
■cGMP品質 

 ・下記ガイドラインに則りISO 9001:2015、ISO 13485:2016の認証施設での製造 

  USP Chapter <1043>, Ancillary Materials for Cell, Gene, and Tissue-Engineered Products 

  USP Chapter <92>, Growth Factors and Cytokines Used in Cell Therapy Manufacturing 

  Ph. Eur. General Chapter 5.2.12, Raw Materials of Biological Origin for the Production of Cell-based 

  and Gene Therapy Medicinal Products 

 ・出発原料から最終製品までのトレーサビリティ 

 ・製造ロット間の一貫性の保証 

 ・USPに準拠したバイオバーデン / 無菌試験およびエンドトキシン試験 

 ・カスタムのQC試験にも対応可能 

 ・完全アニマルフリーでの製造にも対応可能 

 ・Certificate of Analysis (CoA)、Certificates of QualityおよびTSE/BSE 

 Statementsの発行 

■フレキシブルな製造体制 

 ・サイトカイン、抗体、低分子化合物および培地のカスタム充填 ・ カスタム製造 

 ・スケールアップ製造 

 ・安定供給契約 

■法規制に対してのサポート 

 ・原産地証明書(Certificate of Origin, CoO)の発行 

 ・製品仕様変更の通知 

 ・その他の製品データ ・ 文書の発行 

 ・製造施設の監査 

免疫細胞療法、幹細胞治療や遺伝子

細胞治療などの再生医療向け製品群 

 免疫細胞療法、幹細胞治療や遺伝子細胞治療の再生医療は、人間の病気を治療するために最も革新的で刺激的な新し

いアプローチを提供します。 治療薬として生細胞または生体組織を利用するため、製造プロセスは従来の化合物を用いた

医薬品よりもはるかに複雑です。 高品質な成長因子、サイトカインや低分子化合物などの培地添加物の使用は、安全性や

有効性を確保し、製造された細胞医薬品のロット間格差を最小限に抑えるために最も重要です。  

 bio-techneには、製品開発・製造や品質管理における高度な専門知識や法規制に対しての経験豊富なサポート実績があ

り、当社の高品質なGMPグレードの製品を細胞医薬品、再生医療等製品の製造に安心してお使い頂けます。 

Figure.1 Characterization of Purity, Bioactive Potency and Lot-to-Lot 

Consistency. A. Electrospray Ionization mass spectrometry (ESI-MS) 

analysis of GMP Recombinant Human IL-3 (Catalog # 203-GMP). The 

labeled peaks at 15214 Da and 15083 Da correspond to the calculated 

molecular mass with the N-terminal Met, and without the N-terminal 

Met, respectively. Greater than 97% purity is also seen using SDS-

PAGE under reducing (R) conditions (inset). B. Two lots of GMP 

Recombinant Human IL-15 (Catalog # 247-GMP; green and blue) 

exhibit 10-fold greater activity in a proliferation assay using MO7e 

human megakaryocytic leukemic cells than the equivalent cytokine 

from another supplier (magenta). C. GMP Recombinant Human IL-4 

(Catalog # 204-GMP) stimulates the proliferation of TF-1 human 

erythroleukemic cells. Overlapping curves highlight reproducible 

bioactivity over three different lots. The specific activity of recombi-

nant human IL-4 is ~2.9 x 104 IU/μg, calibrated against human IL-4 

WHO International Standard (NIBSC code: 88/656). 



販売名に含まれる「GMP」は製品名の一部であり、規制当局によりGMP適合性調査・認証を受けたことを意味するものではありません。 
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（土日祝日除く） 

GMPグレードのサイトカイン、抗体、低分子化合物および培地のカスタム製造も承ります！ 

ウイルスベクター非依存の遺伝子導入・ゲノム編集 
GMPグレード低分子化合物 

・ 神経細胞の培養に最適な N-2 MAX Media Supplement や

間葉系幹細胞用培地などをラインナップ 

・ 今後も続々リリース予定 

・ カスタム製造も可能 

培地と培地サプリメント 

・ 世界で唯一のGMPグレードの低分子化合物 

Y-27632、SB431542、CHIR99021、DAPT、XAV939 

・ カスタム製造も可能 

細胞活性化試薬―CloudzTM 

・ ハイドロゲル表面にリガンドが結合されたユニークな細胞活

性化試薬 

・ ハイドロゲルは易溶性で細胞に影響を与えない成分の為、煩

雑な除去工程が不要 

・ NK細胞用製品やRegulatory T細胞用製品がラインナップ 

・ GMPグレードのconventional T細胞用製品もリリース 

・ ご要望のリガンドを用いたカスタム製造も可能 

GMPグレードサイトカイン 

・ 他社製品と比べて高い生物活性 

・ 完全アニマルフリーで製造の製品もラインナップ 

・ 今後も続々リリース予定 

次世代のサイトカイン－GMP ProDots® Proteins 

• 閉鎖系を維持したまま添加可能な次世代型のGMPグレードサ

イトカイン 

• 無菌接合可能なチューブとシリンジポートが取り付けられた使

い捨てバッグに無菌包装 

• 培地やバッファーに素早く溶解 

• 完全アニマルフリーのGMP準拠の施設で製造 

• USP <71>ガイドラインに準拠してテスト済み 

• 標準的な凍結乾燥GMPサイトカインと同等の生物活性 

• カスタマイズにより柔軟にご要望に対応 

・ ユニークなトランスポゾンを用いたウイルスベクター非依存の

遺伝子改変システム 

・ 遺伝子改変細胞の受託作製サービス 
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