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総 説

医薬品原材料としての生物由来物質の現状
絵野沢 伸
国立成育医療センター研究所

移植・外科研究部

Biologics in medical products
Enosawa Shin
Department of Innovative Surgery, National Research Institute for Child Health and Development

Although the methodology of chemical synthesis and bioengineering has been advanced, biological materials or biologics are still used for numerous medical products because of technical reason
and cost advantage. Not only albumin and globulin that are from human serum, but also a lot of
other medicines are made from tissues and organs of domestic animals and human materials. The
former includes heparin, pancreatin, thromboplastin, liver extract, etc. In the latter, human urine is
one important source of medicines, such as gonadotropin, ulinastatin, and follicle-stimulating hormone（FSH）. Placenta is an only human organ used as raw materials of medicine. There are two
approved medicines produced by human placenta；one for liver diseases and the other for
menopause disorder. All medical supplies are examined and approved according to a guideline
defined by ICH（International Conference on Harmonization）. Biologics are mainly under the regulation of ICH guideline Q５A. However, there is no universal standard in the testing. An unpredictable incident happened in phase I trial of TGN1412, a monoclonal antibody against CD28. The
experimental design itself was not really accusable but the outcome of multiorgan failure reminded
us of hazardous nature of clinical trial. It is necessary to keep the balance between subject protection and development of new medicine, especially in the field of novel medical technology, regenerative medicine.
合もある。漢方薬を思い浮かべればわかるように，

１．はじめに

もともと薬は自然界に存在するものから見出され

化学合成や遺伝子工学が進んだ現在でも多くの

てきている。従って，生物に由来する材料は創薬

医薬品に生物由来原料が使用されている。このこ

の本流なのである。化学合成は不純物のない「き

とは意外に思われるかもしれないが，理由は効果

れいな」物質を作り出すというイメージを抱きが

と生産コスト面で合成品よりも優れるからであ

ちであるが，一概に合成品の方がより安全である

る。また技術的にまだ人為的な合成ができない場

とは言えない。化学合成で用いられる有毒な原材
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表１

生物由来原料から作られる医薬品

原料と一般名を挙げた。名称は日本医薬品集2008年版２）
によった（以下同じ）
。

２．生物材料を原料とする認可医薬品
生物材料を原料とする医薬品は，生物由来製品，

生物由来製品
ヒト尿；ウロキナーゼ，カリジノゲナーゼ，ウリナスタチ
ン，ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン，ヒト下垂体性性腺刺激
ホルモン，ミリモスチム
ブタ小腸；ヘパリン，低分子ヘパリン
ブタ膵；トリプシン
ブタ胃；ペプシン
ブタ肺；トロンボプラスチン
ウシ肺；アプロチニン，トロンボプラスチン
細胞培養上清；天然型インターフェロン，非組換えモノク
ローナル抗体
遺伝子組換えタンパク；表２参照
その他；ワクチン，毒素，抗毒素，抗生物質，非タンパク
質（ポルフィマー）

特定生物由来製品，およびその両者に属さないも

特定生物由来製品
ヒト血液を原料とするもの；フィブリノゲン，血液凝固因
子Ⅷ，同ⅩⅢ，トロンビン，アンチトロンビンⅢ，ヒト血
清アルブミン，ヒト免疫グロブリン，ヒトハプトグロビン，
全血，新鮮凍結血漿，など
，
ヒト胎盤を原料とするもの；肝機能改善薬（ラエンネック獏）
更年期障害・乳汁分泌促進（メルスモン獏）
その他；添加物としてヒトアルブミンを使用しているもの
と遺伝子組換えタンパク製造の原材料として米国産ウシ由
来物質を用いているものが数品指定されている。

生殖補助医療に必要な２種のホルモン，すなわち

上記以外で生物由来物質を含むもの
ブタ膵；パンクレアチン
ブタ肝；肝臓エキス

なわち軍隊や修道院などから得ているという。ま

のがある。生物由来製品とは，植物以外でヒトを
含む生物に由来する物を原材料として使用する医
薬品や医療機器で，製造にあたり特別の注意を要
するものである。表１に挙げたようにヒト由来で
は尿から抽出される薬物が数多くある。ウロキナ
ーゼ（血栓溶解）
，カリジノゲナーゼ（循環改善），
ウリナスタチン（ミラクリッドとして市販されて
い る 循 環 改 善 薬 ）， ミ リ モ ス チ ム （ M - C S F ，
Macrophage-Colony Stimulating Factor）の他，
絨毛性性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン）と卵
胞刺激ホルモンがそれぞれ妊婦尿と閉経後の女性
尿から得られている。これらの中で卵胞刺激ホル
モンやウロキナーゼはリコンビナント製剤中にも
同じ構造，あるいは同等の薬効を有するものがあ
る。こういった尿は集団生活をしている人達，す
た妊婦尿は有志から集めているらしい。このよう
に原料のロット管理には努力がなされている。尚，
原料尿は輸入品の使用も可である。
生物由来製品の中で特に感染症発生のリスクが

料の残留や触媒の混入，その他製造プロセス上の

高いものが特定生物由来製品である。多くはヒト

事故もある。乳児用粉ミルクに原材料の不純物の

血液製剤であるが，ヒト胎盤から作られる２種の

ヒ素が混入した事件や食用米ぬか油に化学プラン

医薬品も含まれている。創薬資源としてのヒト胎

トの加熱媒体のPCBが混入した事件は，まさに人

盤の利用については既報に記した３）。簡単に述べ

為的な原因による１）。もちろん生物材料も工学的

ると，個々に提供者情報を有する胎盤が月に

な技術をもって薬に加工されるので，この部分の

3,000個程度，医薬品原料として供給されている

危険性は共有している。そこで本稿では原材料と

という。尚，このヒト胎盤はすべて国内からの供

いう視点からの生物由来医薬品材料の現状，規制，

給で，輸入はされていない。このように血液や胎

注意すべき事項について述べる。また，新しい医

盤は，尿に比べてさらにトレーサビリティに注意

療技術である再生医療では，細胞など生物そのも

が払われている。この差は，厚生労働省の告示の

のと言ってよいものが医療ツールとして使用され

文言から類推するに，感染因子混入のリスクが高

る。これらに関する許認可の仕組みについても言

く，また感染因子の不活化に技術的な限界がある

及したい。

ためと思われる。この他，遺伝子組換え医薬品の
中で，製剤中にヒトアルブミンを加えたものや製
造過程で米国産ウシ由来物質を使用するものが特
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表２

遺伝子組換えによる医薬品

括弧内は当該医薬品に対応する生理活性物質名（すべてヒ
トの分子を対象としているので接頭辞のヒトは省略した）。
＊
１さまざまな分子デザインの医薬品が存在するもの。総
称として記す。＊２それぞれアミノ酸配列が異なる複数の
医薬品が存在する。各分子で若干薬効も異なる。

う判断がなされているのであろう。また一部の遺
伝子組換え医薬品で生物由来製品ではないものも
ある。医薬品それぞれの性質や生産方法は多種多
様なので，個々に判断の根拠があるのだと思われ
る。歴史的経緯を知らないと現在の分類の根拠を

インスリン＊１
知ることはなかなか難しい。
グルカゴン
＊１
遺伝子組換えタンパク製剤（表２）は製造過程
インターフェロン
アルブミン
で細胞や微生物，さらに最近は家畜そのものを用
セルモロイキン＊２（IL２）
いるために生物由来製品（あるいは前述の理由で
カルペリチド（HANP，心房性Na利尿ペプチド）
ソマトロピン（成長ホルモン）
特定生物由来製品）に分類されている。以前，ブ
フォリトロピン（卵胞刺激ホルモン）
タやウシの臓器から得ていたインスリンや成長ホ
ペグビソマント（成長ホルモン受容体拮抗薬）
メカセルミン（IGF１, Inslin-like growth factor１）
ルモンはすべてが遺伝子組換え医薬品に代替わり
トラフェルミン（bFGF）
＊２
している。ヒトアルブミンはまだ血液製剤が主流
ナルトグラスチム （GCSF）
アガルシダーゼ＊２（ムコ多糖症関連酵素）
であるが，徐々に遺伝子組換え体に移行する気配
アルグルコシダーゼ（糖原病関連酵素）
を見せている。現在薬価は遺伝子組換えアルブミ
アルテプラーゼ＊２（tPA, Tissue Plasminogen Activator）
エタネルセプト（TNF受容体アナログ）
ン溶液であるメドウェイ注５％（250mL）が
エポエチン（エリスロポエチン）
9,602円，献血アルブミン５％（250mL）が7,742
エプタコグ，オクトコグ（血液凝固第Ⅶ，Ⅷ因子）
ヒト化モノクローナル抗体（MoAb）
円である。組換え体のすべてが天然の生理活性物
インフリキシマブ（抗TNFアルファMoAb）
トラスツズマブ（抗上皮増殖因子受容体２型（HER２） 質を正確に模している訳ではなく，遺伝子が由来
MoAb）
する細胞のアミノ酸配列が若干異なるので別の名
ベバシズマブ（抗VEGFMoAb）
称が付けられている場合や，敢えて人為的に配列
リツキシマブ（抗CD20MoAb）
パリビズマブ（抗RSウィルスMoAb）
を変えて薬効に違いを持たせているものがある
トシリズマブ（抗IL６レセプターMoAb）
（表２に＊１，＊２として示した）。さらに、最近の
バシリキシマブ（抗IL２レセプターMoAb）
ゲムツズマブオゾガマイシン（抗CD33MoAbと抗ガン
モノクローナル抗体薬はFc部分など抗原性の高
剤が結合）

い部分をヒト化した人工改変物が増加している。
この領域の進歩はめざましい。
遺伝子組換え医薬品の問題としては，まずコス

定生物由来製品に分類されている。特定生物由来

ト高が挙げられる。ここで言うコストは，生産に

製品に関しては，医療機関における使用記録を20

直接関わるものだけでなく，施設管理や水処理費

年間，製造業者等における製品の譲渡記録等を30

にまで及ぶ。実用面では，複合タンパク質では糖

年間保管するよう規定されている。

鎖修飾がないために半減期が短縮するといった生

生物由来製品にはワクチン，抗毒素（ハブ毒に

物学的な問題，コラーゲンなどの高分子はリコン

対するウマ抗血清など），各種抗生物質，株化細

ビナント化に適さないという技術上の問題があ

胞の生産物，遺伝子組換えタンパク製剤も含まれ

る。とはいえ，品質管理に優れ，人為的な修飾が

ている。生物由来原料を使用しているが生物由来

可能なこの技術は今後ますます創薬に取り入れら

製品ではないものとしてブタ膵から抽出されるパ

れることになると思う。

ンクレアチン（消化酵素製剤）やブタ肝から抽出
される肝臓エキス（肝機能改善薬として使用，成

３．動物工場の現在

分の主体はFAD）がある。これらはおそらく抽

遺伝子組換え技術でタンパク性医薬品を大量生

出過程で感染因子の不活化が十分可能であるとい

産する方法として，遺伝子組換え家畜（トランス
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ジェニック家畜）を作り，乳汁中に医薬品を分泌

ロウィルスは原料には常に存在するものという基

させる技術がある。1990年代，体細胞クローン羊

本認識があり，生産工程での除去が求められる。

ドリー作成で有名なPPL Therapeutics Incや

ウィルス除去に有効と考えられる処置は，加熱，

Genzyme Transgenicなど，米英を中心にいくつ

有機溶媒や界面活性剤の添加，酸性化，放射線照

かの企業がこれに取り組んでいた。しかし生物製

射，ろ過，カラムクロマトグラフィー，分画・抽

剤としての品質確保の壁と狂牛病問題の打撃で

出である。わが国の考え方としては，これらの工

2000年前後には下火になってしまった。ところが，

程のうち原則として２つを行うことになってい

地道な研究開発の結果，初めてのトランスジェニ

る。除去がなされている証明は，同じあるいは類

ック家畜医薬品が2006年７月に欧州で認可され

似のウィルスを原材料に混入させて生産プロセス

た。GTC Biotherapeutics社（米国）の遺伝子組

を試す「スパイク試験」による。ウィルス有無の

換えヤギによるアンチトロンビン，ATrynであ

検定は，感染性が視点となることから，電子顕微

４）

る 。その後2009年には米国FDAも認可した。こ

鏡によるウィルス粒子の観察，培養細胞や実験動

れを機に遺伝子組換え家畜による複数の医薬品の

物への感染性試験，抗体産生試験，逆転写酵素活

認 可 が 進 む と 見 ら れ て い る 。 G T C

性測定（レトロウィルスの場合）が重要で，PCR

BiotherapeuticsはもとはGenzyme Transgenicの

による検査は重視されない。しかしこれらを確か

子会社で，のちに独立。約15年かけてようやく認

める標準的方法論はなく，個別審査に頼るところ

可にこぎつけたという。日本では，協和発酵キリ

が大きい。

ンがウシ乳汁中にヒト型抗体を分泌させる技術を
有している。ただしこの技術自体は，米バイオベ
ンチャーのHematec社のものである。

５．事故例
生物由来製品の事故はこれまでに，血液製剤に
よる肝炎ウィルスやHIVの伝播，ヒト脳硬膜によ

４．生物製剤の認可基準

るクロイツフェルトヤコブ病の伝播がある。現在，

医薬品は純度という点では研究試薬に比べてか

医薬品へのウシ由来物質の利用は厳重な規制のも

なり甘いが，逆に安全面は厳しく監視されている。

とで行われているが，規制以前を含め医薬品を通

申請された医薬品はICH（International

じてウシ海綿状脳症（狂牛病）に起因する脳症を

Conference on Harmonization of Technical

発症したという報告はない６）。また遺伝子組換え

Requirements

医薬品を含め，細胞培養によって生産された医薬

for

Registration

of

Pharmaceuticals for Human Use，日米EU三極医

品で，製造工程に起因する事故は起こっていない。

薬品承認審査ハーモナイゼーション国際会議）で

しかしながら生物由来医薬品特有の危険性があ

定められたガイドラインに従って審査される。生

る。すなわちリガンドとしての特異性が高く，作

物由来物質を含む医薬品は，遺伝子組み換えなど

用も強力なことが多いので従来の低分子化学物質

生物化学工学的な手法で作られる医薬品に対する

薬とは異なる生体反応を示す場合があることに注

ものと同じ基準が適用される。特に関わりが深い

意しなくてはならない。

のはガイドラインQ５A（R１）で，バイオテク

2006年３月に英国で起きたTGN1412事件では，

ノロジー応用医薬品のウィルス安全性評価を定め

抗体医薬品の第１相試験の開始早々に投与群の６

ている５）。ここでの評価基準はあくまでも製品の

名全員に重篤なアナフィラキシー様症状が出て生

感染性である。原材料がウィルス陽性であっても，

命の危険に曝された７）。これは動物実験では認め

そのウィルスに感染性がない，あるいは感染性が

られなかった副作用であり，治験プロトコールに

低ければ審査の敷居は低いし，精製の過程で除去

も明確な違反があったとは特定されていないとい

あるいは不活化できれば許可される。内因性レト

う。この事例からふたつのことを感じる。ひとつ

220（8）

Organ Biology Vol.16 No.2 2009

Vol.16-No.2総説̲絵野沢 09.7.17 3:56 PM ページ221

は，被験者の危険は思いの外高いことの再認識。
もうひとつは，今後の新薬開発にブレーキがかか
らないか，という懸念である。やむを得ぬ事例と
して切り捨てずに，被験者保護と新薬新規医療技

表３

J-TEC社人工皮膚「ジェイス」の道のり

平成14年３月５日 確認申請承認，治験開始
平成19年10月３日 製造販売承認
平成20年12月17日 健康保険収載決定，価格306,000円

術開発のバランスに，よりいっそうの配慮と工夫
のある枠組を作る必要がある。
再生医療の領域では脳に移植された神経幹細胞
８）

は平成11年７月の「906号」として有名な通知に記

ががん化したという報告がなされている 。イス

されている９）。この通知で対象とするのは，組織

ラエル，テルアビブ大学のグループは，ヒト胎児

工学・細胞治療技術に利用される人又は動物由来

由来神経幹細胞を移植された運動失調症（Ataxia

の細胞・組織を加工（薬剤処理，生物学的特性改

Telangiectasia）の13歳男児に移植細胞由来と考

変，遺伝子工学的改変等。加工の定義は1314号通

えられる多発性の神経膠腫を発見した。移植はモ

知にある 10））した医療用具又は医薬品（これを

スクワで９歳，10歳，12歳の時に脳内およびくも

906号通知中では「細胞・組織利用医療用具等」

膜下に行われた。細胞ドナーは８〜14週の中絶胎

と略している）の治験等である。今までに確認申

児で，１回の移植に対して１〜２体から細胞を採

請が通った（正式には，確認申請が適合と判断さ

取している。病理検査でがん組織と患者の遺伝子

れた）のは次の８件である（括弧内は申請者等と

型が異なるため，このがんは移植細胞由来と考え

受理年）。樹状細胞によるがん免疫療法（キリン

られるという。組織は分化型で成長も遅いため病

ファーマ（現協和発酵キリン），米アルゴス社と

理学的には良性と判断された。また，患者の原疾

の共同研究，平成13年），自家培養皮膚（J-TEC，

患であるAtaxia Telangiectasiaは免疫低下を合併

平成14年），HGF遺伝子治療（アンジェスMG，

することが多く，このことも腫瘍化に促進的に働

平成15年），自家培養軟骨（J-TEC，平成16年），

いたと推察している。尚，腫瘍の切除は成功した

骨格筋芽細胞移植（テルモ，米ダイアクリン社と

と記されている。

の共同研究，平成18年），骨髄由来ヒト間葉系幹

２つ目に挙げた例は，患者の利益を思って行わ

細胞（日本ケミカルリサーチ，米オサイリス社と

れた実験的医療が思わぬ結果をもたらしたという

の共同研究，平成19年），HSV-TK遺伝子治療

もので，先のPhaseⅠスタディーにおける有害事

（タカラバイオ，平成19年），複合型培養皮膚（ビ

象とは若干性格が異なる。医療の発展はリスクと

ーシーエス，平成19年）。ただし，樹状細胞によ

隣り合わせで成し遂げられているという一例とし

るがん免疫療法はその後中止，複合型皮膚培養は

て歴史に残るであろう。動物実験において神経幹

ビーシーエスが昨年11月に破産したため中止され

細胞の移植後にドナー由来の腫瘍が発生したとい

た。

う報告はほとんどないことを考えると，両事例と

この中でもっとも進んでいるのはJ-TECの自家

もに臨床は前臨床研究の延長にはないということ

培養皮膚である。その足跡を表３に示した。確認

明確に示している。医療の最先端の舵取りは非常

申請が許可されたのが平成14年３月。その５年５

に難しい。

ヶ月後に製造販売承認が下り，さらに１年４ヶ月
後に保険収載が認められている。確認申請作業に

６．再生医療の許認可制度

は約１年半かかったそうで，それから数えると８

通常の治験の場合は（独）医薬品医療機器総合

年余りの道のりである。最終的な保険収載価格は

機構が治験届を受理することによって開始され

306,000円で，製造販売承認を伝える新聞記事に

る。しかしながら再生医療などの新しい医療技術

ある１件1000万円超という会社の試算11）とは大き

の治験に際しては，確認申請が必要である。これ

く離れている。とはいえ，J-TECは「再生医療」
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という新しい医療分野に果敢に挑戦しているわが

だまだこの分野の新しい動きを読みとることは難

国のトップランナーであることは間違いない。今

しい。三浦先生，竹澤先生のご発表はどちらも

後，J-TEC社がどのように会社としての経営を図

「開発」という将来に向けた前向きのたいへん優

るか，また国がどのような政策的な舵取りをする

れた内容であった。今回，シンポジウムの全体像

か，非常に興味のあるところである。

をお伝えできないことが非常に残念であるが，竹

確認申請を行うのは細胞・組織利用医療用具等

澤先生は当時の内容をさらに最新版に変えて本誌

の治験に先立つ場合である。保険収載を目指さず，

2008年第２号に寄稿されているので14），併せてお

臨床研究として再生医療研究を行う場合もある。

読みいただければ幸いである。

その代表は，細胞シートのセルシード社である。
セルシードの技術の応用は，心筋シートや角膜シ
ートとして臨床で使われている。また現在動物実
験で優れた成果が示されている食道や膀胱の修復
も次に控えるといってよいであろう。これらの研
究開発は，ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する
指針12）のもとで行うことになる。同時に厚生労働
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