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１．バイオ医薬品・バイオシミラー
とは



バイオ医薬品＝バイオテクノロジー応用医薬品
遺伝子組換え技術
細胞培養技術

バイオ医薬品とは

セルバンク
構築

培養 精製 製剤化



バイオ医薬品＝バイオテクノロジー応用医薬品
遺伝子組換え技術
細胞培養技術

バイオ医薬品とは

（図表）石井明子「バイオ医薬品の製造技術」（西島正弘・川崎ナナ編『バイオ医薬品』（㈱化学同人、第1版、2013年））p.22より国立
医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成 3



バイオ医薬品 開発・承認品目の変遷
1985

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成

1980年代半ば～ ホルモン・サイトカイン
例）インスリン

1990 20001995 2005 2010 （承認年）2015

1990年代半ば～ 酵素等
例）アルテプラーゼ

2000年頃～ 抗体類
例）リツキシマブ

ワクチン
その他



バイオ医薬品 開発・承認品目の変遷
インスリン

フィルグラスチム

セルモロイキン
テセロイキン カルペリチド

グルカゴン

1990 20001985 1995 2005

ペグビソマント

2010
インスリン グルリジン

HPVワクチン

ラスブリカーゼ

リラグルチド
テリパラチド

ロミプロスチム

インスリン リスプロ

ペグインターフェロン アルファ-2a
ペグインターフェロンアルファ-2b

インターフェロン アルファ-2b

インターフェロン ガンマ-1a

ナルトグラスチム

インターフェロン ベータ-1b

B型肝炎ワクチン

エポエチン アルファ

アルテプラーゼ

リツキシマブ
トラスツズマブ

パリビズマブ
インフリキシマブ
バシリキシマブ

ベバシズマブ

フォリトロピン ベータ

エプタコグ アルファ

ラロニダーゼモンテプラーゼ
イミグルセラーゼ

オマリズマブ
ラニビズマブ

ノナコグ アルファ

エクリズマブ
パニツムマブ

トロンボモデュリン アルファ

ウステキヌマブ
ゴリムマブ
カナキヌマブ

アバタセプト

トシリズマブ
ゲムツズマブ オゾガマイシン

ダルベポエチン アルファ

イブリツモマブ チウキセタン
アダリムマブ
セツキシマブ

アガルシダーゼ アルファ

イデュルスルファーゼ

アガルシダーゼ ベータ

アルグルコシダーゼ アルファ

ガルスルファーゼ

ホリトロピン アルファ

パミテプラーゼ

ルリオクトコグ アルファ
オクトコグ アルファ

エポエチン ベータ ペゴル

インスリン アスパルト

人血清アルブミン

HPVワクチン

インターフェロン ベータ
インターフェロン アルファ（NAMALWA）

インターフェロン アルファ（BALL-1）
インターフェロン ベータ

レノグラスチム

メカセルミン

インターフェロン アルファコン-1

インスリン グラルギン

トラフェルミン

インターフェロン ベータ-1a

デノスマブ
モガムリズマブ
セルトリズマブ ペゴル

ﾎﾙﾓﾝ
ｻｲﾄｶｲﾝ

酵素等

その他

抗体類

ワクチン

ムロモナブ-CD3

インスリン デテミル

（承認年）

インスリン デグルデク

ドルナーゼ アルファ

エタネルセプト

アフリベルセプト

エポエチン ベータ

ソマトロピン

メトレレプチン

ツロクトコグ アルファ

オファツムマブ
ペルツズマブ
トラスツズマブ エムタンシン

ブレンツキシマブ ベドチン
ナタリズマブ
アレムツズマブ
ニボルマブ
セクキヌマブ

エポエチン カッパ（後続）

ソマトロピン後続

フィルグラスチム後続

インフリキシマブ
後続

インスリン グラルギン後続

イピリムマブ
ラムシルマブ

アスホターゼ アルファ
コラーゲナーゼ

カトリデカコグ
アンチトロンビン

デュラグルチド

2015

４（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品の主な働き

１．足りない生理活性タンパク質を補う働き
（補充療法）

２．疾患に関連する分子の機能を阻害する働き
（抗体医薬品等）



バイオ医薬品の主な働き
インスリン

フィルグラスチム

セルモロイキン
テセロイキン カルペリチド

グルカゴン

1990 20001985 1995 2005

ペグビソマント

2010
インスリン グルリジン

HPVワクチン

ラスブリカーゼ

リラグルチド
テリパラチド

ロミプロスチム

インスリン リスプロ

ペグインターフェロン アルファ-2a
ペグインターフェロンアルファ-2b

インターフェロン アルファ-2b

インターフェロン ガンマ-1a

ナルトグラスチム

インターフェロン ベータ-1b

B型肝炎ワクチン

エポエチン アルファ

アルテプラーゼ

リツキシマブ
トラスツズマブ

パリビズマブ
インフリキシマブ
バシリキシマブ

ベバシズマブ

フォリトロピン ベータ

エプタコグ アルファ

ラロニダーゼモンテプラーゼ
イミグルセラーゼ

オマリズマブ
ラニビズマブ

ノナコグ アルファ

エクリズマブ
パニツムマブ

トロンボモデュリン アルファ

ウステキヌマブ
ゴリムマブ
カナキヌマブ

アバタセプト

トシリズマブ
ゲムツズマブ オゾガマイシン

ダルベポエチン アルファ

イブリツモマブ チウキセタン
アダリムマブ
セツキシマブ

アガルシダーゼ アルファ

イデュルスルファーゼ

アガルシダーゼ ベータ

アルグルコシダーゼ アルファ

ガルスルファーゼ

ホリトロピン アルファ

パミテプラーゼ

ルリオクトコグ アルファ
オクトコグ アルファ

エポエチン ベータ ペゴル

インスリン アスパルト

人血清アルブミン

HPVワクチン

インターフェロン ベータ
インターフェロン アルファ（NAMALWA）

インターフェロン アルファ（BALL-1）
インターフェロン ベータ

レノグラスチム

メカセルミン

インターフェロン アルファコン-1

インスリン グラルギン

トラフェルミン

インターフェロン ベータ-1a

デノスマブ
モガムリズマブ
セルトリズマブ ペゴル

ﾎﾙﾓﾝ
ｻｲﾄｶｲﾝ

酵素等

その他

抗体類

ワクチン

ムロモナブ-CD3

インスリン デテミル

（承認年）

インスリン デグルデク

ドルナーゼ アルファ

エタネルセプト

アフリベルセプト

エポエチン ベータ

ソマトロピン

メトレレプチン

ツロクトコグ アルファ

オファツムマブ
ペルツズマブ
トラスツズマブ エムタンシン

ブレンツキシマブ ベドチン
ナタリズマブ
アレムツズマブ
ニボルマブ
セクキヌマブ

エポエチン カッパ（後続）

ソマトロピン後続

フィルグラスチム後続

インフリキシマブ
後続

インスリン グラルギン後続

イピリムマブ
ラムシルマブ

アスホターゼ アルファ
コラーゲナーゼ

カトリデカコグ
アンチトロンビン

デュラグルチド

2015

生体内タンパク質をコピー＆改変した薬
⇒ 主に、足りない生理活性タンパク質を補う働き（補充療法）

インスリン ⇒ 糖尿病
血液凝固因子 ⇒ 血友病
エリスロポエチン ⇒ 腎性貧血
リソソーム酵素 ⇒ リソソーム酵素欠損症

免疫グロブリン骨格を利用して作った薬
⇒ 主に、疾患に関連する分子の機能を阻害する働き（抗体医薬品等）

抗TNF抗体 ⇒ 関節リウマチ
抗HER2抗体 ⇒ 乳がん
抗PD-1抗体 ⇒ 悪性黒色腫

5（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品の意義

• がんや自己免疫疾患等、難治性疾患への治療効果が期待
できる

• 有効成分がタンパク質であり、標的分子への特異性が高いた
め、オフターゲットによる副作用が少ない

分類 対象となる疾患・病態
抗TNFs 関節リウマチ、乾癬、クローン病、

潰瘍性大腸炎（結腸炎）
エリスロポエチン（EPO） 慢性貧血症
グルカゴン 低血糖症
インスリン 糖尿病



バイオ医薬品の意義

（図表）日本製薬工業協会『バイオ医薬品』p.3より作成、ただし［ ］等を日本製薬工業協会で加筆（情報は2018年8月27日時点）

• がんや自己免疫疾患等、難治性疾患への治療効果が期待できる
• 有効成分がタンパク質であり、標的分子への特異性が高いため、オフターゲットに

よる副作用が少ない
分類 対象となる疾患・病態

抗CD20 がん、［関節リウマチ］

抗HER2 がん

抗TNFs 関節リウマチ、乾癬、クローン病、潰瘍性大腸炎（結腸炎）

血管内皮細胞増殖因子（Anti-VEGF） がん、黄斑変性症

［骨形成タンパク質］ ［骨修復］

コンセンサスインターフェロン※ C型肝炎

エリスロポエチン（EPO） 慢性貧血症

卵胞刺激ホルモン（FSH） 不妊症

グルカゴン 低血糖症

顆粒球コロニー刺激因子 ［がん］、好中球減少症

［顆粒球マクロファージコロニー刺激因子］ ［がん、骨髄移植］

ヒト絨毛性ゴナドトロピン 不妊症

インスリン 糖尿病

インターロイキン－２ がん

抗インターロイキン－6 関節リウマチ

インターフェロン α がん、肝炎

インターフェロン β 膠芽腫、肝炎、多発性硬化症

インターフェロン γ 慢性肉芽腫症、がん、［骨粗しょう症］

［血小板由来成長因子（PDGF）］ ［糖尿病性潰瘍］

6
※［ ］は国内未承認であることを示す。 ※コンセンサスインターフェロンは国内販売中止。



日本で承認されたバイオ医薬品

抗体

血液凝固
線溶系因子

ホルモン類
（インスリン以外）

サイトカイン類

インターフェロン類

リソソーム
酵素

インスリン類
ワクチン

その他酵素
エリスロポエチン類

受容体Fc融合
タンパク質 アルブミン

-mab

-ase

-cog

-poetin

-kin

-cept

interferon

insulin

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



（参考）主なバイオ医薬品の分類とステム

• バイオ医薬品の一般名には、由来や薬理作用に応じたステムが付けられており、分類
や作用が分かるようになっている

（図表）一般社団法人くすりの適正使用協議会『これだけは知っておきたいバイオ医薬品』（https://www.rad-ar.or.jp/bio/pdf/
whats_bio_pro.pdf）p.1より作成

分類 ステム
酵素類 -ase
血液凝固因子類 -cog
インスリン類 insulin
エリスロポエチン類 -poetin
コロニー刺激因子類 -stim
インターロイキン類 -kin
インターフェロン類 interferon
モノクローナル抗体 -mab
受容体分子類 -cept

7



医薬品の商品名及び日本医薬品一般的名称（JAN）

ヒュミラ ▶ アダリムマブ（遺伝子組換え）

レミケード ▶ インフリキシマブ（遺伝子組換え）

エンブレル ▶ エタネルセプト（遺伝子組換え）

リツキサン ▶ リツキシマブ（遺伝子組換え）

ランタス ▶ インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

等

• 遺伝子組換え技術で製造されたバイオ医薬品は、
一般名に「（遺伝子組換え）」と付けられている



（ご参考）バイオシミラーの名称
• バイオシミラーの一般名は、先行バイオ医薬品の一般名に［後続1（2、3、…）］と

付けたもの
• 販売名は原則として、先行バイオ医薬品の一般名から遺伝子組換え等に係る記載を

省略し、BSと記載したものに、剤形、含量及び会社名（屋号等）を付ける

8



バイオ医薬品の剤形：注射剤（無菌製剤）

静注

点滴静注皮下注

筋注

硝子体
局所

その他

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成

バイオ医薬品は全て医療用医薬品（一般用医薬品はない）

ほとんどが注射剤



バイオ医薬品の剤形：注射剤（無菌製剤）

静注

点滴静注皮下注

筋注

硝子体 局所 その他

9

• バイオ医薬品は全て医療用医薬品（一般用医薬品はない）
• 注射剤でないバイオ医薬品は、トラフェルミン噴霧剤（褥瘡の薬）、トラフェルミン歯科

溶液、トラフェルミン鼓膜穿孔治療薬、ドルナーゼ アルファ吸入剤（嚢胞性線維症の
薬）のみ

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品の特徴
化学合成医薬品 バイオ医薬品

化学合成が可能
化学合成が困難／不可能

低分子化合物 高分子量タンパク質

（生体試料から分離）
遺伝子組換え技術を用いて
細胞で生産

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



（ご参考）バイオ医薬品と化学合成医薬品の違い

項目 バイオ医薬品 化学合成医薬品
製造方法1 細胞で生産 化学合成

製造プロセス2 コントロールのためにはより多くのデータが必要
（近年：製法・分析手法の進歩） コントロール可能

製造コスト2 非常に高い 低い
薬価2 高額 比較的低い
製品数2 約130種類 数多くの医薬品
剤形1 主に注射剤 錠剤等多種類
分子量1 非常に大きい（数千～15万程度） 小さい（多くは500以下）

構造2 分子量が大きく、有効成分に糖鎖構造等の
不均一性がある 明確に定義され安定した化学構造

特性解析2 多面的評価が必要 物理化学的評価で明確
血中半減期1 数時間～数週間程度（IgGやアルブミン） 数時間～数日程度

後発品／後続品2 バイオシミラー（バイオ後続品）
⇒同等性／同質性の証明

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
⇒有効成分の同一性と

製剤の生物学的同等性の証明

（図表）1は一般社団法人くすりの適正使用協議会『これだけは知っておきたいバイオ医薬品』（https://www.rad-ar.or.jp/bio/pdf/
whats_bio_pro.pdf）p.2より作成、2は日本バイオシミラー協議会で作成 10



FcγR

FcRn

抗原 抗原結合

抗体依存性細胞傷害（ADCC）活性

体内動態制御

結合する分子 効果

Fab

Fc
補体依存性細胞傷害（CDC）活性

VH

CH1

CH2

CH3

CL

G0F Man5G1F G2F

●Gal ■GlcNAc ●Man ▲Fuc

抗体医薬品の抗体の構造と機能

C1q

抗体医薬品の主なN結合型糖鎖構造

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



抗体医薬品の不均一性

• 動物細胞を用いて生産されるため、翻訳後の様々な修飾により、不均一性が生じる
• ホスト細胞系や製造プロセスの変動により、ロット間で同一のタンパク質を製造することは

不可能であり、品質特性の変動が薬剤としての機能に影響する可能性

薬剤としての機能に
影響する可能性
・活性の強さ
・血中半減期 ／等

（図表）©一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター 無断転載禁止

ジスルフィド結合の誤り

N末端Glu、Gln残基の環化
（Glu、Gln→pGlu）

人為的修飾
（PEG化、アイソトープ修飾等）

糖鎖構造の違い

Asn残基の脱アミド（Asn→Asp）
Asp残基の異性化（Asp→isoAsp）

凝集体形成

重鎖C末端 Lys残基の欠失

Met残基の酸化

分解物（断片化）



（参考）バイオ医薬品の品質特性の変動事例

（図表）Kim, S. et al. Drifts in ADCC-related quality attributes of Herceptin®: Impact on development of a 
trastuzumab biosimilar. mAbs, 2017, 9(4), pp.704-714.

フコース非付加糖鎖はFcγRⅢaの結合親和
性及びADCC活性に大きな影響を及ぼす
2018年半ば及び2019年半ば有効期限の
ロットで品質の変動が認められた
糖鎖の変動に連動し、FcγRⅢaの結合親
和性及びADCC活性も変化した
これらの製品において、有効性・安全性へ
の影響は問題となっておらず、許容される品
質特性の範囲に管理されている

FcγRⅢaの結合親和性 ADCC活性

フコース非付加糖鎖の含有率

使用期限

使用期限 使用期限

相
対

活
性

（
％

）
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バイオシミラーとは

・「バイオ後続品」とも言われる

・先行バイオ医薬品と
同等／同質の品質、安全性、有効性

を有する医薬品として、異なる製造販売業者によって
開発された医薬品



バイオ後続品とは、国内で既に新有効成分含有医薬品として承
認されたバイオテクノロジー応用医薬品（以下、「先行バイオ医
薬品」という。）と同等／同質の品質、安全性、有効性を有す
る医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品
である。
厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保
のための指針」（薬食審査発第0304007号、平成21年3月4日）

バイオシミラーとは
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ジェネリック医薬品とバイオシミラーの比較

項目 ジェネリック医薬品 バイオシミラー
先発／先行医薬品
との有効成分（品
質特性）の比較

同一であること 同等性／同質性
（類似性）

臨床試験
使用時に水溶液である静脈
注射用製剤以外について基
本的に生物学的同等性試
験による評価が必要

先行バイオ医薬品との同等
性／同質性を評価する試験
が必要

製造販売後調査 原則として実施しない 原則として実施する

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



項目 ジェネリック医薬品 バイオシミラー
先発／先行医薬品 化学合成医薬品 バイオ医薬品

後発／後続医薬品
に求められる条件

先発医薬品と同一の有効成分
先発医薬品と同一の用法・用量で、
同一の効能・効果を示す

先行バイオ医薬品と同等／同質の品質、
安全性、有効性を有する

先発／先行医薬品と
の有効成分（品質特
性）の比較

同一であること 同等性／同質性（類似性）

剤形 多様 注射剤
製法開発における
重要ポイント 主に製剤 主に原薬

臨床試験
使用時に水溶液である静脈注射用製
剤以外について基本的に生物学的同等
性試験による評価が必要

先行バイオ医薬品との同等性／同質性
を評価する試験が必要

製造販売後調査 原則として実施しない 原則として実施する

ジェネリック医薬品とバイオシミラーの比較

14（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



先行バイオ医薬品との同等性／同質性とは

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保
のための指針」（薬食審査発第0304007号、平成21年3月4日）

「同等性／同質性」とは、先行バイオ医薬品に対して、バイオ後
続品の品質特性がまったく同一であるということを意味するのでは
なく、品質特性において類似性が高く、かつ、品質特性に何らか
の差異があったとしても、最終製品の安全性や有効性に有害
な影響を及ぼさないと科学的に判断できることを意味する



バイオシミラーの同等性／同質性の検証

（図表）Wish, J. B. The approval process for biosimilar erythropoiesis-stimulating agents. Clinical journal of the 
American Society of Nephrology, 2014, 9(9), pp.1645-1651. より作成

バイオシミラー独自の製造方法の確立

不
確

実
度

の
低

減

先行バイオ医薬品における重要な特性の理解：
例）作用機序、臨床的知見、臨床効果を反映するPDマーカーの有無等

品質特性解析

非臨床試験

PK、PD

臨床試験

例）不純物プロファイルの差異の影
響を確認する毒性試験

物理的化学的特性、生物活性
等の類似性の解析

段階的な
プロセスを
踏んだ検証

バイオシミラーの承認

先行バイオ医薬品との同等性／同質性を
薬物動態試験や薬力学試験で評価

第Ⅲ相試験で先行バイオ医薬品との有効
性の同等性や安全性を検証



（図表） 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」（薬食審査発第0304007
号、平成21年3月4日）より作成

（参考）バイオシミラーの臨床試験

• 原則的に、同等性／同質性をクロスオーバー試験により確認することが必要
臨床薬物動態（PK）試験、薬力学（PD）試験、PK/PD試験

• 有効性が同等／同質であることを確認する
ための臨床試験を実施

臨床的有効性の比較

• バイオシミラーは、有効性が同等／同質であっても、安全性プロファイルが先行バイオ医薬
品と異なる可能性がある

• 有効性を評価するための臨床試験を実施しない場合であっても、必要に応じて免疫原性
の検討を含む安全性に関する臨床試験を実施

• 有効性を比較するための臨床試験を実施する際に、安全性を同時に検討するような試験
計画とすることも可能

臨床的安全性の確認

• 有効性に関する臨床試験
を省略できる場合がある
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【医師】バイオシミラーに対する考え
14%

（15人）

37%（39人）15%
（16人）

21%（22人）

10%
（10人）

3%（3人）

バイオシミラーを積極的に処方する
薬の種類によって、バイオシミラーを積極的に処方する
患者によって、バイオシミラーを積極的に処方する
日本での使用実績が多くなれば、バイオシミラーを積極的に処方する
バイオシミラーを積極的に処方しない
無効回答

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成

（医師、n=105）



14%
（15人）

37%（39人）

15%
（16人）

21%（22人）

10%
（10人）

3%（3人）

バイオシミラーを積極的に処方する
薬の種類によって、バイオシミラーを積極的に処方する
患者によって、バイオシミラーを積極的に処方する
日本での使用実績が多くなれば、バイオシミラーを積極的に処方する
バイオシミラーを積極的に処方しない
無効回答

【医師】バイオシミラーに対する考え

17

（医師、n=105）

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成

積極的に処方する、または、
薬の種類・患者・今後の使用実績等に
よっては積極的に処方する理由
（赤枠内4項目を選択した人、n=92）

患者の経済的負担が軽減できる（63人）
医療費削減につながる（63人）
経営的な要請で採用している（39人）

積極的に処方しない理由
（青枠内1項目を選択した人、n=10）

バイオシミラーの品質（効果や副作用を含
む）に疑問がある（7人）
安全性情報の提供などメーカーに対して不
安がある（4人）



17

16

33

44

25

51

10

8

37

9

12

0 20 40 60

製造方法

規格及び試験方法

安定性

薬理作用（効力を裏付ける試験）

ヒトでの体内動態

生物学的同等性試験

薬動力学試験

その他の第1相試験

第3相（比較）試験

特に参考としたものはない

その他

【医師】バイオシミラーの使用（採用）
にあたり重視したデータ

（医師、n=105、複数回答）
（人）

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成



18

■回答者：全国の医療機関から105名の医師からの回答

・性 別：男性94％、女性5％

・専門診療科：内科 52名

呼吸器科 9名

外科 7名

消化器科・小児科 5名

精神科 4名

整形外科・産婦人科 3名

皮膚科 2名 など

（参考）調査の概要

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成
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0
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糖鎖などのアミノ酸配列以外が異なる
ﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰの製造が先行品の宿主細胞と異なる

精製方法が異なる
その他

先行品との有効性における同等性
先行品との安全性における同等性

抗原性
その他

先行品との有効性における同等性
先行品との安全性における同等性

先行品・ﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰ間のスイッチ可否
抗原性

体内動態・生物学的同等性
日本人での臨床試験

その他
販売会社の定期的な情報提供があるかどうか

価格
その他

品
質

前
臨

床
試

験
臨

床
試

験
その

他

【医師】バイオシミラーの気になる点
（複数回答、医師、n=105） （人）

医師は、先行バイオ医薬品との同等性を気にしている
（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成



【薬剤師】バイオシミラーを採用（使用）する場合の
最大の理由

36.7%

26.6%

21.4%

7.1%

6.3%

1.0%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

医療費削減につながること

医療機関の経営的メリットがあること

患者の自己負担が軽減されること

患者の希望があること

その他

採用（使用）を考えていない

無回答

（単数回答、薬剤師、n=616）

（図表）厚生労働省主催 医療関係者向け講習会「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」アンケート結果より作成



【薬剤師】バイオシミラーを採用（使用）する場合
最も懸念する点

（単数回答、薬剤師、n=616）

（図表）厚生労働省主催 医療関係者向け講習会「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」アンケート結果より作成

33.8%

22.2%

10.7%

10.6%

6.7%

5.0%

1.5%

8.0%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

有効性や安全性の同等/同質性への疑問

適応症が異なること

情報が不足していること

品質への疑問

患者への普及啓発が不足していること

患者にとっての経済的メリットが不明確なこと

病院等の経営上のメリットが少ないこと

その他

無回答



【薬剤師】バイオシミラーを採用（使用）する場合
特に重視したい点

（３つまで、薬剤師、n=616）

（図表）厚生労働省主催 医療関係者向け講習会「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」アンケート結果より作成

55.2%

45.8%

42.2%

41.6%

18.4%

3.7%

5.0%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

臨床比較試験（第3相試験）

製造販売後調査・臨床試験（RMPを含む）

臨床比較試験（PK試験、PD試験）

品質特性比較試験

製造方法（製造場所を含む）

非臨床比較試験

その他

無回答



日本で承認されているバイオシミラー

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部HP（http://www.nihs.go.jp/dbcb/biosimilar.html、2019年10月21日参照）

開発企業 主な適応症・薬効 承認年

ソマトロピン ジェノトロピン サンド
成長ホルモン分泌不
全性低身長症

2009

インスリン グラルギン ランタス
リリー、
富士フィルムファーマ

糖尿病
2014
2016

テリパラチド フォルテオ 持田 骨粗鬆症 2019

エポエチン カッパ エスポー JCRファーマ 腎性貧血 2010

ダルべポエチン アルファ ネスプ JCRファーマ、三和化学、マイラン 腎性貧血 2019

フィルグラスチム グラン
持田、富士、
日本化薬、テバ、
サンド

好中球数増加促進
2012
2013
2014

アガルシダーゼ ベータ ファブラザイム JCRファーマ ファブリー病 2018

インフリキシマブ レミケード
日本化薬・セルトリオン、
あゆみ製薬、日医工、
ファイザー

リウマチ・炎症性腸
疾患

2014
2017
2018

リツキシマブ リツキサン
サンド／協和発酵キリン、
ファイザー

リンパ腫
2017
2019

トラスツズマブ ハーセプチン
日本化薬・セルトリオン、第一三共、
ファイザー

乳癌・胃癌 2018

ベバシズマブ アバスチン ファイザー、第一三共 乳癌・胃癌 2019

エタネルセプト エンブレル
持田、
YLバイオロジクス・共和薬品

関節リウマチ・若年
性特発性関節炎

2018
2019

一般名 先行バイオ医薬品
バイオ後続品



先行バイオ医薬品とバイオシミラーの適応症の違い

一般名（分類） 主な適応症（バイオシミラーが未取得の適応症は赤字下線）
エポエチン アルファ

（エリスロポエチン）
• 腎性貧血
• 未熟児貧血

フィルグラスチム
（G-CSF）

• 造血幹細胞の末梢血中への動員
• 造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進

• 好中球減少症

インスリン グラルギン
（インスリン類）

• 糖尿病

インフリキシマブ
（抗TNFα抗体）

• 関節リウマチ
• ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎
• 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性

紅皮症
• 強直性脊椎炎

• 腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型
ベーチェット病

• 川崎病の急性期
• クローン病
• 潰瘍性大腸炎

ソマトロピン
（成長ホルモン）

• 成長ホルモン分泌不全性低身長症
• ターナー症候群における低身長
• 慢性腎不全における低身長

• プラダーウィリー症候群における低身長
• 成人成長ホルモン分泌不全症
• SGA性低身長症

リツキシマブ
（抗CD20抗体）

• CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
• 免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖

性疾患
• ヴェゲナ肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
• 難治性のネフローゼ症候群

• 慢性特発性血小板減少性紫斑病
• ABO血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反

応の抑制（腎移植、肝移植）
• 111In注射液及び90Y注射液投与の前投与

トラスツズマブ
（抗HER2抗体）

• HER2過剰発現が確認された乳癌（A法）
• HER2過剰発現が確認された乳癌（B法）※

• HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・
再発の胃癌

エタネルセプト
（TNFα受容体Fc融合

タンパク質）

• 関節リウマチ
• 若年性特発性関節炎

アガルシダーゼ ベータ
（αガラクトシダーゼA）

• ファブリー病

2018年11月時点

再審査期間や特許満了日が満了していない適応症は、バイオシミラーは取得できない

※一部のバイオシミラーのみ取得
【用語の説明（ハーセプチン添付文書より）】
A法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）として初回投与時には4mg/kg（体重）を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。
B法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）として初回投与時には8mg/kg（体重）を、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。



２．バイオシミラー使用のメリットと
留意点



患者にとってのメリット

関節リウマチの患者が医療機関に望むこと

（図表）山中寿・小川好子「患者パネルを用いた関節リウマチ患者の実態調査 第3報 就労、医療費、情報収集の現状」『Pharma Medica』
（Vol.29、No.11、㈱メディカルレビュー社、2011年）p.120より作成



バイオシミラーの薬価

100％
新薬創出加算

先行バイオ医薬品

70％バイオシミラー

（例）



（参考）先行バイオ医薬品とバイオシミラーの薬価一覧

一般名 主な適応症・薬効 共通の規格
先行バイオ

医薬品
薬価

バイオシミ
ラー薬価 価格差 対先行バイオ

医薬品薬価

1 ソマトロピン 成長ホルモン分泌
不全性低身長症

5.3mg１筒/5mg１筒※ 24,899 16,393 -8,506 65.8%
12mg１筒/10mg１筒※ 61,550 31,640 -29,910 51.4%

2 エポエチン アルファ 腎性貧血
750国際単位0.5mL１筒 532 383 -149 72.0%
3000国際単位2mL１筒 1,467 1,073 -394 73.1%

3 フィルグラスチム 好中球数増加促進
75μｇ0.3mL１筒 7,203 3,533 -3,670 49.0%
150μg0.6mL１筒 14,348 5,683 -8,665 39.6%

4 インフリキシマブ リウマチ・炎症性腸疾患 100mg１瓶 77,871 45,101 -32,770 49.8%

5 インスリン グラルギン 糖尿病
300単位１筒 1,389 884 -505 63.6%
300単位１キット 1,864 1,422 -442 76.3%

6 リツキシマブ リンパ腫
100mg10mL１瓶 31,107 21,247 -9,860 68.3%
500mg50mL１瓶 152,292 104,404 -47,888 68.6%

7 トラスツズマブ 乳癌・胃癌
60mg１瓶 19,034 13,427 -5,607 70.5%
150mg１瓶 44,215 30,214 -14,001 68.3%

8 エタネルセプト

（バイアル）
・関節リウマチ

・若年性特発性関節炎

10mg1瓶 6,426 3,432 -2,994 53.4%

25mg1瓶 15,993 8,598 -7,395 53.8%

（シリンジ、ペン）
・関節リウマチ

25mg 0.5mL１筒 15,542 8,742 -6,800 56.2%
50mg 1.0mL１キット 30,937 17,246 -13,691 55.7%

9 アガルシダーゼ ベータ ファブリー病
5mg１瓶 130,307 84,001 -46,306 64.5%
35mg１瓶 728,696 469,741 -258,955 64.5%

10 テリパラチド 骨粗鬆症 600μg1キット 44,136 26,491 -17,645 60.0%
11 ダルべポエチン アルファ 腎性貧血 5μg0.5mL1筒 1,204 826 -378 68.6%
12 ベバシズマブ 結腸・直腸癌 100mg4mL1瓶 42,511 26,492 -16,019 62.3%
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（2019年12月現在）

※共通する規格が無いため、先行バイオ医薬品と最も類似する規格を選択した



【国民・患者】バイオシミラーに関する意識

（図表）豊島聰「バイオシミラー使用に関する一般国民・患者の意識調査研究」 （平成28年度厚生労働科学特別研究事業『バイオシミ
ラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表者 豊島聰））より作成

43.8%
95.0%
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34.0%
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バイオ医薬品（一般層）
後発医薬品（一般層）
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バイオシミラー（関節リウマチの患者）

認知率

39.0%
43.2%
43.3%

40.8%
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あり（一般層）
あり（患者本人層）

わからない（一般層）
わからない（患者本人層）

使用意向
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■調査方法

①第一次調査

：日本全国20歳以上の男女、関節リウマチ・糖尿病の患者、及びそれら

の疾患を有する患者の家族を対象としたインターネット調査（有効回

答数：34,343名）。

②第二次調査

：一般層20歳以上のうち、バイオシミラー認知者・非認知者、関節リウマ

チまたは糖尿病にり患しており治療中である患者、それらの条件を有す

る患者の家族を抽出して調査を実施（有効回答数：4,000名）。

（参考）調査の概要

（図表）金子敦史「バイオシミラーに対する医師の意識と理解－関節リウマチにおけるバイオシミラーの現状と問題点－」（平成28年度厚生
労働科学特別研究事業『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研究報告書』（研究代表
者 豊島聰））より作成



バイオシミラー使用による薬剤費軽減の例

（患者負担3割、保険者負担7割の場合）
患者の負担が 約16,300円 軽減、
保険者の負担が 約38,000円 軽減

※患者負担について高額療養費制度や付加給付等は考慮していない

数値は試算値

関節リウマチの患者がエタネルセプトを使用する場合

※皮下注25mgシリンジ1.0mLの薬価は先行バイオ医薬品15,542円、バイオシミラー8,742円（2019年10月時点）
※25mgを週に2回投与。１ヶ月に8回投与したと仮定して試算する。

●先行バイオ医薬品の場合 1ヶ月の薬剤費 ¥124,336
●バイオシミラーの場合 1ヶ月の薬剤費 ¥69,936

軽減額 ￥54,400



バイオシミラー使用による薬剤費軽減の例

一般名
（分類） 主な使用例

（上段）先行
バイオ医薬品薬

価
（下段）バイオ

シミラー薬価

試算

使用条件
（上段）先行バイオ医薬

品の薬剤費
（下段）バイオシミラー使
用による薬剤費軽減額※

（上段）患者の負担軽
減額

（下段）保険者の負担
軽減額

（患者負担3割、保険
者負担7割の場合）

フィルグラスチム
（G-CSF）

乳癌化学療法
における好中球
減少症への使用

75μgシリンジ
7,203円
3,533円

1クール2
回

75㎍*1

4クール 57,624円
約29,300円軽減

約8,800円
約20,500円

インスリン
グラルギン

（インスリン類）
糖尿病

300単位1筒
1,389円
884円

毎日
20単位*2

1か月 2778円
約1,000円軽減

約300円
約700円

エタネルセプト
（TNFR-Fc）

関節リウマチ、
若年性特発性関

節炎

25mg1筒
15,542円
8,742円

週2回
25mg＊3

１か月 124,336円
約54,400円軽減

約16,300円
約38,000円

数値は試算値

【使用条件の補足】
*1：好中球減少症の患者（150cm、45kg）に対し、1クールで75μgを2回、初回から4クールで計8回投与したと仮定
*2：糖尿病の患者に対し、1日20単位、１か月で30回投与したと仮定
*3：関節リウマチの患者に対し、25mgを週に2回、１か月に計8回投与したと仮定
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※薬剤費軽減額（100円未満は切り捨て、2019年10月時点の薬価で計算）
※患者負担について高額療養費制度や付加給付等は考慮していない



浜松医科大学医学部附属病院における
バイオシミラー導入事例 （インフリキシマブ）

インフリキシマブ投与患者

【疾患名】
クローン病、関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、乾癬

【使用薬剤】
・インフリキシマブBS点滴静注用
（バイオシミラー）

【疾患名】
ベーチェット病、強直性脊椎炎、川崎病の急性期

【使用薬剤】
・ レミケード点滴静注用

（先行バイオ医薬品）

〇 適応症に基づいた使用フローチャート

〇 バイオシミラー導入に伴う診療科へのアプローチ方法
各患者におけるバイオシミラーおよび先行バイオ医薬品の選択ついては、各診療科、処方医師が判断
（上記フローチャートは適応症に基づき薬剤部にて作成）

（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成



【疾患名】
クローン病、関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、乾癬

【使用薬剤】
・インフリキシマブBS点滴静注用
（バイオシミラー）

【疾患名】
ベーチェット病、強直性脊椎炎、川崎病の急性期

【使用薬剤】
・ レミケード点滴静注用
（先行バイオ医薬品）

〇 バイオシミラー導入後の理論上の使用患者数・医薬品使用金額（薬価ベース）と実際の状況

患者数（人） 使用量（V） 薬剤費（円）
（※1）

理論上の経済効果（円）
（※2）

理論上との差額（円）
（※3）先行バイ

オ医薬品 BS 先行バイ
オ医薬品 BS

すべての患者で先行バイオ
医薬品を使用した場合 89 0 2204 0 ¥177,258,904.00

フローチャートに従いバイオシ
ミラーに変更した場合 15 74 397 1807 ¥122,355,016.00 ¥54,903,888.00

実際の使用状況
（切替4人含む） 79 14 1995 209 ¥170,908,648.00 ¥48,553,632.00

※1 2018年度薬価ベース（インフリキシマブBS点滴静注用100 mg：50,042.00 円、レミケード点滴静注用100 mg：80,426.00 円）
※2 理論上の経済効果=（「すべての患者で先行バイオ医薬品を使用した場合」の薬剤費）－（「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）
※3 理論上との差額=（「実際の使用状況」の薬剤費） － （「フローチャートに従いバイオシミラーに変更した場合」の薬剤費）

フローチャートに従った場合の患者数 74 名/年
→実際にバイオシミラーを使用した患者数 14 名/年
（年の途中で先行バイオ医薬品からの切替4名含む）

フローチャートに従った場合の患者数 15 名/年
→実際に先行バイオ医薬品を使用した患者数 79 名/年

（年の途中でバイオシミラーへの切替4名含む）

インフリキシマブ投与患者 （年間患者数 89名） ※平成30年度実績より

（図表）浜松医科大学医学部附属病院薬剤管理委員会・薬剤部作成（2018）一部改変



（参考）医療機関等におけるバイオシミラーの備蓄状況
• 1品目以上バイオシミラーを備蓄している割合が病院では54％、薬局では30%
• 特に、DPC対象病院・DPC準備病院ではバイオシミラーを備蓄している割合が高い

（図表）中央社会保険医療協議会 総会（第423回）資料「個別事項（その1） (リハビリテーション、医薬品の効率的かつ有効・安全
な使用)」より作成
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国民医療費・薬剤費の概況

薬剤費の推移国民医療費・対国内総生産比率・
対国民所得比率の年次推移

薬剤費は約9.6兆円

（図表）左図は厚生労働省「平成28年度 国民医療費の概要」より作成 、右図は厚生労働省 中央社会保険医療協議会薬価専門部会
（第146回）資料「薬剤費及び推定乖離率の年次推移」より作成
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医療用医薬品の売上金額上位10製品
（2018年度、日本）

順位 製品名 売上金額
（薬価ベース）

1 アバスチン 118,301
2 マヴィレットハイゴウ 117,736
3 オプジーボ 101,473
4 リリカ 100,723
5 ネキシウム 91, 908
6 キイトルーダ 87,512
7 レミケード 74,932
8 イグザレルト 74,419
9 リクシアナ 74,391
10 タケキャブ 70,811

単位：百万円

※バイオ医薬品

※バイオ医薬品

※バイオ医薬品

（図表）Copyright © 2019 IQVIA. 医薬品市場統計 無断転載禁止

※バイオ医薬品



注目される背景：骨太の方針

骨太の方針2019

内閣府経済財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針2019～「令和」新時代：
「Society 5.0」への挑戦～」

バイオ医薬品の研究開発の推進を図るとともに、バイオシミラーについては、有
効性・安全性等への理解を得ながら研究開発・普及を推進する。

骨太の方針2018

内閣府経済財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針2018～少子高齢化の克
服による持続的な成長経路の実現～」

バイオ医薬品の研究開発の推進を図るとともに、バイオシミラーについては、
「経済財政運営と改革の基本方針2017」を踏まえ、有効性・安全性等へ
の理解を得ながら研究開発・普及を推進するなど医薬品産業の国際競争
力強化に向けた取組を着実に推進する。



（参考）バイオ医薬品開発促進事業

○ 平成28年12月に４大臣で合意された「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、「革新的バイオ医薬品及
びバイオシミラーの研究開発支援方策等の拡充を検討する」とされている。

○ また、平成30年６月１５日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針201８において、「バイオ医薬品の研
究開発の推進を図るとともに、バイオシミラーについては、「経済財政運営と改革の基本方針2017」 を踏まえ、有効
性・安全性等への理解を得ながら研究開発・普及を推進する」とされている。

○ そうした中、国内でのバイオ医薬品（バイオシミラーを含む） の製造技術や開発手法を担う人材が不足しており、
また、バイオシミラーについては、その認知度も低く、医療関係者の間でもその位置付けについて議論がある。

背景

概要

○ 製薬企業やバイオベンチャーの社員等に対して、バイオ医薬品の製造技術、開発ノウハウ等に関する研修を実施
○ バイオシミラーの科学的評価、品質等について、医療従事者に対して、正しい理解を広めるため、専門家や医療
関係者等によるセミナーや講習会を開催。

○ バイオシミラーの科学的評価、品質、価格等に関して、患者・国民に対し普及を図る（セミナー、リーフレット
作成等）。

厚生労働省 委託

技術研修、講習会の開催、医療従事者向けパンフレット・ハンドブック作成、一般向けリーフレット作成 等

関係学会等

・バイオベンチャー社員、学生等への製造
技術、 開発手法の研修実施

・医療従事者、患者向けのセミナー開催、
資材作成 等

バイオ医薬品の製造技術・開発手法の研修による人材育成
バイオシミラーについて医療関係者及び患者・国民に正しい理解の促進
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• 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」（薬食審
査発第0304007号、平成21年3月4日）

• 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」
（https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf）

• 豊島聰（研究代表者）『バイオシミラー使用促進のための課題解決に向けた調査研究 平成28年度総括・分担研
究報告書』

• 日本化薬㈱『Biosimilar ～バイオシミラーQ&A～』



参考となるウェブサイト
厚生労働省 バイオ医薬品・バイオシミラー講習会ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132762_00005.html

本講習会の資料等
国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 http://www.nihs.go.jp/dbcb/
バイオ医薬品・バイオシミラーに関する研究成果等

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp
バイオ医薬品に関する規制・安全情報、審査報告書等

日本製薬工業協会 http://www.jpma.or.jp
バイオ医薬品・バイオシミラーの紹介等

日本バイオシミラー協議会 https://www.biosimilar.jp
バイオシミラーの紹介等
⇒バイオシミラーリスト https://www.biosimilar.jp/biosimilar_list.html

一般社団法人くすりの適正使用協議会 http://www.rad-ar.or.jp
医療関係者向け・患者向け説明資材等
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