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序 

 

 本てびきは、平成 22年度から平成 26年度まで、農林水産省委託プロジェク

ト研究「医薬品作物、医療用素材の開発（22～24年度は「アグリ・ヘルス実用

化研究促進プロジェクト」、25年度は「農林水産資源を活用した新需要創出プ

ロジェクト医薬品作物等開発分科会」として実施）」において、以下の 2つの

コンソーシアムにより得られた成果について紹介したものである。 

 このてびきが、これからイネ等の植物を利用した医薬品等の有用物質生産を

取り組むための指針となれば幸いである。 

 

 本資料は、「私的使用」または「引用」など著作権法上認められた場合を除

き、無断で転載、複製、放送、販売などの利用をすることはできません。転載、

複製、放送、販売などの利用の場合には、事前に国立研究開発法人農業生物資

源研究所の許可を得てください。 
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１． 植物を利用した医薬品等の有用物質生産のメリット 

 

１－１．植物をバイオリアクターとした医薬品生産のメリット 

植物をバイオリアクターとした生物医薬品等の物質生産システムは、従来大腸菌や動物

培養細胞（チャイニーズハムスター卵母細胞（CHO））の培養で用いられる高価なタンク培

養施設を必要とせず、温室やほ場での栽培で生産することが可能であることから、生産拡

大の容易さ、哺乳類由来のウイルスやプリオン等の病原体や大腸菌等での生産で生じる毒

素の混入がなく、安全で安価に生産できるといった特徴を有している。また野菜（レタス

やニンジン等）や果物（バナナやリンゴ等）、穀類（コメやトウモロコシ等）で医薬品を生

産した場合、植物細胞に特異的な細胞壁の存在により、胃や腸における強酸性下の環境や

消化酵素に対する耐性が付与されることから、精製することなく食べる医薬品（経口医薬

品）としての利用が可能になる。特に、穀類の種子で生産する場合、脱水状態でタンパク

質分解酵素活性が抑制された状態にあることから、室温で数年間保存しても分解されず極

めて安定といった特徴を有している。また、本来発芽のための窒素源として生産される貯

蔵タンパク質をタンパク質顆粒といった特別な細胞内小器官に安定かつ高度に集積させる

ことで、種子中に大量の外来有用物質を生産・蓄積できる。 

 

表１．タンパク質生産システムの比較 

 

 

１－２．植物を利用した医薬品等の有用物質生産系 

植物での医薬品等の有用物質生産系は、以下の 4 つに大きく分類できる。 

１）核ゲノムに遺伝子を導入し、植物培養細胞の状態で、植物培養装置中で大量増殖し、

有用成分を細胞から抽出・精製したり、凍結・乾燥してそのまま利用する方法や、培養液

システム 生産施設 設備投資額 製造期間
安定性
保存性

製造コスト 精製コスト リスク
翻訳後修飾
改変技術

ヒト医
薬品開
発例

バクテリア タンク 高額 1週間 低 低 高
エンドトキ
シン

糖鎖修飾困
難

○

動物培養細胞 タンク
高額

1ヶ月 低 高 高
ウイルス・
プリオン

○ ○

動物 農場 低額 連続的 低 中 高 ウイルス ○ ○

植物培養細胞 タンク
高額 1週間から

1ヶ月
低 中 高 代謝産物 ○ ○

植物一過的発
現系

温室 低額 数日 低 低 高
代謝物・エ
ンドトキシ

ン
△ ×

GM植物体
（非食用：タ
バコ等）

隔離ほ場
ほ場

低額 数ヶ月 低 低 高 代謝物 △ ×

GM種子（食
用：コメ等）

隔離ほ場
ほ場

低額 数ヶ月 高 低 高（低）* 無し △ ×

昆虫 低 低額 1ヶ月 低 低 高 代謝物 △ ×
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中に有用成分を分泌させ精製して利用する方法、 

２）最も一般的な方法として、バイオマスの高いタバコやジャガイモ、穀類や豆類など

の作物の核ゲノムに遺伝子を導入し、葉や塊茎、種子など組織特異的に発現させ、目的医

薬品を大量に生産する方法、 

３）母性遺伝する葉緑体ゲノムに遺伝子を導入し、有用成分を葉緑体中に蓄積させる方

法がタバコやレタス等で開発されている他、 

４）目的遺伝子を核ゲノム中に導入せず、アグロバクテリウムの T-DNA の特性を利用し

て一過的に核中で遺伝子発現させ、短期間中（2 週間程度）に目的産物を植物体中に多量に

蓄積させる方法もある。 

目的とする医薬品の用途に応じて、上記の４つの生産システムを使い分けることができ

る。パンデミックワクチンのような緊急性を必要とする場合は、1 ヶ月程度で抽出・精製し

た最終産物を提供できる一過的発現システムが優れている。一方、安価で多くの量を必要

とする医薬品の場合には、核ゲノムや葉緑体ゲノムに導入した遺伝子組換え作物をほ場や

温室で栽培し、葉や種子中に抗体やワクチン等の医薬品成分を蓄積させることで可能にな

る。 

 

１－３．イネ種子に医薬品等の有効成分を蓄積させる場合の利点 

イネは、同じ穀類のコムギやオオムギ等と比較して高い種子生産性を有しており、我が

国では高度な栽培体系が確立されていることから、品質の高い種子を生産することができ

る。コムギやトウモロコシ等の畑作物と異なり、連作障害がなく特定の場所で毎年栽培が

可能となる上、他家受粉で風媒花のトウモロコシと異なり自家受粉なので遺伝子拡散の危

険性も少ない。また、他の作物に比較して、イネでは形質転換系が確立しており、比較的

容易にマーカーフリーの形質転換体（選抜用の抗生物質抵抗性遺伝子等を有しない）の作

成や、相同組換えによる特定部位への遺伝子導入、複数遺伝子の同時導入も可能である。

さらに、イネの全塩基配列や遺伝子に関するバイオインフォマティック情報基盤も充実し

ている。 

イネ種子、特に胚乳は種子重量の約 9 割を占める組織であり、胚乳特異的に発現させる

ことで高度に医薬品成分を蓄積できる。玄米 1g あたり最大 20mg 程度の有用成分を生産で

きた（Ogo et al., 2014）。また、胚乳組織は貯蔵組織であることから、他の組織では蓄積困

難な人工的な遺伝子産物や植物の成長に有害な産物も容易に蓄積が可能である。 

 イネ種子の胚乳細胞には、2 種類の起源の異なるタンパク質顆粒が存在する。一つは、プ

ロラミン貯蔵タンパク質が集積している小胞体由来のタンパク質顆粒 I（PB-I）であり、も

う一つはグルテリンやグロブリンが集積しているタンパク質貯蔵液胞由来のタンパク質顆

粒 II（PB-II）である。PB-I は、PB-II に比較して胃液や腸液に含まれる消化酵素に対して

高い耐性を示す（Takagi et al., 2010）。そこで、イネ種子の PB-I に有用成分を蓄積させる

ことで、経口投与でも消化されずに腸管に搬送することが可能となる。特に PB-I のサイズ

は 1-2μm であり、PB-I の形状で腸管関連リンパ組織の抗原の取り込み口にあたる M 細胞

(10μm 程度まで取り込み可能)に取り込まれやすいサイズになっていることから、PB-I を
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イネで発現させたタンパク質の有効なドラッグデリバリーシステムとして利用できると考

えられる（Kunisawa et al., 2012） 

 

２．医薬品として開発するための留意点 

 

２－１．植物を用いた医薬品開発のプロセス 

遺伝子組換え技術により植物に医薬品を生産させる場合、組換え植物中で医薬品となる

有効成分を生合成・蓄積するプロセスが製造工程にあてはまる。従って、植物体そのもの、

たとえばコメやバナナ、レタスの葉を原薬として利用する場合には、植物体の栽培過程が

医薬品の製造過程になり、GMP 管理下での栽培となる可能性がある。この場合は、最低限

特定網室での栽培管理が必要になると考えられる。 

一方、組換え植物体から精製した有効成分や粗精製物（濃縮物）を医薬品とする場合は、

植物体が医薬品原料としての扱いになることから、栽培過程はできる限り有効成分の品質

を保証するような自主管理での栽培が可能となるので、野外栽培が現実的な選択肢になる。

なお、この場合でも、収穫後の原料の選抜から、加工や抽出・精製そして最終段階の製剤

化といった医薬品製造の各プロセスについては、通常の医薬品の製造と同様に、GMP の管

理下で行わなければならない。最終的に均一の医薬品を製造するためには、原料や原薬の

規格・基準を作って、品質を管理することが必要となる。 

 

 

図１．治験を開始するにあたり集めなければならないデータや行政対応（スギ花粉症治療

米の例） 
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２－２．医薬品の品質の規格基準を決定するために必要な要素 

 

２－２－１．有効成分含量を正確に測定する試験法（分析法バリデーション）の確立 

以下の点がポイントとして考えられる。 

・組換えタンパク質含量の測定方法の確立 

・有効成分を測定するためのモノクローナル抗体の作成 

 

常に一定の品質を担保するため（同等性）には、原料や中間体、原薬に含まれる有効成

分を正確に定量する必要がある。通常は生物活性を測定することになるが、有効成分が生

物活性を持たない場合は、有効成分を抽出し、定量することになる。その場合、有効成分

を確実に抽出できる抽出条件の検討を含め、信頼できる定量法を確立しておく必要がある。

ICH ガイドラインの分析法バリデーションに従って、抗体の特異性だけでなく、ELISA 系

の特異性（精度、真度、検出限界、定量限界、直線性の範囲等）を確認して進める。また、

有効成分の定量方法について、医薬品としての有効成分に対する特異的モノクローナル抗

体を単離し、有効成分の効率的な抽出法および ELISA 系による定量法を確立しておく。 

 

２－２－２．生物活性 

有効成分が生物学的効果を発揮するための特異的機能である生物活性は、医薬品有効成

分量を定義する単位として必要不可欠である。たとえば、有効成分の化学的修飾等が生物

活性に関与する場合、組換えタンパク質含量のみでは医薬品の有効成分量を適切に管理で

きないからである。有効成分自体に直接的な生物活性がない場合は、できる限り有効成分

含量とパラレルな関係にある生物活性指標を探さなければならない。しかし、適切な生物

活性試験の設定が困難な場合もあり、こうした場合には組換えタンパク質含量に加えての

有効性に影響を及ぼす品質に関する試験成績を可能な限り収集し、生物活性の補足データ

として集めていくことが必要である。 

 

２－２－３．タンパク質生産に用いた遺伝子発現構成体の安全性 

以下の点がポイントとして考えられる。 

・ゲノムに導入された遺伝子構成体（DNA）以外に余分な DNA 断片（不純物）がゲ

ノム上に存在するか（散在しているか）？ 

・予期せぬ遺伝子断片から目的外の翻訳産物が産生されているか？ 

 

想定外の遺伝子断片の核ゲノム中への挿入は、医薬品としての品質や安定性に大きな影

響を与える。目的以外の DNA 断片がゲノム上に挿入されていないか、もし挿入されている

場合には、DNA 断片から転写産物が検出されるか、またこの転写産物から想定外の翻訳産

物が蓄積されていないかを詳細に調査する必要がある。 

目的以外の遺伝子産物の発現の有無を調査するため、導入された遺伝子構成体のゲノム
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上の位置ならびに導入遺伝子本体以外に DNA 断片等が挿入されていないかどうかを、全ゲ

ノムシークエンスにより確認する。遺伝子本体以外の DNA 断片が挿入されている場合、そ

こから mRNA が転写され、翻訳産物が蓄積しているかを調査する。転写産物に関してはト

ランスクリプトーム解析により調査する。また、目的外の DNA 断片が挿入されている場合、

転写・翻訳される可能性のある翻訳アミノ酸配列が既知アレルゲンや毒性成分と相同性が

ないかどうかについて、アレルゲン性タンパク質や毒性タンパク質・ペプチド等との相同

性検索を行い、当該 DNA 断片の安全性を確かめる。さらに、実際に翻訳産物ができていな

いか、抗体等を作成して調査を行う。 

 

２－２－４．セルバンク（種子バンク）システム 

以下の点がポイントとして考えられる。 

・系統（品質）の安定保存 

 

植物を利用した医薬品生産では、培養細胞をもとに策定された ICH ガイドライン「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）製造用細胞基剤の由来、調

製及び特性解析」の適用範囲外となることから、同ガイドラインを参考に PMDA と相談し

ながら適切な遺伝子組換え植物種子の管理システムを確立する必要がある。食用生産する

場合、日本では、通常のイネ栽培における種子の安定供給体制として、原原種、原種、種

籾の 3 段階の生産方式が一般的になっているが、医薬品として生産する場合は、マスター

セルバンクに相当する原原種、種籾を増殖するための原種、ワーキングセルバンクに相当

する種籾の 3 段階で管理して、有効成分を産生する種子の品質／同等性を保持することが

適当かどうかの検討が必要である。通常のイネ栽培においては、原原種の更新を定期的に

実施しなければならないことになるため、特に原原種に関しては厳格に品質管理すること

が必要になると考える。 

 

２－３．同品質の植物医薬品を製造するために 

 

２－３－１．栽培工程における有効成分の品質管理 

医薬品としての品質を担保するためには、品質に影響すると予想される管理項目を設定

して、有効成分量が一定の範囲内となる栽培を行なわなければならない。たとえば、種子

中に医薬品成分を生産させる場合、その品質を保証するためには、隔離ほ場や特定網室で

の組換え体の栽培、播種から収穫までの各工程について作業手順を定め、それを達成する

ための標準作業手順書（SOP）を作る。この SOP に基づいて栽培し、具体的な作業を記録

することで品質を保証する。品質に影響を与える可能性の高い要素として、肥料、土壌成

分、農業用水、農薬等が考えられる。このため、窒素肥料投与量、農薬散布量、水成分、

土壌成分等を記録・管理するとともに、栽培に使用する水及び土壌の成分を分析し、重金

属等が含まれていないことを確認する。これらの各工程について、栽培管理マニュアル、

種籾管理マニュアル、農業用水管理マニュアル、土壌管理マニュアル、栽培管理機器使用



9 

 

マニュアル、点検マニュアル及び、これら栽培に関する手順書に従って管理するとともに、

それらの記録簿等を作成し、必ず記録しながら栽培する。 

また、品質を保証するためには、栽培場所や栽培時期が違っても、蓄積される有効成分

量が規格内に収まるような栽培手法を確立することが必要となる（ロット間の品質の同等

性）。 

 

２－３－２．品質規格の設定 

常に同一な品質の医薬品を製造するためには、原料から最終段階の製剤化までの各工程

で生産される中間体や原薬について、規格を設定して品質を保証することが必要である。

たとえば、コメを原料にして医薬品を製造する場合、各工程で生産される玄米、精米、米

粉、濃縮産物のそれぞれについて、有効成分量、含水量、外観、異物、有効成分の遺伝子

配列等の試験方法と規格値／適否の判定基準を設定して、これらの項目について設定した

基準内であることを確認しながら製造する必要がある。 

 

２－３－３．各製剤化プロセスの GMP 管理 

収穫後の植物体を原料や原薬として加工する工程については、各工程で GMP の実施規定

を作成し、手順書に従って製造・品質管理することが必要である。入庫や出荷の管理手順

書、各工程で用いる機器のバリデーション及びベリフィケーションに関する手順書、製造

方法や試験方法の変更や、製造・品質管理の手順・基準から逸脱した場合の処理や回収に

関する手順書、医薬品の製造・品質管理に従事する者に対する教育訓練や、文書の記録管

理に関する手順書等を作成し、これらの手順書に従って製造しなければならない。また、

医薬品の製造体制として、医薬品製造部門、安全管理部門、衛生管理部門等の GMP に準拠

した管理体制を構築することが必要である。出荷および受入れに関しては、性状、異物混

入、含水量等の規格を設定し、規格試験を行うことも必要となる。 

 

２－３－４．安定性試験 

医薬品の原料となる植物体や最終的に製造した薬剤等については、外観性状、有効成分

量、有効成分の分解、水分含量等の項目について、ICH ガイドラインに従って実施し、長

期安定性を調査する。保存する期間に応じて、長期試験、加速試験、苛酷試験を行う。 

 

２－４．非臨床安全性試験 

生物医薬品の開発に際しては、バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安全性

評価に関する ICH ガイドラインに従って開発を進めていく必要がある。しかし、このガイ

ドラインは精製した生物医薬品を対象にしたものであり、未精製の植物組織や粗抽出物（例

えばコメやコメ由来のタンパク質顆粒（PB 分画））など、精製していない生物医薬品につ

いては、同ガイドラインの適用範囲外である。したがって、PMDA 相談を通じて、必要な

安全性試験の内容を決めていくことが重要である。医薬品の製造販売承認のためには、非

臨床における安全性評価の項目として、薬理試験、一般毒性試験（単回投与毒性試験、反
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復投与毒性試験）、トキシコキネティクス及び非臨床薬物動態試験、生殖発生毒性試験、遺

伝毒性試験が含まれている。治験を進める上で必要な安全性試験は、個々の開発を目指す

医薬品の特性により変わるので、PMDA と十分に相談することが大切である。医薬品の製

造販売承認申請に添付される資料は、信頼性の基準に従って収集され、かつ、作成された

ものでなければならない。安全性試験は、GLP 省令に従って実施し、薬効薬理試験、薬物

動態試験は、信頼性基準体制を構築して試験を行い、必ず記録として残さなければならな

い。信頼性基準下で行われなかったデータは、どのような価値あるデータであっても、参

考データとしてしか利用できないことを留意しておく必要がある。 

 

２－４－１．毒性試験 

以下の点がポイントとして考えられる。 

・単回投与毒性試験 

・反復投与毒性試験 

 

生物医薬品の毒性試験は、高度に精製したタンパク質を用いて試験を実施することを想

定していることから、未精製剤等の場合には投与量や実施すべき毒性試験等に関して、

PMDA 相談を通じて検討していく必要がある。 

毒性試験においては、まず 2 種類の動物（げっ歯類および非げっ歯類）を用いた単回投

与毒性試験を行うのが一般的となっている。しかし、精製しない植物組織（種子）や粗抽

出成分を用いた毒性試験に関する生物医薬品の前例はない。そこで、開発する植物医薬品

の特性（医薬品の特性、導入する植物種、細胞内局在性等）を考慮に入れて、毒性試験の

設計については、PMDA とよく相談して実施すべきである。近年は、動物愛護の立場から

不必要な毒性試験は控える動きがある。例えば、スギ花粉症治療米の場合、拡張型単回投

与毒性試験はラットとカニクイザルで実施したが、そこで無毒性が確認されると、４週反

復投与毒性試験は、ラットのみで良いとされた。こうした毒性試験の試験設定に関しては、

最終的に対面助言を通じて PMDA の考えを確認して、本試験を実施することで、治験を進

めるためのデータとして利用できる。 

また、毒性試験には遺伝毒性試験、がん原性試験、生殖発生毒性試験、免疫毒性試験、

局所刺激性試験等が含まれる。開発する医薬品の特性に応じて、PMDA と相談し実施する

試験項目を決める必要がある。これまでの知見や食経験などから、明らかに実施する必要

のない試験については、根拠を明示して省略することが出来る。 

 

２－４－２．トキシコキネティクス 

医薬品（化学薬品）の毒性評価では、全身的曝露を評価するために、未変化体あるいは

代謝物の血漿(血清あるい は血液)中濃度を測定し、薬物動態データを得ることが求められ

ている。生物（タンパク質）医薬品においても、経口投与した際、有効成分が未分解のま

ま血漿中に検出されるかどうか確認することが求められる。このため、単回および反復投

与毒性試験に組み込んで試験を実施することになる。 
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単回投与毒性試験や反復投与毒性試験に用いた動物から、経時的に血液を採取し、血中

の有効成分量をウエスタンブロッティング法等により解析する。有効成分の検出法につい

ては、分析法バリデーションを実施しておき、直線性、真度、検出能等について調べてお

く必要がある。 

 

２－４－３．薬物動態 

 以下の点がポイントとして考えられる。 

・経口投与型の生物医薬品の体内動態をどのように観察するか？ 

 

通常の生物医薬品の場合、有効成分を標識して、標識した有効成分の体内動態を追跡す

ることが一般的である。しかし、精製しない医薬品の場合、標識した有効成分を植物組織

の特定細胞内小器官（イネ種子のタンパク質顆粒等）に特異的に蓄積させることは困難で

ある。そこで、例えば、有効成分と GFP 蛍光タンパク質を連結し、この融合タンパク質を

発現させた植物組織やその粗精製物をマウスに経口投与し、腸管組織での GFP 蛍光タンパ

ク質を観察することにより有効成分の薬物動態を調査する方法などが考えられる。 
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３．既製品、類似品との比較によるメリット・デメリット 

３－１．スギ花粉症治療薬 

スギ花粉症の根治的治療法に用いられている医薬品には、スギ花粉の抗原エキスを免疫

寛容剤として利用する皮下注射による免疫療法（SCIT）と、2014 年に日本で承認された舌

下免疫療法（SLIT）で用いられる舌下免疫療法薬（「シダトレン®スギ花粉舌下液」）が

ある。スギ花粉症を対象に SLIT と SCIT を比較した報告はないが、他のアレルギーではア

レルギー性鼻炎や喘息症状などの臨床症状の改善について、両者に明確な有効性の差がな

いとする報告（Khinchi et al, 2004, Calderon et al., 2012）や、SCIT の方が臨床症状の改

善に効果的であるという報告がある（Di Bona et al., 2012）。 

免疫療法に用いられるスギ花粉の抗原エキスは、IgE との結合性があるため、副作用の危

険性がある。特に SCIT では、全身性のアレルギー症状、アナフィラキシーショックによる

死亡が 200〜250 万回あたり 1 件（Lockey et al, 1987; Bernstein et al, 2004）、致死性反

応が 100 万回あたり 1 件発生する（Amin et al., 2006）危険性があると推定されている。

一方、SLIT では、投与部位における局所的反応が比較的高頻度に発現するが、死亡例や重

度のアレルギー症状は報告されず、重篤な有害事象が 10000 回あたり 1.4 回（Cox et al, 

2006）、アナフィラキシーは薬 1 億回の投与に対して 1 回程度と推定されており(Calderon 

et al., 2012)、SCIT と比較して安全性に優れているとされている。さらに、SLITでは注射

による痛みや、通院の必要性がなくなるという利点がある。しかし、これらの SCITや SLIT

での治療の場合、一度に大量の抗原を投与できないことから少なくとも 3年程度を要する。 

一方、スギ花粉症治療米に導入されている抗原は、断片化やシャッフル化を通じて、ス

ギ花粉抗原本来の立体構造が失われているため、IgEとの結合性が無く安全性に優れると考

えられる。従って、天然の抗原エキスに比較して極めて高用量を最初から投与できること

から、有効性が高く短期間に治療を行うことができる可能性が高いと考えられる。また、

経口投与なので注射による苦痛や通院の煩わしさ、舌下液の服用の際の面倒さもなく患者

にとって利点が高いと考えられる。さらには安全性が高いことから将来的には予防薬とし

ての利用も可能となる。また、抗原エキスに比較して、コメまたは有効成分を含む PB分画

は室温下で保存しても極めて安定である。 

 

３－２．気管支喘息の治療薬 

喘息治療には、吸入薬がよく使われる。吸入薬には毎日規則的に使う長期管理薬と、発作

が起きたときだけに使う発作治療薬がある。さらに、長期管理薬には気道の炎症を抑える

吸入ステロイド薬と長時間作用性気管支拡張薬がある。吸入ステロイド薬を中心とした治

療は、日本におけるガイドラインのみならず、世界中のガイドラインで、ぜん喘息の中心

に位置づけられている。さらに吸入ステロイド薬と長時間作用性気管支拡張薬の配合剤は、

軽症から重症まで使える基本治療薬として位置づけられている。しかし、これらの薬剤は

対処療法薬であり、根治的な治療を目的とする抗原特異的な免疫療法薬は開発されていな

い。 
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３－３．食物アレルギー治療薬 

食物アレルギーの治療は原因となっている食物を必要最小限に除去し、アレルギー反応を

起こさないようにすることが基本になっている。症状が出てしまった場合には、抗ヒスタ

ミン薬の飲み薬や、アナフィラキシーショックに対してアドレナリン自己注射薬が使われ

る。経口減感作療法が牛乳、卵、ピーナッツを中心に世界的に行われるようになったが、

現時点では研究段階で実用化には至っていない。単に“食べれば治る”という簡単なもの

ではなく、うまく減感作されなかったり、食物アレルギーの原因となっている食べ物その

ものを使うため、治療中に強いアナフィラキシー症状が出ることもまれでない。 

 

３－４. 関節リウマチ薬 

関節リウマチの治療は、抗リウマチ薬の発達により、基本的に薬物療法が中心になってい

る。それらの中で、メトトレキサートは関節破壊を抑止する薬としてほぼ第一選択として

用いられ、世界的に今日の関節リウマチ治療の基幹薬となっている。さらに抗リウマチ薬

抵抗の症例に対して、抗 TNF-α抗体や抗 IL-6 受容体抗体等の分子標的治療薬が用いられ

る。また抗 T 細胞抗体や抗 B 細胞抗体も用いられている。根治的治療を目的とする抗原特

異的免疫療法は開発されていない。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A8%99%E7%9A%84%E6%B2%BB%E7%99%82%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/T%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/B%E7%B4%B0%E8%83%9E
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４．事例集 

 

コメをバイオリアクターとして産生させた医薬品の開発では、スギ花粉症治療米をトッ

プランナーとして医薬品としての実用化が進められている。コメやタンパク質顆粒といっ

た粗抽出物を剤形とした生物医薬品の前例はなく、スギ花粉症治療米が実用化されれば、

植物の特徴を生かした未精製の経口型生物医薬品の開発が加速されると期待される。 

 

４－１．スギ花粉症治療米の開発 

スギ花粉抗原 Cry j 1 を 3 断片化し、Cry j 2 をシャッフル化して立体構造を改変し、IgE

抗体との結合性を低下させた抗原を、イネ種子の PB-I に蓄積させた組換えイネ（スギ花粉

症治療米）を開発した。この組換え米や玄米から粗抽出して得た PB 分画を用いて、アレル

ギーモデルマウスへの経口投与により免疫寛容の誘導の有無を調査した。さらに、自然発

症ニホンザルを用いて、この組換え米の経口免疫寛容の誘導の有無を調査するとともに、

健常ニホンザルに経口投与して、安全性を評価した。 

スギ花粉症モデルマウスに 1 日あたり 0.6g の治療米（玄米、各有効成分を 0.3～0.8mg

含む）を 3 週間経口投与したのち、スギ花粉を曝露してスギ花粉症を発症させたところ、

普通（非組換え）米を投与したコントロール群のマウスと比較して、血中の抗原特異的 IgE

や IgG 量、ヒスタミン量およびくしゃみの回数、鼻汁や結膜中の好中球・好酸球の数が、

スギ花粉症治療米投与群で有意に低下していた。さらに、産生される Th2 型の IL-4、IL-5

および IL-13 のサイトカイン含量も、コントロール群のマウスと比較して、有意に低下し

ており、スギ花粉抗原特異的免疫寛容が誘導され、予防効果が観察された (Wakasa et al., 

2003; Fukuda et al., 2015)。 

スギ花粉症ニホンザルへの経口投与試験（10 月 31 日～1 月 29 日までの 13 週間は週 3

回、1 月 29 日～4 月 29 日までの 13 週間は毎日、1 頭当たり 20g の玄米を投与）では、末

梢血単核球を用いた T 細胞の増殖反応が 4 頭中 3 頭において抑制されていた。また、スギ

花粉症治療米の経口摂取により、スギ花粉アレルゲン特異的 IgE 抗体価も徐々に減少する

傾向が認められた。 

健常ニホンザルへの経口投与試験（1 頭当たり 20g の玄米を 1 か月間投与）では、アナ

フィラキシー様の副反応、体重の劇的な変化は認められなかった。また、スギ花粉抗原特

異的 T 細胞の誘導やスギ花粉アレルゲン特異的 IgE 抗体価の上昇も認められず、スギ花粉

症が発症することもないことから、安全であることが示された。 

 

４－２．気管支喘息緩和のための遺伝子組換え米の開発 

通年性鼻炎、気管支喘息やアトピー性皮膚炎の原因としてダニ抗原が知られており、主

要抗原としてダニ（ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ）糞中に含まれる I 型および II

型抗原が同定されている。気管支喘息の抗原特異的免疫療法として、ダニの主要抗原 Der p1

の立体構造を改変しタンパク質分解酵素活性を欠失させて安全性を高め、マウスとヒトで

共通の主要 T 細胞エピトープを含む抗原領域（p45-p145）を胚乳中に発現させた組換え米
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（Derp1 米）を開発した。この Derp1 米(90μg/粒）を 1 週間マウスに毎日 1.5g（有効成分

量 6.8mg）経口投与し、感作マウスに Der p1 を点鼻チャレンジしたところ、普通米を投与

したモデルマウスに比べて、Derp1 米を投与したマウスでは、抗原特異的 IgE が減少し、

Th2 型のサイトカイン（Il-4, IL5, IL-13）の産生量も低下していた。臨床症状として気道過

敏性を調べたところ、Derp1 米を投与したマウスでは炎症による抵抗性が改善するととも

に、組織中の好酸球、好中球等の数が減少した（Suzuki et al., 2011）。このアレルギー炎

症反応の抑制は、CD4 陽性 T 細胞における抗原特異的活性化反応の抑制に依存していた。

一方、まず Der p 1 を点鼻チャレンジし、その後 Der p1 米を経口投与して治療効果を調査

したところ、抗原特異的な IgE および IgG の産生は影響を受けなかったが、上気道の炎症

の要因となる組織中の好酸球の数の減少や気道過敏性亢進などの病理生理学的症状が緩和

されていた。 

これらの結果から、Derp1 米の経口投与により、ダニ抗原による気管支喘息に対する抗

原特異的免疫寛容を誘導し、予防および治療効果を示す可能性が明らかとなった。 

 

４－３．食物アレルギー治療のための遺伝子組換え米の開発 

食物アレルギーの中で最も患者数の多いの卵アレルギーの主要抗原は、オボアルブミン

（ovalbumin：OVA）であることが同定されている。そこで、安全性の高い抗原特異的経

口免疫療法として、オボアルブミンに含まれるマウスおよびヒトで共通のＴ細胞エピトー

プ領域（OVA34-50, OVA261-277, OVA323-339）を発現させた OVA 由来の T 細胞エピト

ープ発現米を開発した。OVA アレルギーモデルマウスを用いて OVA T 細胞エピトープ発現

米を 1 週間経口投与したところ、普通米を投与したコントロールマウスに比較して、IL-2、

IFN-r、IL-4 が低下し、FoxP3 制御性 T 細胞の発現が促進され、経口免疫寛容が誘導され

た。 

BALB/c マウスに卵白食を食べさせ腸炎を発症させ、その後 OVA T 細胞エピトープ発現

米を 4 週間食べさせた後、オブアルブミンを 2 回投与して再発症させたところ、普通米を

食べさせたマウスに比較して、体重減少が抑制され、小腸の炎症が組織学的緩和され（好

酸球や好中球など炎症細胞の数の低下）ていることが明らかになった。 

これらの結果から、OVA T 細胞エピトープ米は、代表的な食物アレルギーである卵白ア

レルギーの治療に対して、経口免疫寛容を誘導して予防および治療効果を示す可能性が示

された。 

 

４－４．関節リウマチ治療のための遺伝子組換え米の開発 

関節リウマチは、患者数 70〜100 万人の自己免疫疾患で、治療の中心は関節の炎症を抑

え、関節破壊の進行を防ぐことを目標とする薬物療法となっており、現在まで根治的治

療法は開発されていない。そこで、抗原特異的免疫療法として、関節リウマチの要因と

なる自己抗原（２型コラーゲン、CII）の T 細胞エピトープ（CII256-271）に変異を導入し

たアナログペプチド ALP6, APL7 の 3 連結ペプチドをグルテリンの可変領域に挿入して融

合タンパク質として蓄積させる組換え米を開発した（APL6:3.7mg/g 米、APL7:1.4mg/g 米）
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（Iizuka et al., 2014a）。この組換え米（種子重量：80mg から 135mg)を関節リウマチモデ

ルマウスに 2 週間経口投与し、その後関節リウマチを発症させたところ、普通（非組換え）

米を投与したモデルマウスと比べて、観察を行った 2 週間にわたって臨床スコアの改善が

認められた。一方、最初にモデルマウスに CHII を注射しリウマチを発症させた後、組換え

米を 1 日 1 回 2 週間経口投与し、さらに CHII を注射して治療効果を観察したところ、非

組換え米を投与したマウスと比較して症状の発症が 3 日遅れた。臨床症状に関しては、観

察を行った 1 か月間にわたって臨床スコアの改善が認められた。これらの症状改善の免疫

機序には、脾臓細胞や鼠径リンパ節での 2 型コラーゲンに対する IL-10 の産生の関与が示

された（Iizuka et al., 2014b）。 

これらの結果から、2 型コラーゲン（CHII）に由来する T 細胞エピトープのアナログペ

プチドを含む米の経口投与により、関節リウマチの予防および治療に利用できる可能性が

示された。 
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５．利用・応用する上での留意点 

 

５－１．組換え体の栽培に関する産業利用 

医薬品の製造に用いる遺伝子組換え植物については、遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）に基づき、所轄の産業省庁に

産業利用申請を提出し、承認を得る必要がある。その際、栽培場所として特定網室や閉鎖

系温室を利用する場合は第 2 種産業利用、ほ場での栽培の場合は第 1 種産業利用での申請

となる。 

実用段階の栽培では、製薬企業は患者が必要とする医薬品を提供しなければならない義

務が生じる。医薬品として患者数が多く、需要量が多い医薬品原料や医薬品原薬を生産す

る場合、温室での栽培だけでは足りず、必要量を供給できるような栽培場所の確保が必要

となる（原料の供給体制の整備）と想定される。医薬品の生産を目的とした遺伝子組換え

植物のほ場での栽培においては、医薬品としての品質確保の観点から、交雑を回避するシ

ステム（栽培指針や規定）を作らなければならない。交雑リスクを回避するために、十分

な隔離距離を確保したり、緩衝帯の設置、定植期を地域の非組換え体よりも遅らせて開花

期をずらす等の措置、さらに栽培監査、混入時の回収・廃棄規定等、新たな医薬品作物の

栽培管理規定を作る必要があろう。 

なお、遺伝子組換え作物に関して、日本では社会的な受容は低い。従って、遺伝子組換

え作物を栽培する場所を確保する上においても、サイエンスコミュニケーション等を通じ

て遺伝子組換え作物に対する理解を高める努力を続けていく必要がある。 

 

５－２．コメで生産した医薬品から製造される PB カプセル剤に係るコスト試算  

 PB 分画を原薬とするカプセル薬を想定して以下に製造コストの見積もりを試算した。隔

離ほ場での栽培で、1回に 80g玄米相当（５～６カプセル）を服用すると仮定した上での試

算であり、種々の条件により変動する可能性があることをご了解願いたい。 

一般のコメの 10a当たりの生産費は 2009年においては農機具、農薬・肥料、農用建物な

どの物財費がそれぞれ農業経営費の 25%、10%、9%を占めており、家族労働費をなどを加え

て生産費が 14.3万円であり、平成 17年からほぼ同等の生産費となっている。また、10a当

たり一般のコメの平均収穫量は約 500kg/10a であることから、組換えコメも同等の収穫量

があるとして計算すると、玄米 80gの生産費として、約 23円で生産できることになる。 

今回の試算対象は遺伝子組換えのコメであることから、ほ場をフェンスで囲むなどの設

備費、品質を保持した栽培管理等に係る人件費が必要となる。フェンス設置費用等の追加

ほ場原価償却費を 10aあたり 2.6万円*、管理労働時間を一般栽培（普通のコメの労働費 3.5

万/10a）比で 10倍**と想定した場合、10a当たり 500kgの生産費は約 50万円/aと試算され

た。組換えコメも同等の収穫量(500kg)で、精白米の歩留りを玄米の 90%とすると、隔離ほ

場で治療米を生産した場合、生産費(白米 80g当たり)は約 90円となる。 

玄米以降の PB分画製造工程については、加工費は精密精米や粉砕化などに要するランニ

ングコストの費用、PB 分画加工費は米粉のデンプンを糖化処理する際に必要な酵素等の費
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用、またカプセル化費は一般的なカプセル化に要する費用として試算したものである（機

器、設備に関する費用は含まれていない）。また、医薬品製造工程の製造費は厚生労働省に

よる医薬品の「原価計算方式」に従って試算した。 

*：フェンス設置費用 @6500ｘ40m）を 10年償却で計算 

**：通常稲作労働時間に加え、栽培期間中（180日間）毎日 1時間から 1時間半の管理を

実施するとして計算した。 

 

原材料 109円 

（内訳） 

精白米原価 80g 90円 

酵素   3円（0.5mg/g米粉で試算） 

カプセル 6 円 （玄米 80g 分の PB 分画を 6 カプセルに充填、カプセル単価は 1 円と

試算） 

PTPシート⁺箱等 10円（6カプセルあたり） 

 

労務費***（カプセル充填・箱詰め作業労務費） 32円 

製造経費***（光熱費・試験検査費）      55円 

 

製品製造原価 196円 

 

***：原価計算方式について（中医協 薬-1-2､23.6.22）中の薬価算定のシミュレーショ

ン（現行の医薬品業界平均値（原則、上限値）を用いて算定した場合）の値を参照。  

 

６．他の植物等への応用の可能性 

 

各種のアレルギー（花粉やダニ等の周年性アレルギー）に対する経口型のワクチン薬に

対しては、今までイネ種子のみで開発が進められてきた。一方、コレラやノロウイルス、

ロタウイルスなどの感染症に対するワクチンは、イネ種子の他、トウモロコシ種子やジャ

ガイモ塊茎等に蓄積させる技術の開発も行われている。アレルギーに対する医薬品と感染

症用の医薬品は、病気の原因となる抗原に対して免疫の抑制（寛容）と誘導という全く逆

方向に作用させることで治療することを想定している。抗原に対して免疫寛容を誘導して、

アレルギーの治療や予防を目的する場合、抗原認識には 10 アミノ酸程度の長さの T 細胞エ

ピトープが関与することから、加熱処理を行っても活性が失われることはない。一方、感

染症のワクチンでは、抗原の立体構造が関与することから、立体構造が変化する加熱処理

等の加工処理で簡単に不活化されてしまう。植物型ワクチンを開発する際には、この点に

ついて十分配慮しなければならない。このため、感染症対策のワクチン抗原を発現させた

植物を医薬品にする場合、加熱処理を避け、凍結乾燥等の処理あるいは粗抽出して利用す

る。一方、植物を用いたアレルギーワクチン薬の開発の場合は、加熱等を含めてある程度
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の加工処理が可能であることから、最終剤形に関しては製薬会社と協議しながら決定する

ことが肝心である。 

植物を基盤として生産した医薬品の開発の場合、植物体そのものや粗抽出物を利用する

ことで、植物での医薬品生産の利点を最大限発揮させることができる。こうした未精製医

薬品としての利用を仮定した場合、医薬品製造価格の 6〜8 割を占める収穫後の GMP に準

じて実施しなければならない抽出・精製、製剤化過程を省くことができ、極めて安価に製

造できる。また、植物細胞を残すことで、消化管での消化酵素に対する耐性が付与され、

自然の腸管搬送システムとして経口投与が可能になる。しかし、問題点として、有効成分

の品質を同一にする生産法を確立することや植物体に有効成分を高度に発現させることが

不可欠になる。特に、葉や果実に有効成分を蓄積させる場合には、生育環境により品質が

変動する可能性が高いことに留意する必要がある。 

種子中に医薬品としての有効成分を発現させる場合、植物の候補としては、イネの他に

トウモロコシ、コムギ・オオムギ、ダイズなどが考えられる。イネの場合、タンパク質顆

粒に集積させることで高度に有効成分を蓄積できる。さらに、イネに含まれるタンパク質

顆粒には、貯蔵液胞由来のタンパク質顆粒（PB-II）と小胞体由来のタンパク質顆粒（PB-I）

があるが、後者に集積させることでより高い消化酵素耐性が付与される。経口投与型の医

薬品の場合、PB-I に蓄積させることで消化酵素に対する耐性が付与されるため、腸管の免

疫細胞への搬送において、他の組織で発現させるより大きな優位性がある。 

小胞体由来のタンパク質顆粒は、イネ以外ではトウモロコシに存在し、トウモロコシ種

子にワクチンを生産させることも可能である。しかし、風媒花であるトウモロコシを医薬

品生産のバイオリアクターとしてほ場で栽培することは、通常トウモロコシとの交雑が起

こりやすいため組換え体の拡散防止措置の観点から、また交雑による医薬品としての品質

の低下が懸念されるため品質管理上の観点からもイネに劣る。 

一方、コムギ、オオムギ等の種子に含まれるタンパク質顆粒は、貯蔵液胞由来のみとな

っており、小胞体由来のタンパク質顆粒と比べると消化酵素に対する耐性は弱い。また、

形質転換体の作出に関してもイネと比較して難しい。他方、豆類では種子あたりの医薬品

成分の蓄積量が高いという利点があるが、豆類に含まれるタンパク質顆粒は貯蔵液胞由来

のみである。さらに、単位面積あたりの生産量は、穀類と比較して格段に低い上、豆類の

種子には、ダイズの主要な貯蔵タンパク質である 7S グロブリンをはじめ各種食物アレルゲ

ンやタンパク質分解酵素インヒビターなどの存在により、豆そのものや豆粉末という剤形

で利用することは困難と考えられる。 
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７．用語集 

アグロバクテリウム： 植物に感染し腫瘍を引き起こすことで知られているグラム陰性の

植物病原菌の一種。外来遺伝子を植物に導入する際によく用いられる。菌体内に存在す

る 150-240 kbp の巨大な Ti プラスミドが腫瘍誘発の原因物質となっており、その一部

の T-DNA が植物染色体に取り込まれる。 

マーカーフリーの形質転換体： 遺伝子組換えには目的遺伝子を導入する際、遺伝子組換

え体のスクリーニングために目的遺伝子と一緒に薬剤耐性遺伝子等の選抜マーカーを導

入する。作出された形質転換体に選抜マーカーが残らないようにした組換え体をマーカ

ーフリーの形質転換体という。 

ICH： International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use（日米 EU 医薬品規制調和国際会議）

の略称。日本・米国・EU の規制当局（日本では厚生労働省）による新薬承認審査の基準

を国際的に統一し、医薬品の特性を検討するための非臨床試験・臨床試験の実施方法や

ルール、提出書類のフォーマットなどを標準化することにより、製薬企業による各種試

験の不必要な繰り返しを防ぐことで医薬品開発・承認申請の非効率を減らし、よりよい

医薬品をより早く患者のもとへ届けることを目的としている。 

GLP： Good Laboratory Practice の略で、優良試験所規範又は試験実施適正基準のこと。

医薬品や食品の安全性を評価する検査や試験が正確かつ適切に行われたことを保証する

ための基準。 

GMP： Good Manufacturing Practice の略で、製造所における製造管理、品質管理の基

準のこと。原材料の入荷から製造、最終製品の出荷にいたるすべての過程において、製

品が「安全」に作られ「一定の品質」が保たれていることを保証する。 

PMDA： Pharmaceuticals and Medical Devices Agency の略で、医薬品医療機器総合機

構のこと。 厚生労働省管轄の独立行政法人で、医薬品・医療機器などの審査関連業務な

どを行っているところ。 

タンパク質顆粒：種子中に見られる貯蔵タンパク質を蓄積する細胞内小器官。イネには、

小胞体由来のタンパク質顆粒（PB-I）と貯蔵液胞由来のタンパク質顆粒（PB-II）の 2 種

類がある。 

バリデーション：規定された要求事項がその記述された使用に対して適切であることを検

証すること。 
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