上した。保持率の向上度は１２５％となった。
【０１４６】
　［実施例９］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を２．３質量部：９７．７質量部とした以外は、製造例２
に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は３２％、リガンド転化率は９６
％であった。また、外径は３．３ｍｍ、内径は２．０ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
９Ａ，９Ｂ，９Ｃ）を成形した。
　モジュール９Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、２．３であっ
た。
【０１４７】
　モジュール９Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。評価にお
ける通液液種、通液順、通液量、通液方向は実施例５と全く同じで行った。（すなわち、
溶出工程において、反対方向への通液を行った。）
　吸着１回目の動的吸着容量は２１．１ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は２０．７ｍｇ／ｍＬで保持率は９８％であった。
【０１４８】
［比較例８］
　実施例９で製造したモジュール９Ｃに対して、評価例２に従って繰り返し動的吸着容量
の評価を実施した。評価における通液液種、通液順、通液量、通液方向は比較例４と全く
同じで行った。（すなわち、溶出工程において溶出液をすべて順方向に通液した。）
　吸着１回目の動的吸着容量は２１．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は１８．５ｍｇ／ｍＬで保持率は８６．６％であった。
　多層度２．３の場合、比較例８の保持率７７％に対して、実施例９で保持率９８％と保
持率が向上した。保持率の向上度は１１３％となった。
【０１４９】
　［実施例１０］
　製造例１で製造したポリエチレン製中空糸多孔膜を基材として、グラフト反応により、
タンパク質吸着多孔膜を得た。グラフト反応は、反応液中のグリシジルメタクリレート（
ＧＭＡ）：メタノールの混合比を１．０質量部：９９．０質量部とした以外は、製造例２
に従った。得られたタンパク質吸着多孔膜のグラフト率は１４％、リガンド転化率は９７
％であった。また、外径は３．２ｍｍ、内径は１．９ｍｍだった。
　得られたタンパク質吸着多孔膜を３本採取し、それぞれ製造例３と同様にモジュール（
１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ）を成形した。
　モジュール１０Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、１．６であ
った。
　モジュール１０Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。評価に
おける通液液種、通液順、通液量、通液方向は実施例５と全く同じで行った。（すなわち
、溶出工程において、反対方向への通液を行った。）
　吸着１回目の動的吸着容量は１０．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は１０．１ｍｇ／ｍＬで保持率は９７％であった。
【０１５０】
［比較例９］
　実施例１０で製造したモジュール１０Ｃに対して、評価例２に従って繰り返し動的吸着
容量の評価を実施した。評価における通液液種、通液順、通液量、通液方向は比較例４と
全く同じで行った。（すなわち、溶出工程において溶出液をすべて順方向に通液した。）
　吸着１回目の動的吸着容量は１０．６ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
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は９．９ｍｇ／ｍＬで保持率は９３％であった。
　多層度１．６の場合、比較例９の保持率９３％に対して、実施例１０で保持率９７％と
保持率が向上した。保持率の向上度は１０４％となった。
【０１５１】
［実施例１１］
　ナイロン６（０．２ｇ）、塩化メチレン（１０ｇ）、蟻酸（０．１ｇ）を室温で撹拌し
、そこにｔ－ブチル次亜塩素酸ナトリウム（２ｇ）を添加し、ナイロン６が溶解するのを
待った。得られた溶液にさらに塩化メチレンを、全体質量が１００ｇとなるように加えて
、コーティング層形成のためのＮ－クロロ－ナイロン６溶液を得た。
　孔径０．４５μｍ、膜厚０．１５ｍｍのセルロース誘導体からなる多孔質平膜（日本ミ
リポア株式会社製）をＮ－クロロ－ナイロン６溶液に浸漬し、多孔質部に溶液が含浸する
のを待った。溶液を含浸させた多孔質平膜から余剰の溶液を除去し、この膜をまず室温で
乾燥し、次いで８０℃の熱風循環乾燥器内で更に乾燥し、最後に１４０℃で１５分間加熱
することで、セルロース誘導体の多孔質平膜及びその表面を覆うＮ－クロロ－ナイロン６
の被膜を有する平膜状の基材を得た。
　グリシジルメタクリレート（ＧＭＡ）５％、Ｔｗｅｅｎ８０（関東化学株式会社製）０
．３％及び亜ジチオン酸ナトリウム０．１％の組成を有するリン酸ナトリウム緩衝液（ｐ
Ｈ７．５）を反応容器内でよく撹拌した。このリン酸ナトリウム緩衝液に、上記の平膜状
の基材を投入して、室温で１２分間のグラフト重合反応を行った。反応後の膜を、純水、
アセトンの順に洗浄の後、８０℃で乾燥させることで、ＧＭＡがグラフト重合して形成さ
れたグラフト鎖を有するグラフト多孔質平膜を得た。グラフト率は８％であった。
　なお、このグラフト率は、Ｎ－クロローナイロン６で被膜される前の膜重量に対する、
グラフト鎖重量で定義した。すなわちグラフト率は、上述の式（１）を変形した下記式（
１）’により算出した。
【０１５２】
【数９】

【０１５３】
Ｗ0：被膜する前の膜重量（ｇ）
Ｗ０’：グラフト鎖導入前の基材重量（ｇ）
Ｗ1：グラフト重合後の重量（ｇ）
【０１５４】
　グラフト多孔質平膜の入った反応容器に、５０体積濃度のジエチルアミン水溶液を入れ
、３０℃で５時間を循環し、一終夜静置後、ジエチルアミン水溶液を排出した。次いで多
孔質平膜を水で十分に洗浄し、乾燥させ、グラフト鎖にジエチルアミノ基を有するグラフ
ト多孔質平膜をタンパク質吸着多孔膜として得た。上述の式（２）より求められるリガン
ド転化率は９６％であった。
　この多孔質平膜を用いて、平膜モジュール（１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ）を成形した。
　モジュール１１Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、１．２であ
った。
　モジュール１１Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。すなわ
ち、評価流速は、いずれの工程でも５ＭＶ／ｍｉｎで行った。吸着工程において、平膜の
表面から裏面へと通液し、その後洗浄工程として、緩衝液を表面から裏面（順方向）へと
通液した。そして、溶出工程として、塩緩衝液（順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（反
対方向）、塩緩衝液（反対方向）を通液した。ここで、反対方向とは、平膜の裏面から表
面へと通液したことを意味する。
　吸着１回目の動的吸着容量は７．７ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容量
は７．５ｍｇ／ｍＬで保持率は９７％であった。
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【０１５５】
［比較例１０］
　実施例１１で製造したモジュール１１Ｃに対して、上記実施例１１と同様に繰り返し動
的吸着容量を評価した。ただし、通液方向はすべて順方向で行った。
　吸着１回目の動的吸着容量は８．４ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量は
７．９ｍｇ／ｍＬで保持率は９４％であった。
　多層度１．２の場合、比較例１０の保持率９４％に対して、実施例１１で保持率９７％
と保持率が向上した。保持率の向上度は１０３％となった。
【０１５６】
［実施例１２］
　製造例１～３で得られたタンパク質吸着膜多孔膜のモジュール３本に対して、９０℃の
熱水を１時間通液する処理を施した（モジュール１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ）。
　モジュール１２Ａを評価例１に従って測定を実施し、多層度を算出すると、４．７であ
った。　モジュール１２Ｂを評価例２に従って繰り返し動的吸着容量の評価を実施した。
吸着工程（緩衝液３０ｍＬ、ＢＳＡ溶液４０ｍＬ）を内圧式（中空部内側から外側への通
液）で行い、その後洗浄工程として、緩衝液１０ｍＬを順方向で通液した。そして、溶出
工程として、塩緩衝液（１５ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、反対
方向）、塩緩衝液（２０ｍＬ、反対方向）を通液した。
　吸着１回目の動的吸着容量は５８．５ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着容
量は５６．７ｍｇ／ｍＬで保持率は９７％であった。
【０１５７】
［比較例１１］
　実施例１２で製造したモジュール１２Ｃに対して、溶出工程において、塩緩衝液（１５
ｍＬ、順方向）、水酸化ナトリウム水溶液（２０ｍＬ、順方向）、塩緩衝液（２０ｍＬ、
順方向）と、溶出液をすべて順方向に通液した以外は、実施例５と同じように評価を行っ
た。
　吸着１回目の動的吸着容量は５８．６ｍｇ／ｍＬであり、１０回繰返し後の動的吸着量
は４２．２ｍｇ／ｍＬで保持率は７２％であった。
　９０℃の熱水処理によって製造例１～３の多層度は４．２から４．７へと大きくなった
。また、比較例１１の保持率７２％に対して、実施例１２で保持率９７％と保持率が向上
した。なお、保持率の向上度は、１３５％となった。
【０１５８】
　実施例１２及び比較例１１の結果を表４に示す。
【０１５９】
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【表４】

【０１６０】
　本出願は、２０１１年９月３０日出願の日本特許出願（特願２０１１－２１７８５６号
）に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　本発明は、タンパク質吸着多孔膜を用いた、効率的なタンパク質の精製方法を提供する
ことができる。そして、本発明は、抗体医薬を効率的に大量産生する上で、目的タンパク
質の精製において産業上の利用可能性を有する。
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