
バイオ医薬品とバイオシミラーの
基礎知識

厚生労働省主催
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」



本日の内容

１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認
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１．バイオ医薬品とは



主な内容
１．バイオ医薬品とは

・バイオ医薬品の特徴
・バイオ医薬品の開発・承認品目の変遷
・バイオ医薬品の名称
・バイオ医薬品と化学合成医薬品の違い

２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認

※詳細は巻末をご参照ください
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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

5
（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



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

バイオ医薬品の特徴

6（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



腎 臓 エリスロポエチン
【赤血球の産生／腎性貧血治療薬】

肝 臓 血液凝固因子
【血液の凝固／出血防止薬】

脳下垂体 卵胞刺激ホルモン
【排卵の制御／排卵促進剤】

すい臓 インスリン
【血糖値の制御／糖尿病治療薬】

健康なヒトの尿

健康なヒトの血液

健康なブタのすい臓

すい臓

生体試料由来タンパク質医薬品
• 遺伝子組換えによるバイオ医薬品製造技術が確立される前は、ヒトや動物の体液等

から精製したタンパク質が医薬品として用いられた
医薬品の原料

ウイルス混入リスク
異種タンパク質
不純物

7（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 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

8（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

9（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

（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

ヒト・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］

10
※［ ］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。



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

11

• 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



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

日本で承認されたバイオ医薬品

-mab

-ase

-cog

-poetin

-kin

-cept

interferon

insulin

12（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



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

13



抗体医薬品の名称
• 抗体医薬品の一般名には、「-mab」というステムが付けられる
• ステムの前には、抗体が由来する種を示すサブステム、標的とする疾患や組織を示す

サブステムが付けられ、標的や抗体の種類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.11より作成

放射性同位体 標的とする疾患・組織 抗体が由来する種 mab （修飾分子）

サブステム 標的とする疾患・組織
-t(u)- 腫瘍（Tumor）
-l(i)- 免疫関連細胞（Immunomodulating）
-k(i)- インターロイキン（Interleukin）
-c(i)- 心血管（Cardiovascular）
-s(o)- 骨（Bone）
-v(i)- ウイルス（Virus）

サブステム 抗体が由来する種
-o- マウス（mouse）
-xi- キメラ（chimeric）
-zu- ヒト化（humanized）
-u- ヒト（human）

※国際一般名の命名ルールが変更され、2017年5月以降に命名される抗体医薬品では、由来する種を示すサブステムが用いられなくなっている。
ref. WHO. Revised monoclonal antibody (mAb) nomenclature scheme, Geneva, 26 May 2017.

（http://www.who.int/medicines/services/inn/Revised_mAb_nomenclature_scheme.pdf）

14



医薬品の商品名及び日本医薬品一般的名称（JAN）

• 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

15

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



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はバイオシミラー協議会で作成 16



２. バイオ医薬品の製造、品質管理



主な内容
１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理

・バイオ医薬品の培養・精製工程
・バイオ医薬品の品質特性
・バイオ医薬品の品質管理と試験方法

３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認

※詳細は巻末をご参照ください
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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

（再掲）バイオ医薬品とは

19
（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



細胞培養技術遺伝子組換え技術

必要な遺伝子

細胞
組換え細胞

バイオ医薬品は、細胞のタンパク質合成能を利用して製造する

バイオ医薬品の製造に
用いられる細胞

・大腸菌
・酵母
・昆虫細胞
・植物細胞
・動物細胞（CHO細胞等）
・ヒト細胞（HT-1080細胞等）

糖タンパク質の製造には、動物細胞やヒト細胞が用いられる

20（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



WCB解凍
培養開始

培養スケールを
順次拡大

培養工程

・温度
・溶存酸素濃度
・pH（CO2、炭酸ナトリウム）
・撹拌速度
・培地添加物濃度

培地添加方法
・バッチ
・フェドバッチ
・パーフュージョン

～数万L

生産培養種培養～拡大培養

・細胞
・培地組成
・添加物

培養環境が目的物質の発現量や特性に影響

工程パラメータ物質特性

・培養スケール
・培養日数
・培地添加量、タイミング
・細胞密度

※物質特性及び工程パラメータは例（以下のスライドも同様）。

21（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



精製工程

清澄化した培養上清

プロテインAアフィニティークロマトグラフィー

ウイルス不活化（低pH処理）

陽イオン交換クロマトグラフィー

陰イオン交換クロマトグラフィー

ウイルス除去ろ過

原薬

精製工程の例（抗体医薬品）

限外ろ過／ダイアフィルトレーション

パラメータ設定の指標
・目的物質の回収率
・回収画分の目的物質の特性（糖鎖プロファイル等）
・不純物の除去効率

工程パラメータ

カラム
・サイズ（表面積、高さ）
負荷液
・液量
・タンパク質濃度
・塩濃度、伝導率、pH
送液
・流速
・圧力

樹脂の管理
・洗浄方法
・保存方法
・使用可能回数

物質特性

・樹脂
・平衡化液
・洗浄液
・溶出液

22（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品の構成成分

（図表）岡野清・小川伸哉・吉村卓也「バイオ医薬品の品質管理」（日本PDA製薬学会バイオウイルス委員会編集『バイオ医薬品ハンドブック』
（㈱じほう、第2版、2016年））p.42を転載

有効成分

目的物質

製剤

バイオ医薬品原薬

混入汚染物質
（ウイルス、マイコプラズマ、プリオン等）

不純物

目的物質関連物質

添加物

目的物質由来不純物
（前駆体、分解物、凝集体等）

製造工程由来不純物
（培地由来成分、HCP、DNA等）

（不均一性）

23※「混入汚染物質」は、バイオ医薬品に残存しないよう管理される。



バイオ医薬品に含まれる分子種の定義

（図表）厚生労働省医薬局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の規格及び試験方法
の設定について」（ICH-Q6B、医薬審発第571号、平成13年5月1日）より作成 24

目的物質

1）予期した構造を有するタンパク質
2）DNA塩基配列から期待されるタンパク質
3）しかるべき翻訳後修飾（グリコフォームの生成を含む）から期待されるタンパク質
4）生物活性分子を生産するのに必要な、意図的な加工・修飾操作から期待されるタンパク質

目的物質関連物質
製造中や保存中に生成する目的物質の分子変化体で、生物活性があり、製品の安全性及び
有効性に悪影響を及ぼさないもの
（これらの分子変化体は目的物質に匹敵する特性を備えており、不純物とは考えない）

目的物質由来不純物
目的物質の分子変化体（例えば、前駆体、製造中や保存中に生成する分解物・変化物）で、
生物活性、有効性及び安全性の点で目的物質に匹敵する特性を持たないもの

製造工程由来不純物
細胞基材に由来するもの（例えば、宿主細胞由来タンパク質、宿主細胞由来DNA）、細胞培
養液に由来するもの（例えば、インデューサー、抗生物質、培地成分）、あるいは細胞培養以降
の工程である目的物質の抽出、分離、加工、精製工程に由来するもの等



バイオ医薬品に含まれる不純物の例

（図表）新見伸吾・石井明子・原園景・川崎ナナ「不純物の評価」（川西徹監修・川崎ナナ監著『有効性・安全性確保のためのバイオ医薬品
の品質管理戦略』（㈱じほう、第1版、2015年））pp.29-44より作成 25

目的物質由来不純物

• ジスルフィド結合ミスマッチ体
• メチオニン酸化体
• 糖化体
• アスパラギンの脱アミド化、アスパラギン酸の異性化
• 切断体
• 電荷の異なる物質（シアル酸付加体等）
• 糖鎖非付加体
• 凝集体 ／等

製造工程由来不純物

• 宿主細胞由来タンパク質（HCP）
• 宿主細胞由来DNA
• 培地成分・添加物
• 細胞分泌物
• 抽出時に使用する試薬・溶媒や漏出物
• 無機塩 ／等

混入汚染物質※
• ウイルス
• 微生物
• エンドトキシン ／等

※混入汚染物質は、バイオ医薬品に残存しないよう管理される。



タンパク質の構造
• タンパク質分子であるバイオ医薬品は、構造上不均一性を持つ
• タンパク質のアミノ酸配列は遺伝子配列で決定されるが、遺伝子からの転写、翻訳後

に様々な翻訳後修飾を受け、それに応じてタンパク質の機能も変動することがある

（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
FDA. Overview of the Regulatory Framework and FDA’s Guidance for the Development and Approval of Biosimilar 
and Interchangeable Products in the US.（https://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/WorkingatFDA/
FellowshipInternshipGraduateFacultyPrograms/PharmacyStudentExperientialProgramCDER/UCM587522.pdf）
より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が作成

+  
+  

hp 
hp 

翻訳後修飾（グリコシル化、リン酸化、アセチル化等）

一次構造 二次構造 三次構造 四次構造

アミノ酸残基 αヘリックス 折り畳み サブユニットの集合体

26



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

抗体の構造と機能

27

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



（参考）抗体医薬品のADCC活性

28

00 00

Fcγ受容体 Fcγ受容体

抗体

ターゲット
分子

（抗原）

エフェクター細胞
（NK細胞等）

エフェクター細胞
（NK細胞等）

標的細胞
（がん細胞等）

ADCC（Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity：抗体依存性細胞傷害）活性

標的細胞に抗体が
結合する

NK細胞等のエフェクター
細胞上のFc受容体を
介して、抗体とエフェクター
細胞が結合する

エフェクター細胞が活性化し、
抗体依存的な細胞傷害活性
が誘導される

（図表）日本化薬㈱『バイオ後続品～製造方法とComparability確保のための品質評価～』p.10より作成



（参考）抗体医薬品のCDC活性

29

CDC（Complement Dependent Cytotoxicity：補体依存性細胞傷害）活性

（図表）日本化薬㈱『バイオ後続品～製造方法とComparability確保のための品質評価～』p.10より作成

抗体

ターゲット
分子

（抗原）

標的細胞
（がん細胞等）

標的細胞に抗体が
結合する

補体C1q

00
膜侵襲
複合体

（MAC）

抗体のFc領域に補体C1q
が結合し、補体系が連鎖的
に活性化する

補体系
活性化

膜侵襲複合体（MAC）
が形成され、細胞膜に穴が
空き、標的細胞を破壊

補体C1q



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残基の酸化
（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）
Asn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）

30



バイオ医薬品によく見られる糖鎖構造
N-結合型糖鎖（Asn-Xaa-Ser/Thr）

O-結合型糖鎖（Ser/Thr）

高マンノース型

混成型

ニ本鎖

四本鎖

±Mana1-2Mana1

±Mana1-2Mana1

±Mana1-2Mana1

Mana1

Manb1-4GlcNAcb1-4GlcNAc

6
3

3
6

2Mana1

±Mana1

Mana1

±(Neu5Aca2-3/6Galb1-4)GlcNAcb1

Mana1

Manb1-4GlcNAcb1-4GlcNAc

6
3

3
6

2Mana1

6
±Fuca1

Galb1-4GlcNAcb1

Mana1

Manb1-4GlcNAcb1-4GlcNAc3
6

Mana1

6
±Fuca1

Galb1-4GlcNAcb1

Galb1-4GlcNAcb1

Galb1-4GlcNAcb1 2
4

2
6

±(Neu5Aca2-3/6)0-4

Galb1-4GlcNAcb1

2Mana1
Manb1-4GlcNAcb1-4GlcNAc

3
6

2Mana1

6
±Fuca1Galb1-4GlcNAcb1

±GlcNAcb1-4±(Neu5Aca2-3/6)0-2

複合型

t-PA
リソソーム酵素

抗体
血液凝固第Ⅷ因子
FSH
エリスロポエチン

G-CSF
エリスロポエチン
血液凝固第Ⅷ因子
融合タンパク質

コア-1 Galb1-3GalNAc

コア-2
Galb1-3GalNAc

6
GlcNAcb1

コア-3 Glcb1-3GalNAc

コア-4
Glcb1-3GalNAc

6
GlcNAcb1

31（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



糖鎖付加のパターンの変化がもたらす結果

32

• 折り畳み／三次元構造の変化

• 非自己と認識される新たな領域（エピトープ）の形成

• 抗薬物抗体反応の誘発

• 血中半減期の延長または短縮

• 抗体依存性細胞傷害（ADCC）活性の増強または減弱

• 補体依存性細胞傷害（CDC）活性の増強または減弱

（図表）Wang, X. et al. Development of antibody arrays for monoclonal antibody Higher Order Structure analysis. 
frontiers in Pharmacology, 2013, 4, 103; Wang, X. et al. Higher-Order Structure Comparability: Case Studies of 
Biosimilar Monoclonal Antibodies. BioProcess International, 2014, 12(6). より作成



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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品質 ＝ 意図した用途 への適切さ
有効性・安全性

品質が確保されない場合の
ワーストシナリオ 健康被害

適切な品質評価・管理が必要

品質とは

34（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品の品質特性解析項目の例
項目 主な分析方法

構造及び物理的化学的性質
アミノ酸組成
末端アミノ酸
アミノ酸配列（一次構造）
スルフヒドリル基
ジスルフィド結合
翻訳後修飾

糖鎖
単糖組成
糖鎖構造／糖鎖プロファイル
結合部位及び結合糖鎖
グリコフォームプロファイル

その他の翻訳後修飾
分子量・分子サイズ
分光学的性質

比吸光度またはモル吸光係数
二次構造
高次構造

アミノ酸分析
エドマン法、ペプチドマップ法（LC/MS）
エドマン法、ペプチドマップ法（LC/MS）
比色定量（エルマン試薬）
ペプチドマップ法（非還元、還元）

単糖分析
HPLC、キャピラリー電気泳動、質量分析
ペプチドマップ法（LC/MS）
等電点電気泳動、キャピラリー電気泳動、HPLC、質量分析
ペプチドマップ法（LC/MS）
サイズ排除クロマトグラフィー、SDS-PAGE、質量分析

紫外可視吸光度測定
円偏光二色性スペクトル測定、赤外吸収スペクトル測定
核磁気共鳴スペクトル測定

生物学的性質 酵素活性、結合試験、細胞応答性試験

純度、不純物 凝集体：サイズ排除クロマトグラフィー、切断体：電気泳動

製造工程由来不純物 HCP：ELISA、DNA：qPCR、Protein A：ELISA

35
（図表）厚生労働省医薬局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の規格及び試験方法
の設定について」（ICH-Q6B、医薬審発第571号、平成13年5月1日）より国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成



重要品質特性（CQA：Critical Quality Attribute）

36

要求される製品品質を保証するため、
適切な限度内、範囲内、分布内であるべき
物理学的、化学的、生物学的、微生物学的
特性又は性質

有効性・安全性

厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「製剤開発に関するガイドラインの改定について」（ICH-Q8、薬食審査発第0628第1号、平成22年6月28日）
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」（ICH-Q11、薬食審査発0710第9号、平成26年7月10日）



・ アミノ酸配列
・ ジスルフィド結合
・ 高次構造
・ Asn残基の脱アミド化
・ Met残基の酸化
・ 糖鎖構造
・ 非ヒト型の翻訳後修飾
・ 凝集体
・ 切断体
・ 抗原結合
・ Fc受容体結合
・ ADCC活性
・ CDC活性
・ 工程由来不純物（HCP、Protein A等）

ピロ
グルタミン酸化

Lys欠損

N-結合型糖鎖
ジスルフィド結合
不均一性

Met酸化

脱アミド

抗体医薬品のCQA候補

37（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



▼CQA特定
▼各CQAの許容値／管理値決定
▼各CQAをその範囲内、限度内、分布内に収めるための対策を講じる

原材料管理
プロセス評価
工程パラメータ管理
（デザインスペース）
工程内管理試験
規格及び試験方法

製造工程管理

品質管理戦略

品質管理戦略の構築

38（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品原薬の品質管理

（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 39

• 製造工程の管理と製品の品質試験の双方が不可欠
• 抗体医薬品は、翻訳後修飾や高次構造を含めて目的物質の構造特性を確定することが

容易ではないため、製造方法の理解と管理が特に重要
• 物理的化学的、免疫学的、生物学的方法等を用いて徹底的な解析が求められる
• 有効成分や不純物がヒトに何らかの免疫応答を引き起こす可能性についても留意が必要
• ヒトや動物の細胞を用いて生産されるため、特にウイルス等感染症の発症リスク面からみた

安全性の確保が重要

製造工程の管理 製品の品質試験
• 生産細胞（セルバンク）の管理
• 原料の管理
• プロセスコントロール（工程内管理試験）

• 原薬の規格及び試験方法
• 製剤の規格及び試験方法
• 安定性試験



製造工程で管理すべき品質特性

（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 40

目的物質関連物質
（安全性・有効性が目的物質と

同等の成分）

• チャージバリアント（電荷異性体）
• 翻訳後修飾（p-Glu、C末リジン、脱アミド化、酸化、糖鎖等）

目的物質由来不純物
• シーケンスバリアント
• 凝集体
• 分解物

製造工程由来不純物

• 培地、血清成分
• 培地添加物（メトトレキサート、加水分解物、酵母エキス、インスリン等

のタンパク質成分等）
• 宿主細胞由来タンパク質（HCP）
• 宿主細胞由来DNA
• アフィニティークロマトグラフィー用リガンド（Protein A等）
• 溶出物（設備、容器等からの混入）

混入汚染物質 • 微生物、ウイルス、エンドトキシン等



CQA 原材料管理 プロセス評価 工程パラメータ
管理

工程内
管理試験

規格及び
試験方法

アミノ酸配列 ○ ○ ○
ジスルフィド結合 ○
高次構造 ○ （○）
糖鎖 ○ ○
脱アミド体 ○
酸化 ○
凝集体 ○ ○
断片 ○ ○
宿主細胞由来タンパク質 ○ ○ ○ ○
DNA ○ ○ ○ ○
Protein A ○ ○ ○ ○
微生物 ○ ○ ○
ウイルス ○ ○ ○ ○

品質管理戦略の構築（例）

製造工程の管理 製品の品質試験

41（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオ医薬品原薬の規格及び試験方法

（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』p.5より作成 42

試験項目 内容 分析法の例

性状 物理的状態（粉、液体）、色 • 目視

確認試験 有効成分等をその特性に基づいて確認するための試験。
分子構造やその他の特有な性質に基づいて設定する。

• ペプチドマッピング、質量分析
• SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動、等電点電気泳動
• 酵素活性、ELISA
• ウエスタンブロッティング

示性値
安定性、有効性・安全性に関与する物理的化学的性
質等の試験。目的物質関連物質の組成比／含量、
分子量、シアル酸含量、単糖組成分析等。

• アミノ酸分析
• キャピラリー電気泳動
• 等電点電気泳動
• 単糖分析
• オリゴ糖分析
• グリコフォーム分析
• イオン交換クロマトグラフィー

純度試験 医薬品の純度を規定する試験。医薬品中の混在物の
種類、その混在量の限度及び混在量を測定する。

• サイズ排除クロマトグラフィー
• キャピラリー電気泳動
• SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動
• ELISA、核酸増幅法

比活法 生物活性を測定し、タンパク質量あたりの活性を算出
する。 • 酵素活性、結合性、細胞応答性

定量法 タンパク質量または力価を測定する試験。
• 液体クロマトグラフィー
• 紫外可視吸光度測定法
• 酵素活性、結合性、細胞応答性
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抗体医薬品の確認試験の例
ペプチドマッピング

• アミノ酸配列の確認
• N末端、C末端アミノ酸
• 脱アミド体、Met酸化体
• ジスルフィド結合
• （薬物結合位置）

（図表）原園景・栗林亮祐・高久明美・橋井則貴・川崎ナナ「平成23年度『日本薬局方の試験法等に関する研究』研究報告 ペプチドマップ
法の国際調和に関する研究」『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』（Vol.45、No.10、一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサ
イエンス財団、2014年）p.851より国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成 43
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(min)
30 35 40 45

KK

K

（図表）原園景・橋井則貴・多田稔「バイオ医薬品の規格・試験方法」『Pharm Tech Japan』（Vol.28、No.9、㈱じほう、2012年）
p.1839より国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成

抗体医薬品の電荷プロファイル試験の例
イオン交換クロマトグラフィー

1.48 1.49Mass (x 105 Da)

148203

1.48 1.49Mass (x 105 Da)

148299 148365

148459

1.48 1.49Mass (x 105 Da)

Lys
Lys

Sample: adalimumab
Column: Agilent Bio MAb (0.1 x 50 mm, 1.7mm)
Gradient conditions:

10 mM Sodium phosphate (pH 6.6)
15 – 100 mM NaCl (5 – 55 min)

Flow rate: 0.8 ml/min
UV: 280 nm

44
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抗体医薬品の電荷プロファイル試験の例
キャピラリー等電点電気泳動法

（図表）原園景・橋井則貴・多田稔「バイオ医薬品の規格・試験方法」『Pharm Tech Japan』（Vol.28、No.9、㈱じほう、2012年）
p.1839より国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成 45



試料：抗体医薬品
↓遊離糖鎖調製
↓ 2-アミノベンザミド誘導体化
↓親水性相互作用クロマトグラフィー／蛍光検出

規格設定の例：
・特定のピークの相対含量
・プロファイル

抗体医薬品の糖鎖試験の例

（図表）原園景 et al. 「抗体医薬品の標準的糖鎖試験法：2-アミノベンザミド誘導体化及び親水性相互作用クロマトグラフィー／蛍光検出」
『医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス』（Vol.44、No.4、一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団、2013年）p.358よ
り国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成 46



抗体医薬品の純度試験の例（凝集体）
サイズ排除クロマトグラフィー

• 免疫原性と関連 （？）

• 抗体医薬品製剤は高濃度なため凝集体
を生じやすい

• サイズや形状が多様で解析・管理が困難

• サイズ排除HPLC、光遮蔽法、フローイ
メージング法、超遠心分離法、FFF等を
組み合わせて評価

AU

0.00

0.02

0.04

0.06

0 5 10 15
min

単量体

二量体

0.19%

99.81%
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凝集体

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



（補足）保存方法や取扱いについて、
患者にも理解していただく

（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）pp.7-8より作成

主な原因 変化 影響の可能性

保存条件の逸脱
（温度・光）

指定された方法
以外の調製

有効性の低下
免疫原性の上昇

• バイオ医薬品は、所定の保管・調製方法を逸脱すると、タンパク質の分解・重合・変性によ
り活性が変化し、有効性・安全性に影響を与える可能性があるため、指定された方法を厳
守する必要がある

・凍結を避け冷所
・2～8℃
・遮光 ／等

・激しい振盪や撹拌をしない
・他剤と混注しない
・指摘された希釈液を用いて

適切な濃度に希釈する ／等

タンパク質の
構造変化、凝集等
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３．バイオ医薬品の安全性



主な内容
１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性

・バイオ医薬品における副作用
・免疫原性とは
・免疫原性がもたらす臨床的影響

４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認

※詳細は巻末をご参照ください
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（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.9より作成

バイオ医薬品における副作用
• バイオ医薬品は、標的分子に対する特異性の高さや代謝物がアミノ酸であることから、化

学合成医薬品と比べて標的分子を介さない副作用は出にくいとされている
• ただし、薬理作用や免疫原性に起因する有害反応や、Infusion reaction（急性

輸注反応）等が副作用として報告されている

51

有効成分の作用に起因 例

過剰な薬理作用 t-PAによる出血
インスリンによる低血糖

複数の薬理作用 インターフェロンによる発熱

標的分子の複数の生理作用 抗TNF抗体による結核再燃
抗EGFR抗体による皮膚障害

その他 例
免疫原性に起因 エリスロポエチン製剤による赤芽球癆

アレルギー反応 糖鎖α-galとIgEとの反応
宿主細胞由来タンパク質によるアレルギー

感染性因子混入 ウイルス、プリオン等の伝播（実例なし）



（図表）新見伸吾・日向昌司・石井明子「免疫原性」（川西徹監修・川崎ナナ監著『有効性・安全性確保のためのバイオ医薬品の品質管理
戦略』（㈱じほう、第1版、2015年）pp.83-86より作成

免疫原性
• 免疫原性とは、生体に投与された際に、免疫応答を生じさせ、抗薬物抗体産生等の

免疫応答を誘発する性質

52

免疫原性のリスク因子 例

バイオ医薬品の品質

• アミノ酸配列
• 宿主細胞由来タンパク質
• 凝集体
• 糖鎖非結合タンパク質
• 非ヒト型糖鎖の付加
• 添加物

密閉容器 • ゴム栓溶出物

投与方法
• 投与経路（筋肉内投与／皮下投与）
• 投与量
• 投与頻度・期間

患者背景因子 • 先天的に欠失したタンパク質に対する抗薬物抗体の産生
• 併用薬の有無



免疫原性がもたらす臨床的影響
抗薬物抗体が形成されると、次のような結果をもたらす
• 影響なし
• 効果消失
• 過敏症反応

生じた抗薬物抗体に、体内で重要な生理機能を持つタンパク質を中和する性質がある場
合、重度の有害事象が現れる可能性がある（例：エリスロポエチン等）

非中和抗体 中和抗体

53

急性有害事象の例 非急性有害事象の例

• I型過敏症反応
• 注射部位反応または注入に伴う反応

• Ⅲ型過敏症反応
• 疾病の悪化
• 薬物毒性の亢進
• 部分奏功（有効性の減弱）
• 一次無効
• 二次無効
• 内在性タンパク質との交差反応 （例：EPO→PRCA）

（図表）Shankar, G. et al. The quintessence of immunogenicity reporting for biotherapeutics. Nature Biotechnology, 
2015, 33, pp.334-336. より作成



免疫原性の例

エムプリシティ点滴静注用（エロツズマブ）添付文書より
• 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした国際共同第3相試験において、299例中45例

（15.1%）で本剤に対する結合抗体が検出され、そのうち19例（持続陽性は2例）で中和抗体の発現が
認められた。

トルツ皮下注（イキセキズマブ）添付文書より
• 乾癬患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験において、80mgを2週間隔で投与した12週までに患者の9.0％

（103/1150例）に抗イキセキズマブ抗体が認められた。また、12週までイキセキズマブを投与され、レスポン
ダー（12週時にsPGAスコアが0又は1の患者）と判断された患者のうち、再割り付け後、12週以降に80mg
を4週間隔で投与した患者の17.3％（57/330例）に抗イキセキズマブ抗体が認められた。イキセキズマブを
投与された患者の約1％（25/2293例）に中和抗体が確認され、イキセキズマブ血中濃度の低下及び効
果の減弱との関連が認められた。

• 日本人の乾癬患者を対象とした長期投与試験において、抗イキセキズマブ抗体は12週までには認められず、
12週以降に患者の11.0％（10/91例）に認められたが、中和抗体は確認されなかった。

ファセンラ皮下注（ベンラリズマブ）添付文書より
• 重症喘息患者を対象とした第Ⅲ相国際共同臨床試験（SIROCCO試験及びCALIMA試験）において、

本剤の承認用法・用量で投与を受けた患者の14.9%（122/820例）に抗ベンラリズマブ抗体が認められ、
12.0%（98/820例）に中和抗体が認められた。抗ベンラリズマブ抗体陽性となった一部の患者では、血清
中ベンラリズマブ濃度の低下及び本剤投与後に減少した血中好酸球数の増加が認められた。なお、抗ベンラ
リズマブ抗体の発現による本剤の有効性及び安全性に対する影響を示唆する成績は得られていない。
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バイオ医薬品とバイオシミラー

ここまでで説明したバイオ医薬品の製造、

品質管理、及び、安全性に関する内容は、

後半で説明するバイオシミラーにも当てはまります

55



４．広く利用されるバイオ医薬品



主な内容
１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品

・世界での売上高ランキング
・次世代バイオ医薬品
・バイオ医薬品の薬剤費（例：抗リウマチ薬）

５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認

※詳細は巻末をご参照ください
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22,713

11,325

11,282

8,432

8,224

7,674

7,010

6,937

6,895

6,845

6,592

6,420

6,385

6,082

5,914

5,498

5,484

4,982

4,927

4,852

ヒュミラ
ランタス

エンブレル
ハーボニー
レミケード

ザレルト
エリキュース

マブセラ
ノボラピッド
セレタイド

リリカ
ジャヌビア

ハーセプチン
アバスチン

ヒューマログ
オプジーボ
エプクルサ
ステラーラ

シムビコート
コパキソン

バイオ医薬品

： 抗体医薬品

医療用医薬品売上高世界上位20品目
（2017年、単位：100万ドル）
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（図表）Copyright © 2018 IQVIA. MIDAS December 2017 無断転載禁止

※「ザレルト」「マブセラ」「セレタイド」の国内販売名はそれぞれ「イグザレルト」「リツキサン」「アドエア」。「エプクルサ」は国内未上市。



次世代バイオ医薬品

次世代型抗体

受容体-Fc融合

従来型抗体：IgG1

サブクラス置換 糖鎖改変抗体薬物複合体(ADC)

ペプチド
-Fc融合

Drug

PEG

二重特異性

低分子抗体 サイトカイン-Fc融合

・新規作用機序
・有効性向上
・安全性向上

アミノ酸変異導入

59

• アンメットメディカルニーズを満たす様々な次世代型バイオ医薬品の開発が進められており、
医療への更なる貢献が期待されている

（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成

トラスツズマブ エムタンシン
（カドサイラ® ）

セルトリズマブ
ペゴル（シムジア®）

エタネルセプト
（エンブレル® ）

ロミプロスチム
（ロミプレート® ）

ブリナツモマブ
（ビーリンサイト® ）

モガムリズマブ
（ポテリジオ® ）

エミシズマブ
（ヘムライブラ® ）

ニボルマブ
（オプジーボ® ）

アテゾリズマブ
（テセントリク® ）

例）



抗TNF抗体 抗TNF抗体 抗TNF抗体 抗TNF抗体 TNFR-Fc 抗IL-6R抗体 CTLA4-Fc

一般名 インフリキシマブ アダリムマブ ゴリムマブ セルトリズマブ
ペゴル エタネルセプト トシリズマブ アバタセプト

販売名 レミケード ヒュミラ シンポニー シムジア エンブレル アクテムラ オレンシア
承認年 2002年 2008年 2011年 2012年 2005年 2005年 2010年

主な製剤 100mg
点滴静注用

40mg
皮下注用*2

50mg
皮下注用

200mg
皮下注用

25mg
皮下注用*2

400mg
点滴静注用

250mg
点滴静注用

薬価
（2018年8月） 80,426円 62,596円 121,527円 61,202円 15,937円 90,611円 54,995円

用法用量
（維持量）

8週毎
3mg/kg

2週毎
40mg

4週毎
50mg

2週毎
200mg

週2回
25mg

4週毎
8mg/kg

4週毎
500mg

1日あたり
薬剤費 2,872円*1 4,471円 4,340円 4,372円 4,553円 3,236円*3 3,928円*4 

cf. メトトレキサート（リウマトレックス）
⇒1日あたり薬剤費*5 99円

バイオ医薬品の薬剤費（例：抗リウマチ薬）

*1 体重66kg未満の場合
*2 ペンの場合
*3 体重50kg以下の場合
*4 体重60kg未満の場合
*5 用法用量は6mg/週、2mgカプセルの薬価231.8円の場合
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（図表）日経メディカル Online 2013年5月28日掲載
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/ptra/report/201305/528518.html
ただし薬価、薬剤費等は2018年8月時点の情報に更新し、一部表現等も変更した



５．バイオシミラーとは



主な内容
１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは

・バイオシミラーの定義
・先行バイオ医薬品との同等性／同質性
・ジェネリック医薬品とバイオシミラーの比較
・バイオシミラーの名称

６．バイオシミラーの開発及び承認

※詳細は巻末をご参照ください
62



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）

バイオシミラーの定義
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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）

「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

先行バイオ医薬品との同等性／同質性とは
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化学合成医薬品とバイオ医薬品の比較

化学合成医薬品 バイオ医薬品

有効成分 有効成分
（構造式は1種類）

目的物質
＋

目的物質関連物質
（Product-related substance）

不純物

有効成分以外の分子種
（類縁物質：Related

substance)

製造工程に由来する
不純物

目的物質由来不純物

製造工程由来不純物

混入汚染物質

65（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

66（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



バイオシミラーの名称

67

• 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



６．バイオシミラーの開発及び承認



主な内容
１．バイオ医薬品とは
２．バイオ医薬品の製造、品質管理
３．バイオ医薬品の安全性
４．広く利用されるバイオ医薬品
５．バイオシミラーとは
６．バイオシミラーの開発及び承認

・バイオシミラーの承認申請
・先行バイオ医薬品、ジェネリック医薬品との違い
・バイオシミラーの臨床試験

※詳細は巻末をご参照ください
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バイオシミラーの申請区分

• バイオシミラーは、新有効成分含有医薬品やジェネリック医薬品とは
申請区分が異なる

（理由）
１．有効性と安全性を検証する新有効成分含有医薬品の開発と異なり、

先行バイオ医薬品との「同等性／同質性」の検証が目的であるため

２．ジェネリック医薬品とは異なり、有効成分に不均一性があり、先行バイオ
医薬品と有効成分の同一性の立証が困難であるため

３．承認申請書に添付すべき資料の範囲が異なるため
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バイオシミラーとジェネリック医薬品の開発過程の違い
• 構造解析により先発医薬品との有効成分の同一性を示すことができるジェネリック医薬品と

異なり、バイオ医薬品は有効成分の構造が複雑で不均一性がある
• バイオシミラーは先行バイオ医薬品との同等性／同質性を示すため、品質特性の比較の他

に、非臨床・臨床試験を含め、ジェネリック医薬品よりも多くの試験が必要

（図表）石井明子・原園景・川崎ナナ「バイオ後続品の開発と品質評価」（川西徹監修・川崎ナナ監著『有効性・安全性確保のためのバイオ
医薬品の品質管理戦略』（㈱じほう、第1版、2015年））p.185を転載 71

先行バイオ医薬品との
同等性／同質性評価

バイオ医薬品 新薬 バイオシミラー 化学合成医薬品 新薬ジェネリック医薬品

原薬製法開発

製剤製法開発

品質特性解析
（原薬、製剤）

臨床試験

非臨床試験

第Ⅰ相
第Ⅱ相
第Ⅲ相

PK、PD
有効性・安全性

薬理
薬物動態

毒性 薬理、毒性

原薬製造

製剤化

先行バイオ医薬品との類似性評価

生物学的同等性試験

構造
不純物

製剤特性
安定性

構造
不純物

製剤特性
安定性

先発医薬品との比較
（不純物、製剤特性）

セルバンク構築
培養
精製

製剤化

薬理
薬物動態

毒性

セルバンク構築
培養
精製

製剤化

第Ⅰ相
第Ⅱ相
第Ⅲ相

原薬購入／製造

製剤化

構造・物理的化学的性質
生物活性
不純物
安定性

構造・物理的化学的性質
生物活性
不純物
安定性



先発医薬品と後発医薬品の有効成分の構造が同一
であることが理化学分析により確認できるため、血中
濃度の推移が同等であることが確認されれば、臨床
上の総合的な作用、効果は同等であると推定できる。

先発医薬品（新薬）の場合先発医薬品（新薬）の場合 ジェネリック医薬品の場合ジェネリック医薬品の場合
臨床上の有効性、
安全性を総合的に
評価するために、患
者を対象に臨床試
験（治験）を行う。

すでに血中濃度と、
臨床上の総合的な
評価の関係は確
立している。
健康成人20名以上に
先発医薬品及び後発
医薬品をそれぞれ投与
し、血中濃度を測定

72

ジェネリック医薬品は生物学的同等性試験によって
製剤特性を評価



バイオシミラーと先行バイオ医薬品の
承認データ・臨床試験の位置づけの違い

（図表）©European Medicines Agency, 2017. EMA. Biosimilars in the EU – Information guide for healthcare 
professionals.（http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Leaflet/2017/05/WC500226648.pdf）
より作成

※三角形は構成比を示しており、2つの三角形は同じ大きさではない。

有効成分の用法・用量や、承認を得る適応
症における有用性の検証を目的とした複数
の臨床試験が必要

先行バイオ医薬品

RMP RMP

臨床比較試験
有効性・安全性
PK、PD
免疫原性

臨床試験
有効性・安全性
PK、PD
免疫原性

非臨床比較試験

品質特性比較試験

品質特性解析

非臨床試験

品質特性解析
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先行バイオ医薬品との品質特性の類似性
を十分に検証した上で、有効性・安全性を
比較するための臨床試験を行う

バイオシミラー



先行バイオ医薬品とバイオシミラーの品質比較における
主な評価項目と分析方法（図表再掲）

項目 主な分析方法
構造及び物理的化学的性質

アミノ酸組成
末端アミノ酸
アミノ酸配列（一次構造）
スルフヒドリル基
ジスルフィド結合
翻訳後修飾

糖鎖
単糖組成
糖鎖構造／糖鎖プロファイル
結合部位及び結合糖鎖
グリコフォームプロファイル

その他の翻訳後修飾
分子量・分子サイズ
分光学的性質

比吸光度またはモル吸光係数
二次構造
高次構造

アミノ酸分析
エドマン法、ペプチドマップ法（LC/MS）
エドマン法、ペプチドマップ法（LC/MS）
比色定量（エルマン試薬）
ペプチドマップ法（非還元、還元）

単糖分析
HPLC、キャピラリー電気泳動、質量分析
ペプチドマップ法（LC/MS）
等電点電気泳動、キャピラリー電気泳動、HPLC、質量分析
ペプチドマップ法（LC/MS）
サイズ排除クロマトグラフィー、SDS-PAGE、質量分析

紫外可視吸光度測定
円偏光二色性スペクトル測定、赤外吸収スペクトル測定
核磁気共鳴スペクトル測定

生物学的性質 酵素活性、結合試験、細胞応答性試験

純度、不純物 凝集体：サイズ排除クロマトグラフィー、切断体：電気泳動

製造工程由来不純物 HCP：ELISA、DNA：qPCR、Protein A：ELISA

74
（図表）厚生労働省医薬局審査管理課長通知「生物薬品（バイオテクノロジー応用医薬品／生物起源由来医薬品）の規格及び試験方法
の設定について」（ICH-Q6B、医薬審発第571号、平成13年5月1日）より国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部が作成



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

C1q

抗体医薬品の主なN結合型糖鎖構造

（再掲）抗体の構造と機能

75（図表）国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部作成



一次構造の比較結果の例

（図表）Jung, S. K. et al. Physicochemical characterization of Remsima®. mAbs, 2014, 6(5), pp.1163-1177.

トリプシン処理したインフリキシマブ後続1と先行バイオ医薬品の
ペプチドマップの比較

ミラーイメージに差がなく、類似性を確認

バイオシミラー

先行バイオ医薬品
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高次構造の比較結果の例

リツキシマブ後続1と先行バイオ医薬品の相補性決定領域（CDR）の構造比較

H鎖及びL鎖 CDRの側鎖（拡大）

バイオシミラーのH鎖を青、L鎖をオレンジ、先行バイオ医薬品を灰色で示した

（図表）Visser, J. et al. Physicochemical and functional comparability between the proposed biosimilar rituximab 
GP2013 and originator rituximab. BioDrugs, 2013, 27(5), pp.495-507. 77

X線結晶構造解析から、類似性を確認



糖鎖プロファイルの比較結果の例

インフリキシマブ後続1と先行バイオ医薬品のオリゴ糖プロファイルの比較

先行バイオ医薬品

バイオシミラー

78

糖鎖構造の類似性を確認
（図表）Jung, S. K. et al. Physicochemical characterization of Remsima®. mAbs, 2014, 6(5), pp.1163-1177.



（再掲）抗体医薬品のADCC活性
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00 00

Fcγ受容体 Fcγ受容体

抗体

ターゲット
分子

（抗原）

エフェクター細胞
（NK細胞等）

エフェクター細胞
（NK細胞等）

標的細胞
（がん細胞等）

ADCC（Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity：抗体依存性細胞傷害）活性

標的細胞に抗体が
結合する

NK細胞等のエフェクター
細胞上のFc受容体を
介して、抗体とエフェクター
細胞が結合する

エフェクター細胞が活性化し、
抗体依存的な細胞傷害活性
が誘導される

（図表）日本化薬㈱『バイオ後続品～製造方法とComparability確保のための品質評価～』p.10より作成



（再掲）抗体医薬品のCDC活性
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CDC（Complement Dependent Cytotoxicity：補体依存性細胞傷害）活性

（図表）日本化薬㈱『バイオ後続品～製造方法とComparability確保のための品質評価～』p.10より作成

抗体

ターゲット
分子

（抗原）

標的細胞
（がん細胞等）

標的細胞に抗体が
結合する

補体C1q

00
膜侵襲
複合体

（MAC）

抗体のFc領域に補体C1q
が結合し、補体系が連鎖的
に活性化する

補体系
活性化

膜侵襲複合体（MAC）
が形成され、細胞膜に穴が
空き、標的細胞を破壊

補体C1q



生物活性の比較結果の例（Fab領域）
インフリキシマブ後続1のFab機能の同等性／同質性

TNFα結合親和性

膜結合型TNFα結合親和性
Reverse Signalingによるサイトカイン産生抑制

TNFα中和活性

Reverse Signalingによるアポトーシスの誘導

※図表中の赤い点線は「先行バイオ医薬品（US）ロットの平均値±3σ（標準偏差）」を示す。
（図表）FDA. CT-P13 (infliximab biosimilar), Briefing Document For the Arthritis Advisory Committee, February 9, 
2016.（http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/
arthritisadvisorycommittee/ucm484860.pdf）

Fab

Fab領域に関連する生物活性の
類似性を確認
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先行バイオ医薬品:US（ ）,EU（ ）
バイオシミラー：CT-P13（ ）



生物活性の比較結果の例（Fc領域）
インフリキシマブ後続1のFc機能の同等性／同質性

FcγR Ⅰ結合親和性

FcγR Ⅱa結合親和性

FcRn結合親和性

C1q結合親和性

Fc

82

FcγR Ⅲa(Ⅴ type)結合親和性

※図表中の赤い点線は「先行バイオ医薬品（US）ロットの平均値±3σ（標準偏差）」を示す。
（図表）FDA. CT-P13 (infliximab biosimilar), Briefing Document For the Arthritis Advisory Committee, February 9, 
2016.（http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/
arthritisadvisorycommittee/ucm484860.pdf）

先行バイオ医薬品:US（ ）,EU（ ）
バイオシミラー：CT-P13（ ）

Fc領域に関連する生物活性の
類似性を結合性試験により評価



生物活性の比較結果の例
インフリキシマブ後続1の生体内を反映した評価系での比較

Fab領域及びFc領域が関与する生物活性（ADCC活性）
の類似性を細胞応答性試験により評価
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先行バイオ医薬品:US（ ）,EU（ ） バイオシミラー：CT-P13（ ）

ADCC活性 (NK cell)

FcγR Ⅲa (Ⅴ type)結合親和性
50%ヒト血清中でのFcγR Ⅲa結合親和性

ADCC活性 (PBMC)

Fc

Fab+Fc

※図表中の赤い点線は「先行バイオ医薬品（US）ロットの平均値±3σ（標準偏差）」を示す。
（図表）FDA. CT-P13 (infliximab biosimilar), Briefing Document For the Arthritis Advisory Committee, February 9, 
2016.（http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/
arthritisadvisorycommittee/ucm484860.pdf）



生物活性の比較結果の例（Fab+Fc領域）

インフリキシマブ後続1のFab+Fc機能の同等性／同質性
ADCC活性 (PBMC)

Fab+Fc

CDC活性

84

FabとFc領域が連携した生物活性の類似性を確認

先行バイオ医薬品:US（ ）,EU（ ） バイオシミラー：CT-P13（ ）

※図表中の赤い点線は「先行バイオ医薬品（US）ロットの平均値±3σ（標準偏差）」を示す。
（図表）FDA. CT-P13 (infliximab biosimilar), Briefing Document For the Arthritis Advisory Committee, February 9, 
2016.（http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/committeesmeetingmaterials/drugs/
arthritisadvisorycommittee/ucm484860.pdf）



（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

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
• 消失半減期が長い薬剤やヒトで抗体産生が起こる医薬品等、クロスオーバー試験が適切でない場合は、特性を考慮したデザインを検討
• 可能であれば、臨床効果を反映するPDマーカーによる比較を行う（特に技術的にPK試験が難しい場合は有用）
• さらに、PK/PD関係の解析により同等性／同質性を検討することが望ましい

臨床薬物動態（PK）試験、薬力学（PD）試験、PK/PD試験

• 品質特性解析によって品質面での高い類似性が示されたものの、
PK、PD若しくはPK/PD試験の結果をあわせても、臨床有効性
の同等性／同質性の結論が下せない場合は、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

• PK、PD若しくはPK/PD試験により目的
とする臨床エンドポイントにおける同等性
／同質性を保証できる十分なデータが
得られた場合には、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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• 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）

• 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「製剤開発に関するガイドラインの改定について」（ICH-Q8、薬食審査発第0628第1号、平成22年6
月28日）

• 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」（ICH-Q11、薬食審査発0710第9号、平
成26年7月10日）

• 西島正弘・川崎ナナ編『バイオ医薬品』（㈱化学同人、第1版、2013年）

• 日本化薬㈱『バイオ後続品～製造方法とComparability確保のための品質評価～』
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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

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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No. スライドタイトル
１．バイオ医薬品とは

5 バイオ医薬品とは
6 バイオ医薬品の特徴
7 生体試料由来タンパク質医薬品
8 バイオ医薬品 開発・承認品目の変遷
9 バイオ医薬品の働き
10 バイオ医薬品の意義
11 バイオ医薬品の剤形：注射剤（無菌製剤）
12 日本で承認されたバイオ医薬品
13 主なバイオ医薬品の分類とステム
14 抗体医薬品の名称
15 医薬品の商品名及び日本医薬品一般的名称（JAN）
16 バイオ医薬品と化学合成医薬品の違い

２．バイオ医薬品の製造、品質管理
19 （再掲）バイオ医薬品とは
20 バイオ医薬品は、細胞のタンパク質合成能を利用して製造する
21 培養工程
22 精製工程
23 バイオ医薬品の構成成分
24 バイオ医薬品に含まれる分子種の定義
25 バイオ医薬品に含まれる不純物の例
26 タンパク質の構造
27 抗体の構造と機能
28 （参考）抗体医薬品のADCC活性
29 （参考）抗体医薬品のCDC活性
30 抗体医薬品の不均一性
31 バイオ医薬品によく見られる糖鎖構造
32 糖鎖付加のパターンの変化がもたらす結果
33 バイオ医薬品の品質特性の変動事例
34 品質とは
35 バイオ医薬品の品質特性解析項目の例
36 重要品質特性（CQA：Critical Quality Attribute）
37 抗体医薬品のCQA候補
38 品質管理戦略の構築
39 バイオ医薬品原薬の品質管理
40 製造工程で管理すべき品質特性
41 品質管理戦略の構築（例）
42 バイオ医薬品原薬の規格及び試験方法
43 抗体医薬品の確認試験の例 ペプチドマッピング

No. スライドタイトル
44 抗体医薬品の電荷プロファイル試験の例 イオン交換クロマトグラフィー
45 抗体医薬品の電荷プロファイル試験の例 キャピラリー等電点電気泳動法
46 抗体医薬品の糖鎖試験の例
47 抗体医薬品の純度試験の例（凝集体） サイズ排除クロマトグラフィー
48 （補足）保存方法や取扱いについて、患者にも理解していただく

３．バイオ医薬品の安全性
51 バイオ医薬品における副作用
52 免疫原性
53 免疫原性がもたらす臨床的影響
54 免疫原性の例
55 バイオ医薬品とバイオシミラー

４．広く利用されるバイオ医薬品
58 医療用医薬品売上高世界上位20品目
59 次世代バイオ医薬品
60 バイオ医薬品の薬剤費（例：抗リウマチ薬）

５．バイオシミラーとは
63 バイオシミラーの定義
64 先行バイオ医薬品との同等性／同質性とは
65 化学合成医薬品とバイオ医薬品の比較
66 ジェネリック医薬品とバイオシミラーの比較
67 バイオシミラーの名称

６．バイオシミラーの開発及び承認
70 バイオシミラーの申請区分
71 バイオシミラーとジェネリック医薬品の開発過程の違い
72 ジェネリック医薬品は生物学的同等性試験によって製剤特性を評価
73 バイオシミラーと先行バイオ医薬品の承認データ・臨床試験の位置づけの違い

74 先行バイオ医薬品とバイオシミラーの品質比較における主な評価項目と分析方法
（図表再掲）

75 （再掲）抗体の構造と機能
76 一次構造の比較結果の例
77 高次構造の比較結果の例
78 糖鎖プロファイルの比較結果の例
79 （参考）抗体医薬品のADCC活性
80 （参考）抗体医薬品のCDC活性
81 生物活性の比較結果の例（Fab領域）
82 生物活性の比較結果の例（Fc領域）
83 生物活性の比較結果の例
84 生物活性の比較結果の例（Fab+Fc領域）
85 バイオシミラーの臨床試験


