
薬 生薬 審 発 0204第 4号

令 和 4年 2月 4日

近畿化粧品原料協会 会長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査

医薬 品の一般 的名称 の取扱い に関す る事務手続等 にっいて

標記について、令和 4年 2月 4日 付け薬生薬審発 0204第 3号をもうて、別添写し

のとおり、各都道府県衛生主管部 (局)長宛に通知しましたので、貴会会員への周知

方よろしくお願いいたします。



薬生薬審発 0204第 3号

令 和 4年 2月 4日

各都道府県衛生主管部 (局 )長 殿

厚生労働省医薬 。生活衛生局医薬品審査管理課長

(  公   印  省  略  )

医薬品の一般的名称の取扱いに関す る事務手続等について

標記 については、平成 18年 3月 31日 薬食発第 0331001号医薬食品局

長通知 「医薬品の一般的名称の取扱いについて」によ り、医薬品の一般

的名称の命名 申請等についての取扱いを定めた ところであ り、その詳細

については平成 18年 3月 31日 薬食審査発第 0331001号 「医薬品の一般

的名称 の取扱いに関す る事務手続等にらぃて」の とお り
く
とされてきた と

ころである。

今般、JAN決定業務の効率化の観点から一部見直 し、今後は下記の と

お りとす ることとしたので、御了矢日の上、貴管下関係業者 に周知方 よろ

しく御配慮願いたい。

記

1.我が国における医薬品下般的名称 (以下「JAN」 という。)の命名申請手続 (た

だし、国際一般名 (以下「NN」 という。)に収載された品目を除く。)

(1)JAN(案 )については、一般名の命名基準 (別 添 1)等 を参照の

上、考木安す ること。

(2)医薬品一般的名称命名申請書は、医薬品一般的名称命名申請書作

成上の注意 (別 添 2)に従つて作成すること。

ヽ
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2.INNに収載 された品 目の JANの 収載手続

(1)医薬品一般的名称届出書は、医薬品一般的名称届出書 (INN収載

品 日)作成上の注意 (別添 3)に従つて作成す ること。

(2)JAN収載にあたっては、収載のル‐ルに従つて届出内容を変更す

ることもあ り得 る。なお、この場合、届出者 には速やかに通知す

ることとし、本通知に対 し、異議 申立て等がなぃ場合、JAN収載

を行 う。        |

3.JANの 通知

医薬品名称専門協議において、JANの決定をみたものについては、
逐次別途通知する。当該通知においては、JANを別表 1又 は別表 2に
区分記載 して通知するもの とし、その区分は次の とお りであるので、

了知 されたいこと。

(

・別表 1

・丹U表 2

医薬 品名称 専門協議 において決定 され た JAN
ただ し、今後 、INNと の整合性が図 られ る可能性 のあ るもの

医薬 品名称専門協議 において決定 され た JAN
かつ、I卜lNとの整合l生も図られたことが確認されたもの

4.通知の廃上について

以下の通知を廃止する。

平成 18年 よ月 31日 薬食審査発第 0331001号 「医薬品の一般的名称の

取扱いに関す る事務手続等 について」

平成 21年 3月 13日 薬食審査発第 03130ol号 「「医薬品の一般的名称の

取扱いに関す る事務手続等 について」の一部改正について」
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【別添1 -般名の命名基準】

1,一般名は、原則としてまず英名を作成するものとし、これを翻訳し、又は字訳す

る方法により命名するものとする。翻訳又は字訳する場合は、次によるものとす

る。              ^
(1)一般名の英名に用いる化学名に文都科学省で定める学術用語 (以下、学術用語)

で日本語訳が示されている場合は、原則としてその日本語訳によるものとする。

ただし、医薬品に特有なものにあつては、その名称によることができる。

(2)一般名の英名に用いる化学名に学術用語で日本語訳が示されていない場合は、

字訳法則 (別紙 1)により字訳するものとする。ただし、一般名の一部が学術

用語で日本語訳が示されている化学名である場合には、当該部分については、

(1)に定めるところによるものとする。

2.一般名は、語音、綴 りともに明快で、できるだけ短いものであり、かつ、既存の

名称 と混同されにくいものでなければならない。

3.薬理学的に関連のある群に属する医薬品の一般名は、この関連を示すようにつけ

る。そのため、医薬品グループを表すステム (別紙 2)に示す資料を参照するこ

と。また、一般名の一部に解剖学的、生理学的、病理学的、若 しくは、治療的効

果を示唆するような宇句が含まれてはならない。

4.新しい薬理作用あるいは作用機序をもつグループの最初の物質の命名に当たつて

は、新しく I卜lNのステムを創出することを考慮して命名する。

5.化学薬品であつてその化学名が短いものはそのまま医薬品名 として命名する。ま

た、化学名が長いものはステムを考慮し、既存品と類似しないように適当な接頭

語、接尾語等とステムを組み合わせることにより命名する。化学名を短縮して作

る方法は、類似の名称が多くなる傾向があるので避ける。

6.化学名が明らかでない化学薬品又は天然物等については、原則としてそのものの

起原t科学的分類 (配糖体、アルカロイ ド、アルコール等の別をい う)及び薬理

的作用を勘案して、その一般的名称を命名するものとする。ただし、この場合で

も別紙 2に掲げる資料に示 されているグループのいずれかに該当することが明

らかなものについては、当該ステムを使用することが望ましい。

7.塩、エステル、プロドラッグ、包接化合物及び水和物などの一般名は、原則 とし

て、薬理的に活性のある部分 (塩基、酸又はアルコールなど)の名称について考

案 し、これに薬理的に不活性な部分の名称を組み合わせることにより命名するも
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のとする。

8。 第四級アンモニウム塩の一般名は、原則として陽イオン部、陰イオン部に分けて
考案したそれぞれの名称を組み合わせることにより命名するものとし、アミンの
塩の一般名と区別できるようにしなければならない。

9.酸及び塩基のうち必要なものについてはその短縮名称を定めるものとし、酸及び
塩基等の短縮名称 (男げ紙3)に示す資料を参照すること。この場合において、こ
れらの酸又は塩基を含むものの上般名の命名に当たっては、その短縮名称を用い
るものとする。    ′

10。 単離した文字、数字又はてヽイ7ン、h及びには原則として使用しないこととし、
phは 良 hは t、 yは i、 ae又はoOは eと するものとする。

11.上記の規定にかかわらず、下般名の命名に彗たっては、その物質を最初に発見
し、又噂開発した者及びこれらに準ずる者が提案した名称並びに外国で開発さ.枠 た医薬吊は当該開発国で使用されている名称を、特に支障のない限り(優先
させるものとする。  ヽ
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【別紙1 字訳法則】

1.原貝呼として、すべての文字を省略することなく、,宇訳するものとする。ただし、

末尾のeは、酵素剤の場合を除き、一般にこれを字訳しないものとする。

2.原則として、子音の次の母音は、当該子音と組み合わせて字訳するものとする。

2以外の場合は、原則として一文字ごとに宇訳するものとする。

(だし、Chヽ p4、 qhみび

“

は、それぞれ一つの子音と見なし、また、同す又は

類似の発音の子音が重なつた場合は、一つの子音とみなすことがある。

4.2及び3にかかわらず母音が2つ以上連続する場合のうちae、 oe、 はそれぞれ

eとみ漆して字訳するほかt euはュT、 iaはヤ、ouはウと宇訳し、bについて

はiodになつた場合のみョエと字訳するものとする。

5.字訳に当たつては、別表の例 (宇訳表)によらなければならない。
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【別表】

シ ョシ ェシ ユシシ ャシ ュSh

ス コセス クシス カス クSC

トテ  ↑
ツチタ卜 (ス )

備考 ①クオ (コ )クェ (ケ )キクァ (力 )クqu

備考 ⑩ホ (フ ォ)フ ェフフ ィフ ァフph

コケ (チェ)チュ (キ ュ)チ力 (チャ)クCh

ゾゼズジザズZ

ヨエヤイy

キ ンキセクスキ シキサクス (キ ス)X

ウォウェウウィフウW

備考 ③ボべブビバブV

ウu

トアンチタトt

ツ (ゾ )セ (ゼ )ス 00シ (ジ )サ (ザ )スS

備考 ③ロレルジフルr

ク
q

備考 ⑦ポぺプピパプp

eと みなすウオO

ノネヌナンn

備考 ⑥モメムミヽマム ,  こヶ́′
′

m

備考 ⑤ロレルリフル1

ケクキカクk

ジ ョジ ェジ ュジジ ャジJ

備考 ④イオ (ヨ ー)
ヤイ:

ホフ (ヒ ュー )ヒハh

ゴゲグギガグg

備考 ③ホ (フ ォ)フ ェフフ ィフ ァフf

ユー (オイ)
エe

備考 ②ドアア ユジダドd

備考 ①==＼ヽ
セク (キュ)シカクC

ボべブビ′ミブb

eと みなすオ ーアa

備 考Oeu1.ya単 独 音文 字

字   訳   表
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注 :(

備考 :

)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

①

内は例外的なものを示す。 |

chは kと 同じ。

couはクと同訳。例 :ク マリン (col】marin)

例外 :ディル ドリン 徹ld血 )

∬は fと 同じ。

iodと なったときは「ヨー」と宇訳する。

■は 1と 同じ。

例外 ィマイシン ←mycn

phは fと 同じ。

∬は rと 同じ。        i
ケlJ外 :ワセリン (Vasdin)

例外 :セ ロハン (Cel16ohane)

″ルボコン (CarbOquone)
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【別紙2 医薬品グループを表すステム】

医薬品グループを表すステムのリス トについては、WHOのホームページを参照す
ること (下記参考資料を参照のこと)。 なお、このリス トは定期的に更新されており、
WHO(ThettN PЮgramme,wHO,GenevA)ょ り入手可能である。最新版を確認の上対

応のこと。

また、ステムの日本語表記にあたっては、一般名の命名基準に従 うこと。

<参考資料 >
OThe use Ofstems in the selectiOn oflntemational Nonproprietary Names(I卜 N)fOr

pha111laceutic』 substahces,wHo/Eヽ IP/RHT/TSN/2018,1,Wond Health organttatiOn,

Geneva,2018,  _       
‐

httpsy/、 ,ⅢⅢⅢvowhO.int/medicines/sewices/inn/StemBook 2018.pdf

OAddendum to"The use of stems in he selectiOn Of lntemttional Nonproprietary Names

for Phal11laceutical Substances",WHO/EWIP/RHT/TSN/2018。 1,Worid Health

Organittation,(3eneva,2020,       ‐

hips:〃cdnowho.int/media/docs/defauit― source/inttrnational―nonproprietary― names―

(inn)/addendum―sttmbook2018‐202012.pdf
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lttW紙 3 酸及び塩基等の短縮名称】    .
酸及び塩基等の短縮名称ジストについては、WHOホームページを参照すること(下

記参考資料を参照のこと)。 なお、このリス
｀
卜は定期的に更新されており、WHo(Thё

IいTN PЮgramme,WHO,GttevA)よ り入手可能であると最新版を確認の上対応のことき

また、短縮名の日本語表記にあたらては、下般名の命名基準に従うこと。

<参考資料>                     ・  ｀

OIntё mati04al NonproprietaryNarne針 (INN)for phamaceutiё at substances.

Nattes for radiCalS&groups comprehё tts市o li乱,wHo/EMP/RHT/TSN/2015。 1,wond

＼Healh Organttation,Geneva,?015,       |       (

httpsi//―w.who.int/mediciles/leⅣ iOeyittadicalBook2o15:pdf       ′



【別添 2 医薬品一般的名称命名申請書作成上の注意】

11用 紙 の大 き さは、 日本 産 業 規 格 A4と す る こ と。

2 申請書欄外右側には、申請書が受理された時点で登録番号が発行さ
れるので、その登録番号を記入すること。

3。 「一般的名称案」欄の記載に際 しては、以下の点に注意すること。
(1)当 該品 目に関する 1回 の申請で提出することができる二般的名称

案の数は最大 3案 まで とする。
(2)英名は、各単語の書き出しを大文字で記載すること。
(3)一般駒名称は当該化合物の本質成分全体に対 して命名 されたもの

であること (別 添 3 3.(2)(3)も 参照のこと)。 塩ゐ場
合は塩 も含め、エステルの場合はアルコール由来部分 も含め、水
和物の場合は水も含めて命名 されたものであること。ただし、一

般名中に塩、水和物の数は示 さない。

4.「 化 学名 又 は本質記載」欄 に化 学名 を記載す る場合 には、以下の点
に注意 して記載す るこ と。

(1)化 学名 は、原則 として、iuPAC命名規則 に従 った もの とす るこ

と。

(2)化 学名英名 は、大文字 で書 き出す こ と。 ただ し、IuPAC命名規則
に よ り小文字 で記載す る ことになってい る記号等 は小文字 のまま
とす る。 また、必要 に応 じて 日本薬局方収載 の化 学名 も参考 とす
る。

(3)化 学名英名及び 日本名 は当該化合物 の本質成分全体 に対 した もの

とす ること。化学名 にお いては塩や水和物 の数 を示す ことざ示す
べ き数 には 1を 含 める。 す なわ ち、例 えば、一水和物
/monohydrateと す る。               ・

(4)化 学名 日本名 は化学名英名 を字訳又 は翻訳す る。

(5)化 学名英名 について改行 が必要 とな る場合、単語 の区切 りで改行
し、単語 の途 中で改行 しない こ と。ハイ フンを含 む単語 の場合 は
ハイ フンの後 ろで改行 して よい。

(6)化 学名 の位置表示 には、ο中(オル ト)、
"_(メ

タ)、 P_(パ ラ )

を使 用せず、位置番号 を使用す るこ と。

(7)当 該 物質が旋光性 を有す る場合 は、本欄 の化学名に絶対配置を示す
「R」 、 「劇 若 しくは「尺劇 を付けて標記すること。絶対配置を示す 魅 表
示には、原則として位置番号を記載すること。
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5。 「化学構造式又はア ミノ酸配列等」欄 に彗該 品 目の化 学構造式 を記

載 す る場合 は、以下の点 に注意 して作成す るこ と。      ユ

(1)本 欄 に当該品 日の化学構造式 を記載 しきれ ない場合 は、 「化学構

造式 は別紙 の とお り」 の よ うに記載 し、化学構 造式 を記載 した別

紙 を添付す ること。 この場合 、別紙上部 に申請 書 が受理 された時

点で発行 された登録番 号 を記載す ること。

(2)化 学構造式 は、 日本薬局方及 び INNに収載 され てい る構 造式 を参

考 に、WHO化 学構 造式記載 ガイ ドライ ン (下述 )を 指針 に して

作成す る。 立体構造 が判 明 してい る場合 は、光学異性 体 を破線・

楔形記 号 を用いて記載す るこ と。また、糖 の構 造式 は、 Haworth

の投影 式 (簡 易型 )で記載す ること。

(3)同 じ炭素 に結合 してい る 2つ の置換基 につ いて は、炭 素主鎖 に関

し、同 じ側 に破線・楔形記号 が出るよ うに記載す るこ と。

[WHO化 学 構 造 式記載 ガ イ ドライ ン ]

The graphiё  representation ofchemical foklilulae in the puЫ ications oflntOmational

Nonprop五 etary Names(I卜国)fOr pha111laceudcal substances,WHO/PHARW1/95.579,

Worid Health Organization,Geneva,1996)

https:〃中ps,WhO・ hyihs/handle/10665/63585

「化 学構 造 式 又 は ア ミノ酸 配 列 等 」欄 に 当該 品 目の本 質 を記 載 す る

タ ンパ ク質 、糖 タ ンパ ク質 、ペ プチ ド、糖 ペ プ チ ド等 の 「本 質 記

載 」欄 、 「ア ミノ酸 配 列 等 」欄 及 び 「分 子 式 及 び 分 子 量 」欄 は本

別 添 2(別 紙 )に従 うこ と。

「分子式及び分子量」欄 には、有機化合物 については分子式及び分

子 量 を、無機化合物 については組成式及び式量 を記載す る。分子

式 は構 造式 の表記 と整合 した もの とす る。有機化合物 の分子式 の

元素 の記載順 は、 C、 H、 次いでそれ以外 の元素記 号 を元素記号 の

アル ファベ ッ ト順 に記載す る。塩 を形成す る化合物 、溶媒和物 、

包接化合物 な どは、原則 、活性本体 とそれ以外 (塩 、溶媒和物 の

溶 媒 、包接化合物 のホス ト分子 )の分子式 は分 けて記載 し、分子

式 と分子式 の間に 「・」 を入れ て記載す る。分子 量 は、 日本薬局

方 通則 に よる原子量表 を使 って分子式か ら理論値 を計算 し、小数

第 3位 を四捨五入 し、小数第 2位 まで求 める。

7
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9

「CAS登 録番号」欄には、申請物質の CAS登録番号をイタリラク
体で記載すること。申請物質の CAs登録番号が存在しない場合
は、無水物や水和物、塩等の CAS番号を記載し、1続 けて括弧書き
でその内容 (無 水物、水和物、塩等の別)を 記載すること。

「薬理作用」欄 には、 当該物質の主た る薬理作用 と医薬 品 として承
認 され た後 に対応す る と予想 され る薬効分類番号 を記入す るこ

と。                            ｀

「備考」欄には、以下の事項を記載すること。
同r品 日について過去 Iご命名申請を行つたこどがある場合には、
今回の申請がその品目にういて何回 目の申請になるのかを本欄に
記載すること。

医薬品の承認申請済みか否かの別、承認 申請前であれば、その予
定時期等を記入すること。先駆的医薬品等、優先審査の対象 とさ
れる品日についてはその旨も併せて記載すること。

10。

(1)

(2)
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【別紙 タンパク質、糖タンパク質、ペプチ ド、糖入プチ ド等の記載要領】

1.本質記載

(1)基本的考え方

原則 として、本質には以下の 3つの要素を含むこと。また、本文は、「0は ,」

で始めること。ここで0は、 (遺伝子組換え)の記載を除いた該当品目のJANを意

味する。

(ア)タ ンパク質部分及び意図的修飾に関する情報

(イ )産生細胞等に関する情報

(ウ )ア ミノ酸残基数、サブユニット数、分子量など、構造に関する情報

以下に、各要素として記載する基本的事項を記す。

(ア )タ ンパク質部分及び意図的修飾に関する情報

タンパク質部分に関する情報として、製造方法 (抽 出 (天然由来/培養細胞由

来)、 合成又は遺伝子組換え)や由来となるタンパク質の情報を記載する。天然

型タンパク質からの改変部分に関しては、置換、断片、修飾等について、由来と

なる天然型タンパク質との構造上の相違を記載する。複数のタンパク質 ドメイン

を融合させた場合は、それぞれの ドメインの情報を記載する。修飾タンパク質の

場合は、修飾に関する情報も記載する。抗体等の場合や化合物を結合した修飾夕

ンパク質の場合には、以下の 1)及び 2)についても考慮すること。

1)抗体等の場合

① 全長型の場合は抗体のアインタイプ (例 :IgGと 、IgG2、 IgG4)と 由来

(種)を記載する (例 :相補性決定部はマウス抗体に由来し,その他はヒ

トIgGlに 由来する)。

② 全長型の場合で、定常部にアミノ酸置換があればその情報を記載する (た

だし天然の多型を除く)。

③ 標的分子を記載する。標的分子がヒト内在性物質の場合は種の記載を省略

する。複数の標的を有する場合は、その旨を記載し (例 :二重特異性抗

体)、 それぞれの標的分子も記載する。

④ 全長型以外の抗体の場合は骨格構造に関する情報を記載する (例 :1本鎖

抗体 (scFv)、 1本鎖2価抗体 (scFv― scFv)、 Fab断片)。

⑤ 抗体模倣人エタンパク質の場合は標的分子と骨格の特徴を記載する (例 :

▲に結合するアンキリンリピー ト構造を有する)。

2)化合物を結合 した修飾タンパク質の場合

① 修飾タンパク質 (不均一性が高い場合)の分子量、並びに化合物の化学

名、分子式、分子量、結合位置、及び平均結合数等を記載する。

(イ )産生細胞等に関する情報

糖鎖構造等の特徴を表現するため、産生細胞等を記載する。

13



(ウ )ア ミノ酸残基数、サブユニウト数、分子量など、タンパク質部分の構造に

関する情報

タンパク質を構成する各鎖のアミノ酸残基数、サブユニット数及び分子量 (不均
一性が高い場合)等について記載する。

(2)留意点

① 有効性・安全性等に特に影響 しない構造は、本質記載に記載 しないこと。
cDNA上での塩基置換によるアミノ酸配列の改変・除去、組換えタンパタ質発
現後の修飾等、意図した修飾の場合は、修飾の種類、平均結合数及び結合位
置等を記載すること (例 I PEG化、糖鎖改変)。 アミノ酸配列の置換は、原
則、[参照配列]:[置換前のアミノ酸][ア ミノ酸番号][置換後のアミノ酸]で記載
すること (例 :OO類縁体 (A鎖 :N5S,B鎖 :T8P))。

② 標的分子等の名称は、文部科学省『学術用語集』を参照し、広く認知された

用語を使用すること。μ各語が広く認知されている場合には冊各語のみでもよ
い 。

③ 酵素の名称を記載する場合は国際生化学分子生物学連合の命名法委員会が管
理している酵素番号 (EC番号)を併記すること。

④ 産生細胞のサブラインは記載 しないこと。糖鎖構造の改変等、有効成分の構
造改変を意図した遺伝子欠損や遺伝子導入が施されている細胞の場合は、そ
の情報を記載すること。

⑤ 本質記載には、分子全体の分子量を適正に反映する方法、例えば、理化学分
析 (質量分析法、超遠心分析法、電気泳動法、サイズ排除クロマ トグラフィ
ー等)に よる測定値又はアミノ酸部分の理論分子量に修飾部分の理化学分析
等による分子量測定値を加えた値を、 “約35,000"の ように記載すること (百

位以下の桁は四捨五入)。 分子量の根拠は、理化学的研究に関する資料の中
で説明すること。なお、分子量が均―なペプチ ド、タンパク質、修飾ペプチ
ド及び修飾タンパク質の分子式及び分子量は、本質記載欄への記載を要しな

ヤ｀
。

2.ア ミノ酸配列、糖鎖構造及びその他の修飾等

(1)基本的考え方

原則 として、以下のように記載すること。

① アミノ酸配列は、アミノ酸 1文字表記で表す。
② ペプチド内ジスァレフィド結合は、システイン残基同士を線で結ぶ。ペプチド問

ジスルフィド結合はアミノ酸配列脚注に記載する。ただし、アミノ酸配列が 50

残基以下同士のペプチド間ジスルフィド結合は、システイン残基同士を線で結
ぶこと。
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③ 翻訳後修飾や意図的修飾の位置や種類等がわかるようにアミノ酸配列脚注に

記載する。

④ 抗体薬物複合体や PEG化タンパク質などにおける意図的修飾はその構造及び

結合方法等がわかるように記載する。

⑤ 糖鎖は、主な糖鎖又は活性等に影響する糖鎖の構造を糖鎖修飾されたアミノ酸

残基ごとに記載する。構成糖の結合位置や結合様式が明らかな場合は記載する。

⑥ 融合タンパク質や多価抗体で模式図を記載することが適切な場合は、模式図を

記載する。

(2)留意点

① アミノ酸 1文字表記とする場合はアミノ酸残基間を線で結ばないこと。また、

10残基ごとにスペースを入れ、50残基ごとに改行し (行間 ■5行)、 50残基

ごとにアミノ酸番号を右端に記載 し、最終行は残基数を記載する。アミノ酸配

列は等幅フォント (例 i Cou五 er New、 10.5ポイント)で記載する。

② ペプチ ド内ジスルフィド結合はできるだけ線同士が交差しないように結ぶこ

と (線の太さ :0.5ポ イン ト)。 また、線はできるだけアミノ酸配列の行を途中

で横切 らないよう外側を通して結ぶこと (例 :4,記載要領を踏まえた記載例

7の C21-C97)。

③ 有効性・安全性等に特に影響しない修飾の場合にはアミノ酸配列脚注にその位

置や種類等の記載は不要である。

④ 糖鎖構造は右側を還元末端として記載する。以下の記載例を参考にすること。

i)側鎖の非還元末端糖の不均一性は中括弧 {であらわす。

GIcNAc一Man

(Gal― )0_2 Ma

GIcNAc一Man

(NeuAc― )2‐4 (Gal―GIcNAc―)0_3

Fuc
I

n一GIcNAc―GIcNAc

|

Gal一GicNAc＼

6al―clcNAc/Man＼

Gal=GIcNAc＼ Man/
Cal―GIcNAc/

Fuc

Man―G
I

IcNAc―GIcNAc
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五)下付きの数字は結合数をあらわす。            1
GЛO,1:G』 が結合 していない又は 2つの側鎖 GIcNAcの どちらかに GJが
結合 していることをあらわす。        、

GIcNA←Man Fuc

(Gal― )0,1 Man一GIcNAc― GicNKc

GIcNAc一 Man

五)還元末端のGIcNAcに付力日したフコースの不均一性は FucO,1で あらわす。
Gal― GIcNAc一Man FuCl叩

(NeuAc― )0_2 Man―GIcNAc―GIcNAc

Gal― GIcNAc一Man

|

|

予)結合位置や結合様式を書く場合は、以下のとおり記載する。

3/6Galβ l-4GlcNAcβl-2Manα l＼
Fuoα l

(NeuAc(x2-)0_2
6

/3
Manβ牛4GIcNAcβ 牛4GIcNAc

3/6Galβ l-4GlcNAcβl-2Man(xl

3.分子式及び分子量

(1)基本的考え方

原則 として、以下のように記載すること。

① 修飾ペプチ ド又は修飾タンパク質等で、修飾等の種類及び結合数が均―な場合
は、修飾 されたペプチ ド又はタンパク質等の分子式及び分子量を記載する。

② 糖ペプチド、糖タンパク質、修飾ペプチド又は修飾タンパク質で、分子式及び
分子量が不均一な場合は、ペプチド又はタンパク質部分の分子式及び分子量を
記載する。

③ 分子量は、日本薬局方通則による原子量表を使らて分子式から理論分子量を計
算した後、小数ッ煮第 3位を四捨五入して計算すること。N末端、C末端及び側
鎖は非解離状態で計算すること。複数のペプチドで構成される場合には、分子
全体及び各ペプチドの分子式及び分子量をそれぞれ記載すること。ジスルフィ
ド結合がある場合、分子全体の分子式及び分子量はS―sと して計算すること。
各ペプチドの分子式及び分子量は、ペプチド内ジスルフィド結合をS―sと して
計算し、ペプチド間ジスルフィド結合をSH(還元型)と して計算すること。

(2)留意点

① 意図せず生じた部分的修飾は、修飾されていないものとして計算すること

(例 :N末端の部分的ピログルタミン酸形成、C末端の部分的プロセシングな
ど)。

I
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② 単純タンパク質であつても分子式及び分子量が不均―な場合は、分子式及び分

子量を「分子式及び分子量」欄には記載 しないこと (例 :イ ンターフェロン

アルファ等のサブタイプやアインフォームがある場合)。

4.記載要領を踏まえた記載例

[記載例 1]合成置換型ペプチ ド (均―)の例

本質記載 :

[英 名]

O is a synthetic human Oxメ ocin ana10g(Leu8Lys)conSiSting Of9 amino acid re,idues.

[日 本名]

0は,合成ヒトオキシ トシン類縁体 (Leu8Ly⇔ であり,9個のアミノ酸残基から

なるペプチ ドである。

アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

cy子

分子式及び分子量 :

C43H6'N13013S2:1,038。 20

[記載例 2]遺伝子組換え断片型ペプチ ド (均一)の例

本質記載 :  .
[英 名]

● is a recOmbinant human groMh homone analog whtth coresponぃ to aminO acid

residueS at positions 101-191 ofhuman growth honilone。 ● is a peptide consisting of

91 amino acid residues.

[日 本名 ]                    ｀

●は,遺伝子組換えヒト成長ホルモン類縁体であり,ぃ 卜成長ホルモンの101～ 191

番目のアミノ酸残基に相当する。●は,91個のアミノ酸残基からなるペプチドで

ある。

アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFK QTYSK「 DTNS

―

HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV QCRSVEGSCG F

50

91

分子式及び分子量 :

C455H708N1220145S5:10,367.55
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[記載例 3]遺伝子組換え置換型断片型修飾型タンパク質 (均―)の例

本質記載 :

[英 名 ]

O is a rec6mbinant hwman growth holiA10ne analog coFeSpOnding to amino acid residues

at positiOns 5 1--191 ofhuman growth hormone,、 vhose aHlino acid residue is substituted

at l positiOn(K90S),and whose K20 is myristOylated.O is amodifled prOttin consisting

of 141 aHino acid residues.

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換えヒ ト成長ホルモン類縁体であり,ヒ ト成長ホルモンの51～ 191

番 目のアミノ酸残基に相当し,1つのアミノ酸残基が置換 (K90S)さ れ,K20が ミ

リス トイル化 されている。●は,141個 のアミノ酸残基からなる修飾タンパク質で

ある。

アミノ酸配列及びジスルフィ ド結合 :

H3

SL
「

SESIPT PsNRE~LTQQK SNLELLRISL LLIQSWLEPV QFLRSVFANS 50

LVYGASDSNV YDLLKDLEEG IQTLMGRLED GSPRTGQIFS QTYSKFDTNS 100

HNDDALLKNY GLLYCFRKDM DKVETFLRIV
I    I′

QCRSVEGSCG F 141

分子式及び分子量 :

C723HH35N189022SS6:16,267.27

[記載例 4]遺伝子組換 え置換型修飾型 (PEG化 )2本鎖ペプチ ド (不均一)の例

本質記載 :

[英 名 ]

O is a recOmbinant human insulin ana10g,in which amino acid residues are substituted at

2 positions(A― chain:1loK,B―chain:L15K),to whiCh an average of two methoxy

polyethylcne glycol grOups(m01ecular weighti ca.5,000)are cOvalently bound(pOttntial

pegylation sites:A― chain:Gl)K10;B― chain:Fl,K15,K29).O iS a pegylated peptide

(mOleCular怖 eighti ca。 15,000)WhOSe peptidc moiety is composed ofan A― chain cOnsisting

of21 anlino acid residues and a B‐chain cOnsisting Of30 amino acid residues.

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換えヒトインスリン類縁体であり,2個のアミノ酸残基が置換 (A
鎖 :110K,B鎖 :L15K)さ れ,平均2本のメ トキシポリエチレングリコール (平均
分子量 :約5,000)んミ結合 している (PEG結合可能部位 :A鎖 :Gl,K10,B鎖 :Fl,

K15,K29)。 ●はPEG化ペプチ ド (分子量 :約15,000)であり,そのペプチ ド部
分は,21個のアミノ酸残基からなるA鎖及び30個 のアミノ酸残基からなるB鎖から
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構成される。

アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

:::  ti(:i;::ξ ::i:と二::|を:とRGどFY!PKT  :i

AttGl,AttK10,BttFl,BttK15,BttK29:PEG結 合 可能部位

ポリエチレングリコールの結合様式 :

H3C peptide

n

O

分子式及び分子量 :

C257H385N6'077S6:5,837,60(ペプチ ド部分,2本鎖)

Att C99H154N26035S4:2,396。 70

BO当  C158H235N41042S2:3,444.94

[記載例 5]遺伝子組換え糖タンパク質の例

本質記載 :

[英 名]

O is a recδ mbinant himan in■ rfeЮn gamma,which is pЮ dwced in CHO cells.● is a

邸yCOprOtdn(mottCdar weigm Oa。 21,000)oon豆 Sing Of146 amho acm resdues.

[日 本名]

oは,遺伝子組換えヒトインターフェロン ガン幸であり,CHO細胞により産生

される!●は,146個のアミノ酸からなる糖タンパク質 (分子量 :約 21や00)であ

る。

アミノ酸配列 :

CYCQpPYVKE AENLKKYFNA GttSDVADNGT LFLGILKNWK EESDRKIMQS

QIVSFY「 KLF KNFKDDQSIQ KSVET工 KEpM NVKFFNSNKK KRDDFEKLTN

YSVTDLNVQR KAIHEL工 QVM AELSPAAKTG K4KRSQML「 R GRRASQ

＼28,N100:糖鎖結合 ―

50

100

146
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主な糖鎖の推定構造 :

N28

Manα l＼

6
Manαl＼

Man(x1/3
6

'3Manβ

l‐4GにNÅ
中

1望GttNAc

Mahα l

N100

(NeuAcα 2‐)0_2

3Galβ牛4GIcNAcβ l-2Mahα l＼
Fuc(xl

I

6
β牛4GIcNAcβ l‐4GIcNAc

|

6
Man

/33Galβ牛4GlcNAcβ l‐2Manα l

分子式及び分子量 :

C761H1206N2140225S6:17,145,41(タ ンパク質部分 )

[記載例 6]遺伝子組換えIgG型抗体の例

本質記載 :

[英 名 ]                   
イ

(ア)タ ンパク質部分及び意図的修飾に関する情報 の記載例

全長がヒ トに由来する抗体 :

O is a recOmbinant anti― **monodonal antibody dettved ttOm human lgGl.

相補性決定部を除く配列がヒトに由来する抗体 :

O is a recOmbihant ant洋 **monOcional antibOdy whOse complementarity―
dete▲二二lining

regio4s are der市ed from(D antibody and Oher regions are der市 ed from human lgGl.

可変部を除く配列がヒ トに由来する抗体 :

O is a recOmbinant anti‐ **monocional antibody whOse variabie regiOns are der市
ed frOm

□ anibOdサ and other regions are derived from human lgGl.

(イ )産生細胞等に関する情報 及び  (ウ)ア ミノ酸残基数、サブユニット

数、分子量など、構造に関する情報の記載例

O is produ∝d in cHO Cells.●  is a glycoprotein(molecular tteighti ca。 150,000)

composed of2 H― chains(γ l―Chains)cOnsisting of 459 amino acid residues each and 2 L―

chains((―chains)cOnsiSting of214 amino acid residuё s each.
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[日 本名]

(ア )タ ンパク質部分及び意図的修飾に関する情報 の記載例

全長がヒ.卜 に由来する抗体 :

0は遺伝子組換え抗**モノクロ‐ナル抗体であり,ヒ トIgGlに 由来する。

相補性決定都を除く配列がヒトに由来する抗体 :

●は遺伝子組換え抗**モ ノクローナル抗体であり,その相補性決定部はO抗体に

由来し,その他はヒトIgGlに由来する。

可変部を除く配列がヒトに由来する抗体 :

0は遺伝子組換え抗**モノクローナル抗体であり,その可変都は回抗体に由来し,

その他はヒトIgGlに 由来する。

(イ )産生細胞等に関する情報 及び  (ウ )ア ミノ酸残基数、サブユニット

数、分子量など、構造に関する情報の記載例

0は,CHO細胞により産生される。●は,459個のアミノ酸残基からなるH鎖 (γ l

鎖)2本及び214個 のアミノ酸残基からなるL鎖 (部※)2本で構成される糖タンパク

質)分子量 :約 150,000)である。

アミノ酸配列及びジスルフィ ド結合 :

H鎖

EVQLVESCGG LVQPGGSLRL S CAASGFT「T SYWMSWVRQA PGKGLEWYAN 50

IKQEGSEKTY VDATKGRFTI TRDNAKNSLY LQMNSLRAED TAVYYCAREF 100

ESTMTSVNAD YYYFYMDVWG KGTTVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG 150

TAALCCLVKD YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAVLQSSG LYSLSSWTV 200

PSSSLGTQTY ICNVNHKPSN TKVDKRVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP 250

SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTttIIIDVSH_EttiEVKFNWI VDGVEVHNAK

TKPREEQYNS TYRVVSVITV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK

300

350

AKGQPREPQV YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE
I

400

NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ 450

KSLSLSPGK
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L鎖

ELGMTQSPSS VSASVGDRVT IT SIS TYLNWYQQKP GKAPKLLIYA 50

ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FSLTINSLQP EDFATYYCQQ TFSPSGT「 GQ 100

GTKVEL、 RTV AAPSVFTFPP SDEQLKSGTA SVVttLNN「 Y_PRE♀KVQWKV

DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT LSKADYEKHK LYACEVTHQO

LSSPVTKSFN RGEC                                r

150

200

214

HttEl:部分的ピログルタミン酸 ,HttN309:糖鎖結合 ,H鎖理 59:部分的プロ

セシング

HttC232-LttC214,HttC238-HttC238,HttC241-HttC241:ジ スルフィ ド

結合

主な糖鎖の推定構造

(Galβ 卜)0_2

4GIcNAcβ l-2Mancxl

4GIcNAcβ l-2Manα l

Fucα l

＼
6                心

/メ
anβl-4Gに NAcβ 14GttNAc

|

分子式及び分子量 :

C6536H100う 6N173602054S48:147,395.62(タ ンパク質部分,4本鎖)

Htt C2251H3472N59406う 3S18:50,520.39

Ltt C1017H1580N2740334S6:23,181.45

[記載例 7]遺伝子組換え置換型融合型二量体 (ホモ)糖タンパク質の例

本質記載 :

[英 名 ]

0ね a reCOmbinant fusion glycoptttein compOsed of an exttacellular dOmain of human

Cp28 at positions l-133 and modiied Fc dottain ofhuman lgGl(P147S)at poSitions

134-35o。 ● ねpЮduced in NSO celis。 ● is a glycoprotein(mOleculT weighti ca.

90,000)compOSed of2 subunits cOnsisting of356 amino acid residues each.

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換え融合糖タンパク質であり,1～ 133番 目はヒ トCD28の細胞外 ド

メイン,また134γ356番 目は疎変型 ヒトIgGlの Fcドメイン (P147S)か らなる。●

は,NSO細胞により産生 される。●は,356個 のアミノ酸残基からなるサブユニッ

ト2値lか ら構成 され る糖タンパク質 (分子量 :約90,000)で ある。
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アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

KILVLQ SPML VAYDNAVNLS CKYSYNL「 SR EFRASLHKGL DSAVEVCVVY 50

GNYSQQLQVY SKTGFNCDGK LGNESVT「YL QNLYVNOTDI P 100

PPYLDNEKSN GTIIHVKGKH LCPSPLFPGP.SKPTCPPCPA PELLGGSSV「     150

L「PPKPKDTL MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP    200

REEQYNSTYR VVSVLTVIHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG    250

QPREPQVYTL PPSREEMTKN QV SLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY    300

KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL    350

SLSPGK 356

N18,N52,N73,N86,Nl10,N206:糖 鎖結合 ;K356:部分的プロセシング

主な糖鎖の推定構造 :

N18, N86

Man＼

Man
/

Man Man―GicNAc― GIcNAc

Man

N52, N73, Nl10

2

(NeuAc)0望

N206

Gal―GIcNAc― Man

Ga十一GIcNAc― Man

GIcNAc一Man

GIcNAc― Man

Fuc

Man―GIcNAc GIcNA0

|

(Gal―)0_2

|

Fuc
I

Man―GIcNAc一GIcNAc

分子式及び分子量 :

C3604H5538N93401070S34:80,160.36(タ ンパク質部分,2量体)

単量体 C1802H2769N4670535SW i 40,080,18
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[記載例 8]遺伝子組換え断片型置換型夕
′ンパク質の例

本質記載 :

[英 名 ]

O is a recOmbi4ant human lgGl Fc domain ana10g coresPonding to amino acid residues

at positiOns 221-447(Eu ndmbering)ofhuman lgGl,flve amino acid residues ofwhich

are substituted(M32Y,S34T,T36E)H213K,N214F)。 ● is pЮ duced in CHo cells.0

is a glyCOprottin(moleCular weight ca.54,000)COmposed of2 subunits cOnsisting of227

a「1lno acld resldues each.

E日 本名]

●は,遺伝子組換えヒトIgGl Fcドメイン類縁体であり,ヒ トIgGlの 221～447番 目
(Eu番号)のアミノ酸残基に相当し,5個のアミノ酸残基が置換 (M32Y,S34T,

T36E, H213K, N214F)さ れている.●は,.cHo糸田胞イこより産生 され る。●は ,

227個のア ミノ酸残基からなるサブユニッ ト2個から構成 される糖タンパク質 (分

子量 :約54,000)で ある。

アミノ酸配列及びジスルフィ ド結合

DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LYITREPEVT 50

100

150

200

227

PEVKFNWYVD RVVSVLTvLH QDWLNGKEYK

KVSNKALPA LPPSRDELTK NQVSLT VK

GFYPSDIAヽ「E

NVFS VMHE
2

D

GVEVHNAKTK PREEQYNSTY

PIEKTISKAK GQPREPQVYT

WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSF「 LYSKL TVDKSRWQQG

ALKFHYTQKS LSLSPGK

N77:糖鎖結合 ;K227:部分的プロセシング

C6-C6,C9i C9:ナ ブユニット間ジスルフィ ド結合

主な糖鎖の推定構造 :

Fuc(xl
4GIcNAcβ l-2Manα l

(Galβ l―)0_2
6

1-4GIcNAcβl-4GIcNAc

4GIcNAcβ l‐2Manα l|

＼
6

/3Manβ

分子式及び分子量 :

C23ЮH3554N6020692S14:51,279。 46(タ ンパク質部分,2量体)

単量体 CH55H1779N3010346S7:25,641.75
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[記載例 9]遺伝子組換え置換型ペプチ ドギc融合タンパク質の例

本質記載 :

[英 名 ]

0 ねa reCOmbhant fusion glycoprotein containing modiied human glucagon■ i隆

peptide― l at pOsitions l-31 andrnodiiedFcdomainofhumanlgG4atpositions48-275,

in which amino acid residues are subst■uted at 6 positions(A2G,G16E,R30G,S57P,

F63A,L64A).O is prOduced in CHO celis.O is a glycopЮ tein(mOlecular weighti ca.

63,000)COmpOsed of2 subunits consisting of 275 amino acid residues each.

[日 本名 ]

0は,遺伝子組換え融合糖タンパク質であ り,1～31番 目は改変型 ヒ トグルカ ゴン

様ペプチ ド1,また48～275番 目は改変型 ヒ トIgG4のFcド メイ ンか らな り,6個 のア

ミノ酸残基が置換 (A2G,G16E,R30G,S57P,F63A,L64A)さ れている。●は ,

CHO細胞か ら産生 され る。●は,275個のア ミノ酸残基か らなるサブユニ ッ ト2個

か ら構成 され る糖 タンパク質 (分子量 :約63,000)で ある。

アミノ酸配列及びジスルフィ ド結合

HGEGTFTSDV SSYLEEQAAK EFIAWLVKGG

YGPPCPPCPA PEAAGGPSVF L「 PPKPKDTL

EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR

KVSNKGLPSS IEKTISKAKG QPREPQVYTL

GGGGGSGGGG SGGGGSAESK

MISRTPEVTC VVVDVSQEDP

VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC

PPSQEEMTKN QVSLT VKG

50

100

150

200

250

275

FYPSDIAVEW

VF SVMHEA

ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN

LHNHYTQKSL SLSLG 2

N126:糖鎖結合

C55-C55,C58-C58:サ ブユニット問ジスルフィド結合

主な糖鎖の推疋
~構

造 :

4GIcNAcβ l‐2Man(xl＼
Fucα l

1

6
Manβl-4GIcNAcβ l-4GIcNAc

|

6
(Galβ l― )0,1

/3
4GIcNAcβ l-2Manα l

分子式及び分子量 :

C2646H4044N7040836S18:59,669.81(タ ンパク質部分,2量体)

単量体 C1323H2024N3520418S9:29,836。 92
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[記載例 10]遺伝子組換 えIgG型二重特異性抗体の例

本質記載 :

[英 名 ]

O is a recOmbinant anti― ▲ and anti_■  bispeciac monocional antibOdy whose

complementarity― de俺 11llining regions are der抒 ed frOm rat and mouse antibodies,and oher

regions are derived from human lgG4.In the anti― ▲ H―chain,the a■ lino acid residues are

substituted at 7 positiOns(K202Q,S231P,F299Y,E359K,M12K,H438R,L448P),and

G449 and印 50 at the c_tettulinus are deleted. In the anti_■  H_chain,the amino acid

residues are substituted at 6 positions(A198Q,S227P,F295Y,R408K,Iく 438E,L444P),
and G445 and K446 at he C―telШinus are deleted。 ● is pЮ duced in CHO cells。 ● is a

glycopЮ tein(moleCular weighti ca.148,000)COmposed of an anti― ▲ H…chah(γ 4とchain)

consising of 448 amino“ id residues,an anti― ■ H_chah(γttChttn)cOnsiSting Of 444

amino acid residues and 2 L― chains((… Chains)cOnSiSting of214 amino acid residues each.

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換 え抗▲及び抗■二重特異性モノクローナル抗体であ り,その相

補性決定部はラッ ト及びマ ウス抗体に由来 し,その他はヒ ドIgG4に由来す る。抗
▲―H鎖の 7つのア ミノ酸残基が置換 (K202Q,S231P,F299Y,E359K,R412K,
H438R,L448P)さ れ,C末 端の G449と K450は除去 されている。また,抗■‐H
鎖の 6つのア ミノ酸残基が置換 (A198Q,S227P,F295Y,R408K,K438E,L444P)
されてお り,C末 端の G445と K446は除去 されている.●は,CHo細 胞により

産生 され る。●は,448個 のア ミノ酸残基か らなる抗▲―H鎖 (μ 鎖)1本,444個
のア ミノ酸残基か らなる抗 ■‐H鎖 (γ4鎖)1本及び 214個のア ミノ酸残基か らな
る L鎖 ((鎖)2本で構成 され る糖 タンパ ク質 (分子量 :約 148,000)である。
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アミノ酸配列及びジスルフィド結合 :

抗▲―H鎖
QVQLVESGGG LVQPGGSLRL GFTFS YYDIQWVRQA PGKGLEWVSS

ISPSGQSTYY RREVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED

GREYGGGWYF DYWGQGTLVT VSSASTKCPS VFPLAPCSRS TSEST

TAVYYCARRT

50

■00

150

200

250

300

350

400

448

LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS

TQT KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEFLGG

QEDPEVQFNW

EYKCKVSNKG

LVKGFYPSDI

QEGNV「SCSV

YVDGVEVHNA

LPSSIEKTIS

AVEWESNGQP

MHEALHNRYT

VVTVPSSSLG

PSVFLFPPKP

KTKPREEQYN

KAKGQPREPQ

ENNYKTTPPV

QKSLSLSP

KDTLMISRTP EVTCVVVDVS

STYRVVSVLT‐ VLHQDWLNGK

VYTLPPSQKE MTKNQVSLTC

LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW

抗 日‐H鎖
QVQLVQSGSE LKKPCASVKV

INTRSGGSIY NEEFQDRVIM

SYGYYLDEWG EGTLVTVSSA

YFPEPVTVSW

SN

MISRT

再ヽ「SVLTVLHQ

PPSQEEMTKN

GSFFLYSKLT

SCKASGYTFT DNNMDWVRQA PGQGLEWMGD

TVDKSTDTAY MELSSLRSED TATYHCARRK

STKGPSVFPL APCSRSTSES TAAL VKD

NSGALTSGVH

TKVDKRVESK

VVVDVSQEDP

DWLNGKEYKC

QVSLT▼LVKG

I

VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQESL SLSP

TFPAVLQSSG

YGPPCPPCPA

EVQFNWYVDG

KVSNKGLPSS

FYPSDIAVEW

LYSLSSVVTV

PEFLGGPSVF

VEVHNAKTKP

IEKTISKAKG

ESNGQPENNY

PSSSLGTQTY

LFPPKPKDTL

REEQYNSTYR

QPREPQVYTL

KTTPPVLDSD

50

100

150

200

250

300

350

400

444

L鎖                  ・
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT IT7KASRNIE RQLAWYQQKP GQAPELLIYQ

―

                     l

ASRKESGVPD R「 SCSRYGTD FTLTISSLQP EDIATYYCQQ YSDPPLTFGG

GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA S VVCLLNNFY PREAKVQWKV

DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG

LSSPVTKSFN RGEC

抗▲‐H tt Ql,抗 ■―H tt Ql:部分的ピログルタミン酸 ;

抗▲‐H ttN300,抗 ■―H tt N296:糖鎖結合

抗▲‐H tt C137-L tt C214,抗■―H tt C133-L tt C214,

50

100

150

200

214

)
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抗▲―H tt C229-抗 ■―H tt C225,抗▲―H tt C232-抗 ■―H tt C228:ジ スルフィ
ド結合

主な糖鎖の推定構造

(Galβ l― )0_2
6
Man

4GIcNAcβ l‐2Manα 4＼
Fuc(xl

|

6
βl-4GIcNAcβ l‐4GIcNAc

| /34GIcNAcβ l-2Manα l

分子式及び分子量 :

C6434H9940Nl穆 402047S45:145,637.02(タ ンパク質部分,4本鎖)

抗▲‐H tt C2204H3386N5880679Si5:49,464.9'

抗■―H tt C2164H3334N5720690S18:48,980.22

L tt C1033H1614N2820339S6:23お 99.94

[記載例H]遺伝子組換え低分子一本鎖二価二重特異性抗体 (scFv―scFv)の例
本質記載 :

[英 名 ]

O is a recOmbinant singie_chain b市 alent bispecinc monoctonal antibOdy(scFv― scFv)

cOmposed of variable regiOns Of an L― chain derived fronl mouse anti― ▲  antibOdy at
positions l_lH,an H― chain derived from hOuse anti― ▲ antibody at pOsitions 127-250,

an】■―chain Ofmouse attti=|l antibody at pOsitions 256-374,and an L―chain derived from

mouse anti― ■ antibOdy at positions 393-498。 ● is a prOtein consisting of 504 amino

acld residues,

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換え一本鎖二価二重特異性モノクローナル抗体 (scFv―scFv)で あ
り,1～ Hl番 目はマウス抗▲抗体のL鎖の可変領域,127～250番 目はマウス抗▲
抗体のH鎖の可変領域,256～ 374番 目はマウ沐抗■抗体のH鎖の可変領域,393
～498番 目はマウス抗■抗体の L鎖の可変領域からなる。●は,504個のアミノ
酸残基からなるタンパク質である。

|
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アミノ酸配列及びジスルフィ ド結合 :

DIQLTQSPAS LAVSLGQRAT IS7KASQSVD YDGDSYLNWY QQIPGQPPKL

LIYDASNLVS GIPPRFSGSG SGTDFTLNIH PVEKVDAATY

TFGGGTKLEI KGGGGSGGGG SGGGGSQVQL QQSGAELvRP

SGYAFSSYWM NWVKQRPGQG LEWIGQIWPG DGDTNYNGKF

I

HCQQSTEDPW

GSSVKI

KGKATLTADE

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

504

SSSTAYMQLS SLASEDSAVY FCARRETTTV

GGGGSDIKLQ QSGAELARPG S

EWIGYINPSR GYTNYNQKFK DKATLTTDKS

YYDDHYC LDYWGQGTTL TVSSVEGGSG

GRYYYAMDYW

GYTFTRYTMH

SSTAYMQLSS

GSGGSGGSGG

SGTSPKRWIY

QWSSNPLTFG

GQGTTVTVSS

WVKQRPGQGL

LTSEDSAVYY

VDDIQLTQSP

DTSKVASGVP

AGTKLELKHH

AIMSASP,EK VTMF宅
二全

SSS_VS三ⅢINttY皇

早

K

YRFSGSGSGT SYSLTISSME AEDAATYYCQ

HHHH

 ヽ 分子式及び分子量 :

C2367H3577N6490772S19:54,085.85

[記載例 12]遺伝子組換え一本鎖三価二重特異性抗体 (VH― VH'ぃVH)の例

本質記載 :

[英 名 ]

● is a recOmbinant single― chain仕市atent bispeciflc monocional antibody(VHい VH'‐VH)

composed ofVariaЫ e regions ofanti― ▲ antibody tt poshions l― H5and 249-363,and

a variaЫe region of anti― 日 antib9dy at pOSitions 125-239,whose complementarity―

dete.lilining regions are de五 ved from heavyとchain antibody fromと ,胸,g′α別,and oher

regions are derived from hulnan lgGl。 ● is a pЮtein consisting Of,63 amittO acid

resldues,

[日 本名 ]

●は,遺伝子組換え一本鎖三価二重特異性モノクローナル抗体 (VH―VH'‐VH)で

あり,1～ H5番 目及び249～363番 目は,それぞれ抗▲抗体の可変都,125～ 239番

目は抗■抗体の可変部からなり,相補性決定都はいずれもラマH鎖抗体に由来しタ

その他はヒトIgGlに由来する。●は,363個のアミノ酸残基からなるタンパク質で

ある。
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アミノ酸配列及びジスルフ

EVQLVESGGG LVQPGGSLRL

INTNGLITKY PDSVKGRFTI

SGFNRGQGTL VTVssGGGGS

FT「SSFGMSW VRQAPGKGLE

抗▲抗体
(vH)

ィ ド結合 :

S GFTFS DYWMYWVRQA PcKGLEWVSE

SRDNAKNTLY LQMNSLRPED

GGGSEVQLV] SGGGLVQPGN

WVSSISGSGS DTLYADSVKG

TAVYY P

SL

RFTISRDNAK

50

100

150

200

250

300

350

363

TTLYLQMNSL RPEDTAVYY

QLVESGGGLV QPGGSLRLSC

TNGLITKYPD SVKGRFTISR DNAKNTLYLQ

FNRGQGTLVT VSs

模式図

TIGGSLSRSS QGTLVTVssG GGGSGGGSEV

AASG「 TFSDY WMYWVRQAPG KGLEWVSEIN

MNSLRPEDTA VYYCARSPSG

抗▲抗体
(vH)

抗■抗体
(vHう

分子式及び分子量 :

C1682H2608N4720538S12:38,434.32

[記載例13]遺伝子組換え修飾型人エタンパク質の例

本質記載 :

[英 名 ]

O is a pegytated recOmbinant protein(moleCular weighti ca,34,000)COntai江 ng■
bhdngtO▲ .TheprotehmbietycOndstsof135aminoaddresidues,and a PEG(averaせ e

molecular weighti ca,20,000)is attached tO he c 135宙 a a linker.     ・

[日 本名 ]

●はPEG化された遺伝子組換えタンパク質 (分子量 :約34,000)で あり,▲に結合
する■を有する。タンパケ質部分は,135個のアミノ酸残基からなり,C135にPEG
(平均分子量 :約20,000)が リンカーを介して結合している。
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アミノ酸配列 :

GSDLDKKLLE AARAGQDDEV RILMANGADV NARDSTGWTP LHLAAPWGHP

EIVEVLLKNG ADVNAADFQG WTPLHLAAAV GHLEIVEVLL KYGADVNAQD

KFGKTAFDIS IDNGNEDLAE ILQKAACGGS GGGSC

C135: PEG化 吉Бイ立

ポリエチレングリコールの結合様式
O

/°

50

100

135

O

H3C
n

N
H

N
sttCys

・ システイン残基の硫黄原子

分子式及び分子量 :

C617H969N1730199S2:14,058.47(タ ンパク質部分)

[記載例14]抗体薬物複合体の例

本質記載 :

[英 名 ]

● is an andbOdy― drug―cottugate(mOlecular weighti ca。 153,000)COnsistittg OfVedotin

((3スIゥー1-(6-{[(2o-1-{[(2o-5-(carbamOytamino)… 1-{牛 [({[(2o-1-([(2o-1-{[(3R,4品 5o―

1-{(2動 -2-[(1尺 92R)-3-{[(1品 2尺)-1-hydЮXy-1-phenylpropan-2-yI]aminO}― 卜meth6xy-2-

methyl-3-oxopropyI]py∬ olidin-1-yl)-3‐ mehoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-

yI](methyl)aminO}-3-methyI-1-oxobutan-2-yI]aminO}‐ 3-methyl-1-oxobutan-2-

yt](mehyl)Carbamoyl)。 Xy)methyl]anilinO)_1-OXOpentan-2-yl]aminO)-3‐ methyl-1-

oxobutan-2-yl]aminO}-6.oxohexyl)-2,5-dioxopyrolidin-3-yl group(C68H106NH015;

molecular weighti l,317.63)),whiCh iS composed ofmonomethyl auristatin E and linker,

attached to an average offbur cysteine residues ofthe recombinant rnonoclonal antibody.

The antibody moiety is a recombinant and― ▲ monoclonal antibody der市 edとom human

lgGl and produced in CHO celiso The protein moiety is a glycoprotein(mOlecular

weighti ca.148,000)COmpOsed of2 H― chahs(γ l―Chains)tonSiSting of448 amino acid

residues each and 2 L― chains((―Chains)conSiSting of214 amino acid residues each.

[日 本名 ]

●は,抗体薬物複合体 (分子量 :約 153,000)であり,遺伝子組換えモノクローナ

ル抗体の平均4個のシステイン残基に,モ ノメチルアウリスタチンEと プンカーか

らなるベ ドチン ((折リー1-(6-{[(2o-1‐ {[(2o-5-(カ ルバモイルアミノ)-1-(4-[({[(2動
中ト

{[(2o-1-{[(3■ 4品5o―卜{(2o-2-[(lR,2R)-3-([(lS,2R)-1と ヒドロキシートフェニルプロノく
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ンー2-イ ル]ア ミノ〕―トメトキシ_2‐ メチルー3-オキノプロピル]ピ ロジジンートイル}-3-

メトキシ_5-メ チルートオキゾヘプタンー4-イ ル](メ チル)ア ミノ)-3-メ チルー1-オキゾ
ブタン‐2-イ ル]ア ミノ}‐ 3-メ チルー1-オキゾブタン‐2-イ ル](メ チル)カルバモイル}オ
キシ)メ チル]アニリノ)ぃトオキゾペンタンー2-イ ル]ア ミノ}-3=メ チルートオキゾブタ
ンー2-イ ル]ア ミノ}ど6‐ オキゾヘキシル)-2,5-ジ オキノピロリジンー3イ ル基
(C68H106Nl1015;分 子量 :1,317.63))が結合している。抗体部分は,遺伝子組換

え抗▲抗体であり,遺伝子組換えヒトIgGlに 由来し,CHo細胞により産生される.

タンパク質部分は,448個のアミノ酸残基からなるH鎖 (γ l鎖)2本及び214個のア
ミノ酸残基からなるL鎖 (超※)2本で構成される糖タンパク質 (分子量 :約 148,000)

である。

アミノ酸配列及びジステレフィ ド結合

H鎖
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL S GFTFS NYAMSWVRQA PGKGLEWVSS

ISGSGDYTYY TDSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED

WGYYLDSWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT

FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL

HKPSNT KVDKRVEPKS CDKTHTCPPc

TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV

YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP

TLPPSREEMT KNQVSLTCLV KGFYPSDIAV

SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFS SVMH

YSLSSVVTVP

PAPELLGCPS

DGVEVHNAKT

APIEKTISKA

EWESNGQPEN

EALHNHYTQK

TAVYY P

AAL VKDY

SSSLGTQTYI

VFLFPPKPKD

KPREEQYNST

KGQPREPQVY

NYKTTPPVLD

SLSLSPGK

50

100

150

200

250

300

350

400

448

50

100

150

200

214

L鎖

DIQMTQSPPS

ASSLQSGVPS

GTKLEIKRTV

DNALQSGNSQ

LSSPVTKS FN

LSASAGDRVT

RFSGSGSGTD

AAPSVFIFPP

ESVTEQDSKD

RGEC

FTLTISSLQP

SDEQLKSGTA

STYSLSSTLT

EDFATYY

SVVCLLNNFY

YNSYPYTFGQ

PREAKVQWKV

I QGIS SRLAWYQQKP EKAPKSLIYA

LSKADYEKHK VTHQG

H tt El:部分的ピログルタミン酸 ;H tt N298:糖鎖結合 ,H tt K448:部分的プ
ロセシング

H tt C221,H tt C227,H tt C230,L tt C214:薬 物結合可能部位
HttC221-LttC214,HttC227=Httc227,HttC230二 HttC230:ジ スルフィ ド

結合
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主な糖鎖の推定構造 :

/

ベ ドチン都位の構造式 :

4GIcNAcβ牛2Manα l

4GIcNAc,1-2Manα l

H2N

H3

H

CH3

｀
CH3

NH

Fuc(xl
I

6
‐4GIcNAcβ l‐4GIcNAc

NH

CH3

(Galβ l―)o_2

H3C

H

＼
6

/1Ψ

anβ l

|

H

＼
O

O

NH H

H3C glycopЮtein

く
、

/CH3
OＣ

／

HH

O
HO

H
NH N

H

０

３

n

nは平均4である

*抗体部分のシステイン残基の硫黄原子

モノメチルアウリスタチンEの構造式 :

H
N

O
▼
H3

HO
H3

OH
N Ｎ

Ｈ

HH3HH
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分子式及び分子量 :

C6418H9906N171002022S44:144,782.43(タ ンパク質部分 ,

Htt C2183H3367N5790674S16:49,019,61

Ltt c1026H1590N2760337S6:23,375。 64

4本鎖)

却ヽ
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【別添3 医薬品一般的名称届出書 (INN収載品目)作成上の注意】

1.用紙 の大きさは、 日本産業規格 A4と す ること。

2.届 出書欄外右側には、届出書が受理 された時点で発行 され る登録番号を

記入す ること。

3。 「医薬品一般的名称」欄 には、JAN収載姑象品 目の全体に対 して 日本

名、英名 を次により記載す ること。

(1)JAN収 載対象品 目が INN収載品 目自体であ り、修飾部のない場合

英名 は、INN収載の綴 りのとお り記述 し、各単語の書き出しを大文字

で記載すること。 日本名 については、字訳法則に従つて、字訳す るこ

と。ただ し、既存の名称 と混同されやすい場合には字訳法則に準 じて

字訳 し、その理由を 「命名設定の根拠 とその資料」の中で説明す るこ

と。

(2)JAN収 載姑象品 目が INN収載品 目の修飾化合物 (酸塩、金属塩、エス

テル、水和物、包接体等)の 場合

本体の 日本名については、字訳法則 に従つて、字訳す ること。その

他 、以下①～⑤のとお りとす ること。

①酸塩、金属塩の場合

・酸塩の場合

英名 については、 「OOO_・ ・・ ate(た とえば、OOO_Sulfate)」

と、本体の名称に続き、 1字 あけ、酸部の標記を行 う。 日本名につい

ては、 「OOO・ ・・酸塩 (た とえば、OOO硫 酸塩 )」 と、本体の

名称 を頭におき、その後ろに 1字 あけずに酸塩都標記を直接並べ るこ

とと                            ′          ・

・金属塩の場合

英名 については、本体の名称 を頭におき、 1字 あけ、金属部の標記を

行 うこと。 日本名 については、本体の名称 を頭におき、その後ろに 1

字 あけずに金属都標記 を直 接並べ ること。

例 .英名 i OOO Sodium、 日本名 :OOOナ トリウム

② 四級アンモニウム塩の場合

英名 については、 「OOO_・ ・・ ide(た とえば、OOO_Chio五 de)」 のよ

うに、本体の名称 と「Chioride」 の間は 1字あけて記述 し、 日本名 につ

いては 「OOO・ ・化物 (た とえば、OOO塩 化物)」 のように、本体

標記 に続 き、 1字 あけずに 「。・化物」の標記を直接並べること。

③エステルの場合
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・本体がア″ コール でそのエステル の場合

英名 については、 「○OO ・・・ ate(た とえば、 OOO_BenzOate)」
と、本体 の名 称 に続 き、 1宇 あけ、カル ボ ン酸部 の標記 を行 う。 日本

名 については、 「○○○・・・ 酸エステル (た とえば、ooo安 息香

酸エステル)」 と、本体の名称を頭におき、その後ろに 1字あけずに
カルボン酸部標記を直接並べること。

・本体がカルボン酸でそのエステルの場合

活性本体がカルボン酸誘導体であり、そのエステル誘導体が原薬であ
りかつエステル置換基の短縮名が INNで定められている英名について

は、「OOO_・ ・ 。
(た とえば、OOO_PivOxil)」 と、本体の名称に

続 き、 1宇 あけ、アル コール部 の標記 を行 う。 日本名 については、
「OOO ・・ 。 (た とえば、ooo ピボキシル)」 と、本体の名
称を頭におき、その後ろに 1宇あけ、アルコール部の標記を行うこ
と。

(注 )エ ステル置換基 の名称 が INNで定 め られた短縮名 ではない場合 に

は、本体 とアル コール部 の間にスペースを置かない。

④水和物 の場合

英名 については、 「○○○_Hydrate」 の よ うに、本体 の名称 と
「Hyarate」 の間は 1字 あけて記述 し、 日本名 については 「OOO水 和
物」 の よ うに、本体標記 に続 き、 1宇 あけず に 「水和物」 の標記 を直接
並べ るこ と。

(注)一般名 中に塩 、水和物 の数 は示 さない。数 の異 なるものの開発

(届 出)が な され た時は、その ものについて、医薬 品名称専門協議
で標記方法 を検討す る もの とす る。

⑤包接体の場合

英名 については、 「OOO 。・ 。
(た とえば、OOo_Aifadex)」 と、

本体の名称に続 き、 1字 あけ、ホス ト部の標記を行 う。 日本名 について
は、 「OOO ・・・ (た とえば、Ooo ァル ファデクス)」 と、本
体の名称を頭におき、その後 ろに 1字 あけ、ホス ト部の標記を行 うこ

と。

(3)遺伝子組換え医薬品の場合

INN収載名 に"(Genetical RecombinatiOn)"を 追加 して命名する。 日本
名は宇訳法則に従つて字訳 したものに (遺伝子組換 え)を追加する。

4。 「INN収載名称」欄の記載については、次によること。

(1)英名は、各単語の書き出 しを小文字で記載すること。 (r―INNの掲載
誌の記載の とお り記述す る。 )
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5

(2)日 本名 は宇訳法則 に従 つて、英名 を宇訳す るこ と。 ただ し、賭 の一部

あるいは全部が学術用語で日本語訳が示されている化学名である場合には、原則 と

してその日本語訳によるものとする。

「INN掲載誌」欄 には、 r―INNの 掲載誌の発行年、巻、号、List、 No.及

び掲載頁を記載すること。

6.「化学名又は本質記載」欄の化学名については、英語表記、 日本語表記

を行 うこととし、次によること。

(1)本体部の化学名の英語表記については、原則 として INN収載のとお り

とし、大文字で書き出す こと。ただ し、IUPAC命名規則により小文字

で記載す ることになつている記号等は小文字のまま とす る。また、必

要に応 じて 日本薬局方収載の化学名 も参考 とす る。

(2)当 該化合物が塩や水和物の場合は、その数 を示す こと (示すべき数 に

は 1を含める。
｀
すなわち、例えば、一水和物/mOnOhydrateと する)。

(3)化学名 日本名は化学名英名 を字訳又は翻訳す る。       ,
(4)タ ンパク質、糖タンパ ク質、ペプチ ド、糖ペプチ ド等の 「化学名又は

本質記載」欄に本質を記載する品 目の本質記載 については、別添 2

(別 紙)に従 うこと。

「化学構造式又はア ミノ酸配列等」欄及び 「分子式及び分子量」欄の記

載については、」AN収載対象品 目全体について記載す ることとし、化学

構造式の本体部については、INN収載内容、 日本薬局方及び WHO化 学

構造式記載ガイ ドラインを参考に記述す ること。本欄 に当該品 目の化学

構造式 を記載 しきれない場合は、 「化学構造式は別紙の とお り」のよう

に記載 し、化学構造式を記載 した別紙を添付す ること。 この場合、別紙

上部に申請書が受理 された時点で発行 された登録番号を記載す ること。

なお、ア ミノ酸配列等の記載は、別添 2(別紙)に従 うこと。

8.分子式及び分子量欄 には、有機化合物については分子式及び分子量を ,

無機化合物については組成式及び式量を記載す る。分子式は構造式の表

記 と整合 したもの とす る。有機化合物の分子式の元素の記載順は、C、 H

次いでそれ以外の元素記号を元素記号のアルファベ ッ ト順に記載する。

塩 を形成する化合物、溶媒和物、包接化合物な どは、原則活性本体 とそ

れ以外 (塩 、溶媒和物の溶媒、包接化合物のホス ト分子)の分子式は分

けて記載 し、分子式 と分子式の間に 「・」を入れて記載する。分子量

は、 日本薬局方通則 による原子量表 を使つて分子式か ら理論値を計算

7
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し、小数第 3,位 を四捨工入 し(小数第 2位まで求める。

なお、タンパク質、糖タンパク質tペプチド(糖ペプチド等の分子式及
び分子量については、別添2(別紙)に従うことと

9.「 OAS登録番号」欄には、届出物質の CAs登録番号をイタリック体で
すつ記載すること。癌出物質の CAS基録番号が存在しない場合は、無水 1

1物や水和物、塩等の CAs番号を記載 し、続けて括弧書きでその内容 (無

水物、水和物、塩等の別)を記載すること。

10.「薬理作用」欄には、当該物質の主たる薬理作用と医薬品として承認
された後に対応すると予想される薬効分類番号を記入すること。

11 。「備考」欄には、医薬品の承認申請済みか否かの別(承認申請前おあ
れば、その予定時期等を記入すること。先駆的医薬品、優先審査の対象
とされる品目についてはその旨も併せて記載すること。
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