
Ⅱ．微生物遺伝資源 

利活用の類型 
 
 
微生物遺伝資源の 
種類 

安全・安心 
イノベーション・ 

先端技術 

産業競争力・ 
ものづくり基盤・ 

国際展開 
環境・エネルギー 規制対応 

カビ １ ７，８ １４～１９ ３２ 

酵母 ９ ２０，２１ 

細菌 ２～４ ２２～２８ ３３，３４ ３６～３９ 

放線菌 １０，１１ ２９，３０ 

藻類 ３１ ３５ 

その他 ５，６ １２．１３ ４０ 



 私たちの暮らしは微生物の有用な働きによって支えられている。 

バイオ燃料・ガス 

医薬品 

環境修復 
洗剤 

農薬 

食品 材料 

抗生物質 物質分解 酵素 

発酵 

物質生産 
発酵 

天敵・拮抗 

発酵 

微生物遺伝資源とは？  

微生物遺伝資源とは、微生物及びその遺伝子等 



国の微生物遺伝資源機関に保
存されていたアルカリ性の環境
で生息できる微生物がつくるセ
ルロース分解酵素が、花王（株）
の洗剤“アタック”に利用されて
いる。 

洗剤用酵素 

うまみ調味料 

微生物の作り出すグルタミン酸ナトリウムは、
調味料として広く利用されている。最も有名な
のが“味の素”。 

ビール酵母の電子顕微鏡写真 

ビール 

酵母は、麦芽などの原料由来の糖分を炭酸ガス
とアルコールに分解する発酵活動を行う。同時
に、その過程でビールの香りや味の成分も形成
する。 

発酵食品 

ヨーグルト、乳酸菌飲料、漬物等に含まれる
微生物は、ヒトの腸内環境を整え、消化・吸
収・排泄を助ける。 

私たちの生活に役立つ微生物（１）   

出典：味の素HP 

出典：サッポロビールHP 

出典：花王HP 



抗菌製品 

製品の抗菌性能が基準値以上であるかなど製
品等の品質管理に大腸菌や黄色ブドウ球菌が
利用されている。業界団体では一定以上の結
果が得られる製品について品質表示マークを
付けている。 

抗菌製品技術 
協議会マーク 

繊維評価技術 
協議会マーク 

微生物農薬 

微生物防除剤に用いられている微生物は、 病
原菌の活動を妨げ、 病原菌の作物への感染
を予防する。 

出典：日本微生物防除剤協議会HP等 

私たちの生活に役立つ微生物（２）   



Ⅱ．微生物遺伝資源 

１１．「放線菌（抗生物質）」 
－放線菌による抗生物質の生産－ 

１２．「ゲノム情報（好気性超好熱古細菌①）」
－ノーベル賞の受賞対象研究に活用－ 

１３．「ゲノム情報（好気性超好熱古細菌②） 」
－生命科学の新常識を発見－ 

１４．「紅麹菌（食品）」 
－紅麹菌による食用色素の生産－ 

１５．「麹菌（化粧品）」 
－麹菌による美白成分コウジ酸の大量生産－ 

１６．「トリコデルマ菌（繊維製品の質感向上）」
－繊維製品の風合い改善に活用－ 

１７．「麹菌（宿主利用による物質生産）」 
－キシラナーゼ大量生産技術開発に成功－ 

１８．「麹菌による食品生産」 
－麹菌による日本の伝統食品や医薬品の生産－ 

１９．「麹菌」 
－デフェクリクシンの大量生産－ 

２０．「酵母（コエンザイムQ10）」 
－コエンザイムQ10の活用事例－ 
 
 

１．「キノコ（毒キノコ検出）」 
－ゲノム情報による毒キノコ検出キットの開発－ 

２．「ゲノム情報（黄色ブドウ球菌）」 
－MRSA感染症を早期に診断可能に－ 

３．「大腸菌（食の安全への貢献）」 
－生肉を安全に提供するための処理方法に貢献－ 

４．「サルモネラ菌（菌の検出）」 
－ゲノム情報によるサルモネラ菌迅速同定キットの開発－ 

５．「ゲノム情報（インフルエンザウイルス①）」
－毎年のインフルエンザの流行株予測－ 

６．「ゲノム情報（インフルエンザウイルス②）」
－豚由来新型インフルエンザウイルの監視－ 

７．「紅麹菌（医薬品原料）」 
－高コレステロール血症治療薬開発への貢献－ 

８．「アオカビ（医薬品等）」 
－アオカビによる世界初抗生物質の生産－ 

９．「酵母（バイオ医薬品の製造）」 
－分裂酵母によるバイオ医薬品の製造－ 

１０．「放線菌（タクロリムス）」 
－放線菌由来免疫抑制物質の活用－ 

 



３１．「微細藻類（機能性食品）」 
－微細藻類を活用した機能性食品の生産－ 

３２．「糸状菌（農薬としての利用①）」 
－低環境負荷・安全性の高い微生物殺虫剤への活用－ 

３３．「枯草菌（農薬としての利用②）」 
－低環境負荷・安全性の高い微生物殺菌剤への活用－ 

３４．「バチルス属菌（酵素）」 
－環境負荷の少ない合成洗剤の生産に活用－ 

３５．「微細藻類（バイオ燃料）」 
－微細藻類を活用した新たなバイオ燃料の生産－ 

３６．「抗菌性能の評価に利用される微生物」 
－JIS等の抗菌性能の評価に貢献－  

３７．「微生物汚染の評価に利用される微生物」 
－医薬品や医療器具の安全性保証試験に貢献－ 

３８．「マイコプラズマ（製品の品質確保）」 
－JISで定められたマイコプラズマ汚染の検出－ 

３９．「ゲノム情報（シュードモナス・プチダ菌）」 
－ゲノム情報を活用した安全性評価の試み－ 

４０．「ゲノム情報（微生物の分類）」 
－遺伝子による簡便・客観的な分子系統分類の実現－ 

 
 
 

 

 

 

２１．「酵母（パン酵母）」 
－酵母によるパンの製造－ 

２２．「乳酸菌（抗アレルギー）」 
－アレルギー症状の緩和に貢献－ 

２３．「乳酸菌（機能性食品）」 
－乳酸菌によるGABAの生産－ 

２４．「酢酸菌（セルロースの生産）」 
－酢酸菌を活用した高品質なセルロースの生産－ 

２５．「氷核活性細菌（人工造雪材等）」 
－冬季五輪に採用された人工増雪材等への活用－ 

２６．「枯草菌（高性能宿主の開発）」 
－物質生産に適したゲノムデザインの実現－ 

２７．「ゲノム情報（好気性超好熱古細菌③）」
－ビタミンB合成酵素の合成－ 

２８．「ゲノム情報（嫌気性超好熱古細菌）」 
－遺伝子研究用試薬の生産－ 

２９．「放線菌（酵素）」 
－放線菌による食品加工用酵素の生産－ 

３０．「放線菌（甘味料）」 
－遺伝子改変による酵素製造－ 







 
 
 
 
 
 
 
 

      

  １．微生物遺伝資源の活用事例 －キノコ（毒キノコ検出）－ 

60 

■毒キノコとは 

      

ＤＮＡによる検出 

日本には、４０００－５０００種と非常に多くのき
のこが存在しているといわれている。そのうち
の大半のきのこは食毒不明である。日本では、
約１００種類ほどが食用とし、約４０種類ほど
が毒きのことして知られている。毒きのこによ
る中毒は自然の毒による中毒の７０％を占め、
死亡例の６０％を占めている。 
毒きのこを正確に見分けるにはかなりの熟練
が必要であり、一般の人が毒きのこを食用の
きのこと間違えて誤食するためである。 
 
 
 

・今まで食べた毒きのこの種類の特定が困難だった
ため、毒キノコを誤って食べてしまった者に対して、対
処療法しかできなかったが、この方法を利用してキノ
コを特定することができれば、毒キノコの種類に応じ
た治療が可能になる！ 

参考：http://plaza.rakuten.co.jp/bio21/diary/201107100003/ 
    http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/pccgi/wnew4/file01/20110225092537_15.pdf 
    http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/kinoko_06.html 

キノコのゲノム情報を
利用し、毒キノコを特
異的に検出する方法
を開発。 

 
・１．５時間という短時
間での検出が可能に。 

 
・加熱調理したキノコで
も検出可能。 

毒キノコの同定は一般的には目視によるもの
になるが、非常に専門性が高く、また、子実体
（キノコの傘の部分）の形態が保持されていな
ければ確認できない。 
 
また、これまでのところ、ＤＮＡによる細菌や真
菌等の微生物の特異的検出法は知られてい
るが、ツキヨタケなどの毒きのこの検出法は
報告されていなかった。 

毒キノコ 
（ツキヨタケ） 

食用キノコ 
（シイタケ） 

？？ 

① 安全・安心 

 ゲノム情報による毒キノコ検出キットの開発（特許取得） 



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
(MRSA)は、世界各国の病院におけ
る院内感染の主要な 
病原菌であり、有効な 
抗菌薬が限られてい 
るために、大きな医療 
問題となっている。 
臨床において、その正 
確、迅速な同定は、感 
染患者の診断と治療 
の重大な課題となって 
いる。 

 
 
様々なMRSAやメシチリン感受性黄
色ブドウ球菌の塩基配列を比較し
た結果、MRSAに特異的なDNA断
片を発見・同定することに成功した。 

■メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 
（MRSA)とは 

  ２．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（黄色ブドウ球菌）－ 
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迅速な検出 

シンプルな方法 

MRSAに特異的なゲノム配列があることを活用。 
迅速かつ確実な診断方法を開発（特許） 。 

→従来、３～５日かかっていたが、３～４時間で可能に！ 

→方法、データともにシンプルであり、誰でも行うことができ、 
 結果も分かりやすい。 

参考：特許第3957338号 
    特願2009-281486 

黄色ブドウ球菌 

MRSA感染症の早期治療！ 
感染拡大防止！ 

従来の１／３０！ 

少しの訓練で誰でも！ 

MRSA感染症を早期に診断可能に 

黄色ブドウ球菌ゲノム情報の整
備・提供 

①安全・安心 



 大腸菌は環境中に存在する微生物
の主要な種の一つで、鳥類やほ乳類
の消化管、特に大腸に生息する。 
 大腸菌には非常に多数の株があり、
各種の研究材料に利用されているほ
か、遺伝子を組み 
込み、有用な化学 
物質の生産にも 
利用される。 
 その一方で、病原 
性を持つものも存在 
する。 
 

 
 
 
 大腸菌の一部には、平成１８年大阪堺
市で小学生を中心に6000人近くの患者
が発生し、死亡者も出た集団食中毒の
原因菌である腸管出血性大腸菌O‐157
等、体内に侵入して毒素を生産すること
で病原体となる株も存在する。 

■大腸菌とは 

  ３．微生物遺伝資源の活用事例 －大腸菌（食の安全への貢献）－ 

病原性をもつ大腸菌 

参考： 内閣府食品安全衛生委員会（http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20120020001）、 Wikipediaホームページ（http://ja.wikipedia.org/ ） 

 

 
 平成２３年、牛肉に付着した腸管出血性大腸菌により食中毒事件が発生
した。その原因は大腸菌を除去するための適切な処理を怠っていたことで
あった。 
 これをうけて内閣府食品衛生委員会では、生肉を安全に提供するための
処理方法について調査を行うため、大腸菌やサルモネラ菌を実際に生肉
に塗布して、生肉の処理におけるリスク低減効果の検証を行った。 
 その結果は消費者庁及び厚生労働省により、食品衛生法に基づく生食
用食肉（牛肉）の規格基準として定められた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

（ Escherichia coli ） 

牛肉

大腸菌・サルモネラ菌

食品安全委員会
による処理法の
リスク低減効果

の確認

生肉に微生物を実際に塗布して
処理法を評価

消費者庁及び厚
生労働省からの
「規格基準」の

制定

食
の
安
全
に
貢
献

安全な生肉の
提供が可能に
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生肉を安全に提供するための処理方法に貢献 

① 安全・安心 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20120020001�


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ４．微生物遺伝資源の活用事例 －サルモネラ菌（菌の検出）－ 
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参考：株式会社科学飼料研究所（http://www.kashiken.co.jp/jpn/products/kakusan-test/01.html#2） 
     感染研（ http://idsc.nih.go.jp/disease/salmonella/byougenn.html ） 

 サルモネラ菌に特異的なDNAの配列を探す。その配列だけと反応し
て発色する「DNAプローブ」と呼ばれるものを作成する。これにより従
来法より迅速にサルモネラ菌の検出が可能となる。 

比
較 

核さんテスト 
（株式会社科学飼料研究所） 

製品化 

使
用
 

NBRCのデータベースなど
からサルモネラのDNA配列
やその他の大量の微生物
のDNA配列を集める 

サルモネラにしか
存在しない配列を
決定 

サルモネラのDNA配列
と反応して発色する
DNAプローブを作成 

  

 
 
 

■サルモネラ菌 

サルモネラ菌の検出 

 腸内等に存在する
菌。一部病原性をもつ
ものがあり、食中毒の
原因菌の一種であり、
24時間風呂等で感染
し、胃腸炎を引き起こ
すことで知られている。 

【検出】 
 サルモネラ菌は、食中毒
を引き起こすことから、食
品加工の現場で検出する
必要性がある。 
 現在、JISで定められて
いる検出方法では、サン
プルから、サルモネラ菌が
特異的に培養する培地を
用いて検出する方法と
なっている。試験結果がで
るまでに約4日かかるため、
迅速な検出には不適切で
ある。 

迅速検出が
可能に 

専門的知識もなく、3日でサル
モネラ菌を特異的に検出！！ 
また、疑わしい菌がサルモネ
ラ菌であるかの判断は3時間

で実施可能！！ 

① 安全・安心 

ゲノム情報によるサルモネラ菌迅速同定キットの開発 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■インフルエンザウィルスとは 

５．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（インフルエンザウイルス①）－ 
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・インフルエンザウィルスは、毎年、流行するウイルスを正しく予測
して、ワクチン株を選定する必要がある。 
・このため、毎年医療機関等から収集したウィルスのゲノム解析を
行い、過去に流行したウィルスのゲノム情報との比較解析を行い、
ワクチン株の見直しを行っている。 

写真提供： 

国立感染症研究所 

インフルエンザウイルス 
研究センター 

模式図 

ヘマグルチニン (HA) 

ノイラミニダーゼ 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

インフルエンザウイルス 

模式図 

ヘマグルチニン 

ノイラミニダーゼ 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

模式図 

ヘマグルチニン 

ノイラミニダーゼ (NA) 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

・ヒトインフルエンザは我が国だけでも毎年  
 1,000万人が罹患する重大なウイルス性疾患。 
・インフルエンザウイルスにはA、B、Cの3種類 
 の型が存在する。 
・インフルエンザウイルスは変異が起こりやす
く、 
 最近は、薬剤（タミフル）耐性株や新型株が出 
 現している。 

・インフルエンザウ
イルスにはA、B、C
の3種類の型が存
在するが、 

ノイラミニダーゼ(NA)、ヘマ
グルチニン(HA)の遺伝子解
析によりインフルエンザウ
イルスの正確なタイピング・
変異の把握が可能になる。 翌シーズンのワクチン株の選定 

ヒトインフルエンザウイルスの監視のための国際的な取り組み 

インフルエンザ
ウイルスのゲノ
ム解析を実施 

ＮＩＴＥが解析したインフルエンザウイルスのゲノム情報が 
国際的なインフルエンザウイルスの監視活動に貢献。 

毎年のインフルエンザ流行株予測 

インフルエンザウイルスのゲノム
情報の整備・提供 

① 安全・安心 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■インフルエンザウィルスとは 

６．微生物遺伝資源の活用事例 －ゲノム情報（インフルエンザウイルス②）－ 
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・2009年4月17日、米国疾病対策センター(CDC)が豚由来インフルエンザの感
染例と初めて断定。 

・4月28日～30日にWHOが警戒水準を「フェーズ４」から「フェーズ５」、6月11日
に「フェーズ６：パンデミック（世界的大流行）」に引き上げた。 

・5月9日検疫段階で国内初の感染者を確認（成田３人）。 

以降、ＮＩＴＥは国内感染者のインフルエンザウイルスのゲノムを解析し国立感
染症研究所に解析データを提出し、監視活動に貢献した。 写真提供： 

国立感染症研究所 

インフルエンザウイルス 
研究センター 

模式図 

ヘマグルチニン (HA) 

ノイラミニダーゼ 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

インフルエンザウイルス 

模式図 

ヘマグルチニン 

ノイラミニダーゼ 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

模式図 

ヘマグルチニン 

ノイラミニダーゼ (NA) 

M2 タンパク質 

RNP 複合体 

M1 タンパク質 

・ヒトインフルエンザは我が国だけでも毎年  
 1,000万人が罹患する重大なウイルス性疾患。 
・インフルエンザウイルスにはA、B、Cの3種類 
 の型が存在する。 
・インフルエンザウイルスは変異が起こりやす
く、 
 最近は、薬剤（タミフル）耐性株や新型株が出 
 現している。 

・インフルエンザウ
イルスには8本の染
色体が存在するが、 

全ゲノムを解析することに
より変異している場所（強
毒性や薬剤耐性などの変
化）が判明する。 

新型インフルエンザの監視、対応策検討 

監視内容 
◆ ウイルスの抗原性の変化 
抗原性を決めている領域の変異により、ワクチンが効かなくなる恐れがある。 
◆ ヒトへの感染性の増大 
ヒトの細胞に結合する領域の変異により、感染性が増す可能性がある。 
◆ タミフルやリレンザへの耐性の獲得 
タミフルやリレンザのターゲットである領域の変異により、これらの抗ウイル
ス薬が効かなくなる恐れがある。 
◆ 強毒型への変化 
変異により、強毒化をおこす領域が知られている。 

“2009年パンデミック発生” 
豚由来新型インフルエンザウイルスの監視 

インフルエンザウイルスのゲノム
情報の整備・提供 

① 安全・安心 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
【モナコリンK等有効成分生産】 
 コレステロール低下作用のあるモナコ
リンKを生産する。その他、胃がんを抑
制する効果のあるモナスコルブリンや血
圧を降下させる効果があるγ-アミノ酪
酸などを含んでいる。 

■紅麹菌とは 

モナスカス・ピローサス(Monascus pilosus) 
NBRC4520など 

 ７．微生物遺伝資源の活用事例 －紅麹菌（医薬品原料）－ 

紅麹の有用機能の開発 

参考：特許電子図書館（http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=6&sColor=1&sFile=TimeDir_18/mainstr1337246609721.mst&sTime=1337247655） 
ドクトルアウンの気になる健康情報 （http://www.naoru.com/benikouji.htm）、AKIRA ENDO （http://www.endoakira.com/research.shtml） 

○医薬品原料 
 紅麹に含まれるモナコリンKは、体内でのコレステロールコレステロー
ル合成阻害を行うため、コレステロールの低下作用が報告されている。 
 近年高コレステロール血症に使われているスタチン系薬剤（メバロチ
ン（三共）、リポバス（万有）など）はこのモナコリンKを元に開発された。 
  

 紅麹菌とは、糸状菌の
一種である紅麹黴である。 
 日本を始め古くから中
国・台湾で紅酒・老酒など
の原料、色素として利用
されている。近年では、こ
の菌が生産する「モナコリ
ンK」なども注目を集めて
いる。  

製
品
化 

生産性
向上※ 
抽出 

※NBRC株を育種して、生産性を向上さ
せた例（特許出願２００７－２７１４
８１）もある 

使用 

コレステロールの
低下作用 
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 アオカビはペニシリウム属に属す
るカビの総称である。その名のとお
り青色で、最も普遍的に見られるカ
ビの一つである。 
 世界で初めて 
の抗生物質 
（ペニシリン） 
が、このカビ 
から発見された。 

 
 

８．微生物遺伝資源の活用事例 －アオカビ（医薬品等）－ 

アオカビの機能 

参考：ウィキペディア アオカビ （http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%93） 
     ウィキペディア ペニシリン（ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%8B%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3 ） 
     日経サイエンス （ http://www.nikkei-science.com/?p=17930 ）   
     製薬協 （ http://www.jpma.or.jp/medicine/med_qa/development/q02_76.htm ） 
     遠藤章ウェブサイト （http://www.endoakira.com/research.shtml） 
    【株式会社 東京デーリー】 世界のナチュラルチーズ/アオカビタイプ （ http://www.tokyodairy.co.jp/cheese/type01.html ） 
         

 アオカビによる世界初抗生物質の生産 

 【薬の生産】 
 抗生物質や、血中コレステ
ロール低下剤を生産する。 
 
【発酵】 
 チーズを発酵・熟成させると
ともに、独特の香り・風味を与
える。 

アオカビ 

  アオカビが生産するペニシリンは、 
世界で初めて発見された抗生物質で、 
第二次世界大戦中に多くの戦傷者を 
感染症から救った。 
 同様にアオカビが生産するコンパクチンをもとに、スタチン
（コンパクチン同族体）が開発された。スタチンは冠動脈疾患
と脳卒中の予防と治療の特効薬として、毎日世界で4000万
人近い患者に投与され、「世界で一番売れている薬」ともい
われている。 
 また身近なところでは、ゴルゴンゾーラ等のチーズの製造
に用いられている。 

培
養 

アオカビ 

物質 
精製 

■アオカビ 
 

  

コンパクチンの結晶 

ペニシリンＧの構造 

ゴルゴンゾーラチーズ 

抗生物質による 
生育阻止円の 

形成 

20世紀の 
もっとも偉大な
発見の一つ 
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分裂酵母によるバイオ医薬品の製造 

 
 
 

■分裂酵母 

  ９．微生物遺伝資源の活用事例 －酵母（バイオ医薬品の製造）－ 

分裂酵母の機能 

参考：旭硝子株式会社（ http://www.agc.com/ ） 
    経済産業省 バイオ･イノベーション研究会報告書（http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004631/report02.pdf） 

○バイオ医薬品 
 バイオ医薬品は、遺伝子組換えやクローニング、細胞融合などのバ
イオテクノロジーを利用して製造された医薬品で、糖尿病治療薬として
使用されるインスリンやがんやＣ型肝炎に使用されているインターフェ
ロンがある。 
 遺伝子組換え技術等を利用したバイオ医薬品市場は、2007年で750 
億ドルを超え、今後も創薬技術の進歩や高齢化の進展により、引き続
き拡大する見込みである。 
 一方、バイオ医薬品の製造には多大なるコストが必要であり、高効
率・高品質の組換えタンパク質生産技術が求められており、その一つ
として分裂酵母が利用されている。 

 遺伝的解析がよく進んだ酵母であり、
その分裂の様子等が高等生物と類似し
ていることから、細胞分裂のモデルとし
て分子遺伝学、細胞生物学の分野で盛
んに研究用に用いられている。 
 また、ワイン、ラム酒、 
クワスなど伝統的な 
アルコール飲料の製造 
に使われるなど安全性 
も高い。 

 分裂酵母は、2002年に6つめの真核
生物としてほぼ完全にゲノム塩基配
列が解読され、分子遺伝学的にも高
等動物に類似した機能を有することが
示されている。 
 このため、人間など高 
等動物由来遺伝子の組 
換え発現に特に高いポ 
テンシャルを持つ。 

分裂酵母 
Schizosaccharomyces pombe  

分裂酵母 
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  １０．微生物遺伝資源の活用事例 －放線菌（タクロリムス）－ 
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免疫抑制物質タクロリムス 

参考： Digital Atlas of Actinomycetes（ http://www0.nih.go.jp/saj/DigitalAtlas/） 
    ウィキペディア タクロリムス （ http:// ja.wikipedia.org/wiki/タクロリムス） 
    アステラス製薬 アステラス薬ガイド （ http://www.astellas.com/jp/health/product/index.html ） 
    医療の歴史と将来 （www.yuki-enishi.com/medical/20071115.ppt） 

 Streptomyces tsukubaensis の培養液
中に発見された、強力な免疫抑制作用を
有するマクロライド化合物。 

Streptomyces tsukubaensis 

 免疫抑制物質タクロリムスは、臓器移植や骨髄移植を受けた患者に
問題となる拒絶反応を抑える。 
 1993年に肝臓移植時の拒絶反応抑制剤として認可され、現在では、
肝臓・腎臓・心臓などの臓器移植や骨髄移植後に不可欠な免疫抑制
薬として使用されている。さらには関節リウマチやアトピー性皮膚炎、
その他の自己免疫疾患の治療にも使用されている。  

培養 

化品製 

※2011年6月現在で97カ国で販売されている。 

タクロリムスの結晶 

タクロリム
スの精製 

■ Streptomyces tsukubaensis とは 

 茨城県つくば市筑波山の土壌から分離
された Streptomyces tsukubaensis はス
トレプトマイセス属放線菌の一種で、免疫
系の活動を抑える化合物 タクロリムス
（FK506）を生産する。 

Streptomyces tsukubaensis 

免疫抑制剤プログラフ 
（薬効成分：タクロリムス） 

タクロリムスの構造 

タクロリムスの適用拡大 

関節リウマチ 

臓器・骨髄移植 

潰瘍性大腸炎 

アトピー性皮膚炎 

重症筋無力症 

ループス腎炎 
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