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ご挨拶 

 

この度、「日本の抗毒素製剤の必要性を論じる会」を熊本保健科学大学で開催させて

頂くことになりました。 熊本県で開催する理由の一つに、破傷風とジフテリアウマ抗毒素

が阿蘇村小国町出身の北里柴三郎により開発されたことが挙げられます。それらの抗毒

素は、熊本県にある KMバイオロジクス株式会社において国内で唯一の抗毒素製剤の製

造と品質管理がおこなわれ、その知識と技術が継承されています。  

抗毒素製剤はマムシ、ハブ咬傷の治療用抗毒素をはじめ、毒素性細菌感染症のジフテ

リア症、ガスえそ疾患、ボツリヌス症の患者治療において最後の救命手段となる医薬品で

す。年間の患者発生は極めて稀であることから社会的認識度が低いものの、医療現場に

なくてはならない医薬品であり、その重要性と必要性を疑う余地はありません。 

 今回の会では演者として、行政部門である厚労省、AMED、国家検定機関である感染研、

製造を担っている KMバイオロジクス、蛇毒を供給する蛇族学術研究所、および医療現場

から専門家をお招きし、抗毒素製剤に関係する現状と問題点をお話しいただくことになり

ました。 

本会は抗毒素分野では今までに無かったシンポジウム形式の企画であり、抗毒素製剤

が抱えている現状を各方面の専門家にお話しいただきます。 品質保証制度のあり方、管

理の現状を理解していただき、公衆衛生上必要な医薬品としての将来像を考察していた

だきますようお願い申し上げます。  

  

2022年 10月 21日 

熊本保健科学大学 

生物毒素・抗毒素共同研究講座 髙橋元秀 
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プログラム 

 

10:00－10:10  はじめに  

10:10－10:50 中井清人 (厚生労働省 医薬・生活衛生局)  

「必須医薬品の確保・供給と市販後の安全確保-抗毒素を必要なところに供給-」 

10:50－11:30 丈達泰史 (日本医療研究開発機構) 

「AMEDにおける抗毒素開発にかかる支援の方向性について」     

11:30－12:00 竹下 望 (国立感染症研究所 研究企画調整センター) 

「国内の抗毒素における現状」 

12:00－13:00  昼食休憩 

13:00－13:40 阿戸 学 (国立感染症研究所 ハンセン病研究センター 感染制御部)   

「抗毒素研究班の研究進捗」 

13:40－14:00 妹尾充敏 (国立感染症研究所 細菌第二部) 

「毒素性細菌感染症の抗毒素製剤とその国際的需給体制の状況 その 1」   

14:00－14:20 岩城正昭 (国立感染症研究所 安全実験管理部（細菌第二部併任）） 

「毒素性細菌感染症の抗毒素製剤とその国際的需給体制の状況 その 2」 

14:20－14:40 松村隆之 (国立感染症研究所 治療薬・ワクチン開発研究センター) 

「蛇毒抗毒素の国家検定の状況」  

14:40－15:00 堺   淳 (（一財）日本蛇族学術研究所) 

「蛇毒の国内需給の問題点」 

15:00－15:20  休憩 

15:20－16:00 森   繁美 (KMバイオロジクス 生産本部阿蘇工場)  

「抗毒素製剤の製造と品質管理の実情と問題点」 

   

16:00－16:40 一二三亨 (聖路加国際病院 救急部) 

「臨床現場から見る抗毒素製剤の考察」          

16:40－17:20 髙橋元秀 (熊保大 生物毒素・抗毒素共同研究講座) 

「国内抗毒素の温故知新」           

17:20－18:00 フリーディスカッション 
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必須医薬品の確保・供給と市販後安全確保  

- 抗毒素を必要なところに安全に供給 – 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課  

中井 清人 

 

 抗毒素は、典型的なアンメットメディカルニーズ製品で有り、緊急時には救命のために欠

かせない医薬品でも有ります。私自身が、ワクチンや抗毒素製剤の安定供給や、ヤマカガ

シ咬傷への抗毒素研究班を担当していた時期から 20 年以上が経過しました。その間、ド

ラッグラグ問題が指摘され、様々な取組が行われてきました。当時と比べると、創薬を促進

させる薬事制度の創設やそれを支える薬価制度など、医薬品開発のための環境も大きく

異なってきています。 

 

 また、創薬環境も大きく変貌しており、メガファーマによる自社開発、創薬ターゲットも生

活習慣病などを対象としたブロックバスターが多くを占めていましたが、ベンチャー・アカ

デミアとのアライアンスによる開発、バイオ製品によるアンメットメディカルニーズを対象と

した創薬が増えてきています。この様な製品では、市販前に大規模な治験を行うことは難

しく、市販前の開発段階から市販後の育薬を見据えた開発が求められています。また、医

薬品開発の効率化・適正化のためにも、市販後のリアルワールドデータ（RWD）の活用が

求められています。 

 

 本講演では、私自身の経験も踏まえて、現在の開発環境にかかる状況を紹介し、市販後

を見据えた開発と市販後の育薬の重要性について概況したいと思います。その上で、希少

疾病用医薬品で且つ無くてはならない医薬品である抗毒素の在り方について、私見を交

えて意見を述べたいと思います。 
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「AMEDにおける抗毒素開発にかかる支援の方向性について」 

 

日本医療研究開発機構 創薬事業部 

丈達 泰史 

 

 新型コロナウイルスのパンデミックがおこり、あらためて日本における感染症研究をとり

まく環境が悪化していたことが明確になった。人材不足、研究費不足に始まり、実用化を

担う企業までも感染症分野には手を出さなくなっていた。その反省から、政府は令和３年６

月１日に「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を閣議決定し、多額の補正予算とともに新し

い研究や対策がスタートした。また、同時に新型コロナなどの感染症治療薬研究にも補正

予算が組まれた。 

 

 今回、議論する抗毒素もこれまで、ワクチンと一緒に取組が行われてきたものであり、生

物学的製剤として規制されてきたものである。対象となる患者が極端に少なく、企業が薬

事承認とるにはワクチン以上にハードルが高い状況がずっと続いている。しかしながら、一

方で少量ではあるがその需要があることは事実であり、国としての積極的な対応が求めら

れている。 

 

 日本医療研究開発機構（AMED）の目的は、医療分野で必要なシーズを切れ目なく支

援し実用化をはかり、いち早く患者に届けることである。今回の機会に、抗毒素の研究開

発に AMEDがどのように支援できるのか、考えてみたい。  
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国内の抗毒素における現状 

 

国立感染症研究所 研究企画調整センター 

竹下 望 

 

日本では、抗毒素については一般流通している乾燥まむしウマ抗毒素などのほかに、国

有ワクチン（抗毒素）として、国が備蓄を行っている抗毒素がある。この国有ワクチン（抗毒

素）については、患者発生の予測ができないため需給の見込みが極めて困難であるもの

や、患者発生頻度はすくないものの国民の保健衛生上欠くことができないものとして、国

が備蓄する医薬品として位置づけられている。現状における供給体制などについて、提示

したい。 
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抗毒素研究班の研究進捗 

 

国立感染症研究所 ハンセン病研究センター 感染制御部 

阿戸 学 

 

「抗毒素血清製剤は、世界で最初の効果的な感染症・生物毒に対する治療薬であった。

しかし、異種動物の血清をヒトに投与することにより、血清病やアナフィラキシーの発生の

リスク、大動物の維持によるコストと品質管理等の問題がある。厚生労働科学研究班にお

いて、２０００年にヤマカガシ抗毒素を試験製造し、臨床研究として数十名の咬傷患者の

究明に貢献してきた。しかし製造から２２年が経過し、次期抗毒素を製造する必要がある。

また、セアカゴケグモ抗毒素の安定供給のため、同様に、２０１５年セアカゴケグモ抗毒素

を試験製造した。AMED 研究班で、両抗毒素の品質管理を継続するともに薬事承認に向

けた検討を行っている。さらに、海外に生息する類似有毒動物咬傷に対する適応について、

海外研究協力者との共同研究を実施し、抗毒素開発の国際協力体制を構築を試みてい

る。近年、ヒトモノクローナル抗体製造について様々なプラットフォームが開発され、感染症

領域における、モノクローナル抗体開発と実用化がなされている。生物毒素に対する抗毒

素製剤をより安全でかつ安定供給が可能な、細胞培養によるヒト型モノクローナル抗体へ

の置き換えにより、生物毒による疾患への対策に貢献する我々の取り組みについて提示し

たい。 
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毒素性細菌感染症の抗毒素製剤とその国際的需給体制の状況 その 1 

 

国立感染症研究所 細菌第二部 

妹尾 充敏 

 

細菌の産生する毒素によって引き起こされる疾患の中に、ボツリヌス症、破傷風、ジフテリ

ア、ガス壊疽があり、治療には、ボツリヌス症、ジフテリア、ガス壊疽では、ウマ抗毒素、破

傷風では、抗破傷風ヒト免疫グロブリンが用いられる。ウマ抗毒素は全て国有品であるが、

これは、製造のために高度な技術と設備が必要である上に製造時間が非常に長いこと、

しかし、その市場性が極めて乏しいことから、国が買い上げなければ、製造中止になる可

能性が高いためである。一方で、これらが製造されない場合、必要な医療を提供できず、

国民の健康を守ることができない。実際に抗毒素投与によって救命できた例が複数報告

されている。さらに、タイや韓国などの国外からの支援要請にも応じており、国際協力も果

たしている。また、ボツリヌス毒素はその毒性の強さからバイオテロに使用される可能性が

高く、使用された場合の被害も甚大であると考えられることから、危機管理の面において

も抗毒素の必要性が見えてくる。本演題では、毒素性細菌感染症の抗毒素製剤について、

各製剤の紹介や使用事例などについて解説する。 
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毒素性細菌感染症の抗毒素製剤とその国際的需給体制の状況 その 2 

 

国立感染症研究所 安全実験管理部（細菌第二部併任） 

岩城 正昭 

 

抗毒素製剤は、100 年以上も前から毒素性細菌感染症の治療に用いられてきた。その

古い歴史から一見時代遅れに思えるかもしれないが、現在も多くの場面でその有効性が

示され、重要な治療手段として期待され続けている。  

 

しかし、世界的に見るとその供給に関しては予断を許さない状況が続いている。ジフテリ

ア抗毒素を例にとると、抗毒素の生産から撤退する製造所が相次いだ結果、欧州では

2016-2019 年の間に 12 の国においてその不足が報告されており(1)、UNICEF は

2017年の Diphtheria Antitoxin Market Update (2)で世界的な供給不足に憂

慮を表明している。抗毒素の供給態勢をめぐるこれらの状況について概説する。  

 

また、抗毒素の国際的な品質管理は WHO の国際標準品に依拠している。国際標準品

の更新作業のために必要な試料、特に制定から数十年も経つ先代標準品の国際輸送に

は様々な障壁がある。演者らが経験したいくつかの事象について紹介する。  

 

(1) Filia et al. Vaccine 40 (2022) 1987–1995.  

(2) https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.org.supply/files/2019-

06/diphtheria-antitoxin-market-update.pdf 
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蛇毒抗毒素の国家検定の状況 

 

国立感染症研究所 治療薬・ワクチン開発研究センター 第三室  

松村 隆之  

 

我が国で承認されている蛇毒抗毒素製剤には、「乾燥はぶウマ抗毒素」と「乾燥まむし

ウマ抗毒素」がある。国家検定において、これら抗毒素製剤は、令和 3 年 7 月より SLP

（Summary Lot Protocol）審査対象製剤となった。SLP 審査導入により、原材料から

小分製品までの製造工程における様々な試験結果を精査可能となったが、従来からの小

分製品の各検定試験は現在も並行して行われている。今後の国家検定のあり方について

検討するために過去の検定記録を調査したところ、化学及血清療法研究所（～平成 30

年 6 月）および KM バイオロジクス株式会社（平成 30 年 7 月～）から出検された抗毒

素製剤は、「乾燥はぶウマ抗毒素」については過去 47 年間で 22 ロット、「乾燥まむしウ

マ抗毒素」については過去33年間で23ロット存在し、これらのロット全てで合格実績が

確認された。抗毒素製剤の国家検定における各試験について、当面は試験の省略なしで

進めていくことが妥当であると考えられるが、将来的な試験省略に向けて検討を開始した。

また、WHO ガイドラインでは動物倫理における 3R（Replacement：代替法の利用、

Reduction：使用動物数の削減、Refinement：苦痛軽減を中心とする動物実験の洗練）

の遵守・推進が勧奨されている。3Rの推進・検定項目の削除検討のため、「はぶ毒素（出

血 II）」の生物学的製剤基準からの削除を検討してきた結果、令和 2年 5月 13日の生

物学的製剤基準の一部改正において、「乾燥はぶウマ抗毒素」の各条からの「抗出血 II

価」に関する記載ならびに「はぶ試験毒素（出血 II）」の記載が削除された。本会では、以

上のような国家検定の見直しに関する取り組みについて紹介する予定である。 
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蛇毒の国内需給の問題点 

 

 (一財)日本蛇族学術研究所 

堺  淳 

 

 現在、抗毒素製造のための奄美産ハブ毒とニホンマムシ毒を当研究所から供給しており、

ハブ毒は数年に 1 度 3g、ニホンマムシ毒は毎年 5g を供給している。 毒蛇からの採毒

量は、ハブでは 1 匹から 1 回の採毒で乾燥量約 100～200mg、ニホンマムシでは約

20 mg である。ハブ毒 3g を集めるのに 15～30 匹、ニホンマムシ毒 5g では約 250

匹の採毒が必要である。採毒間隔は l カ月で、それ以下では徐々に採取できる毒量が減

少してくる。当研究所ではハブは 10匹ほど、ニホンマムシは 20匹ほど飼育し、継続的に

採毒を行っている。そのため、ハブ毒は数ヶ月で必要量を集めることができるが、ニホンマ

ムシでは 1 年ほどかかる計算になる。以前は蛇毒の研究を行っている大学の研究室に継

続的に蛇毒を供給していたが、現在では蛇毒の研究者は国内ではほとんどいなくなり、抗

毒素のためだけに飼育採毒を行っている。そのため餌代や人件費を考えると全く採算が

合わなくなっている。新たに他の施設で毒蛇を飼育する場合には、現在では動物愛護法

が厳しくなり、新たな飼育施設の登録や資格を持った動物管理責任者が必要となるため

難しい。  

 

 当研究所以外からの蛇毒の入手ルートとして考えられるのは、奄美産ハブ毒については、

鹿児島県が駆除のために買い上げたハブから一時保管している保健所で採毒し集める

方法である。ニホンマムシ毒は、漢方の原料としてマムシを集めている業者のもとで採毒

を行って集める方法が考えられるが、そのような業者はかなり減少している。今後の蛇毒

の継続的な安定供給の方法を検討する必要がある。 
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抗毒素製剤の製造と品質管理の実情と問題点 

 

KMバイオロジクス 生産本部阿蘇工場 

森 繁美 

 

当社（KM バイオロジクス）は、蛇咬傷（まむし・はぶ）及び細菌感染症（ジフテリア・ガス

えそ・ボツリヌス）に対する抗毒素製剤を製造・販売している国内唯一のメーカーである。

シングルサプライヤーとしての責任は重大で、これに対して、当社は抗毒素製剤の製造及

び品質試験を GMPシステムにて厳格に管理し、確実にその供給責任を果たしてきた。  

 

抗毒素製剤は、国家備蓄品目（ジフテリア、ガスえそ、ボツリヌス）であることや症例の少

なさ（まむし 1,000～3,000 件程度/年、はぶ 100 件程度/年）から、その生産数量は

限定される。また、抗毒素製剤は全品目が凍結乾燥品であり有効期間が 10 年間と長く、

製品の製造頻度が少ない。かつ、ガスえそは 3 価、ボツリヌスは 4 価の有効成分をキャン

ペーン生産して混合する必要があり、製造が長期化している。  

 

これらにより、製造・品質管理担当者の入れ替わりに伴う技術継承の機会や、原材料の

仕様変更または生産中止による影響を受ける機会が多く、また、仕掛品在庫の保存期間

が長期化するなど、安定生産に対する潜在的なリスクを多く抱えている。  

 

また、抗毒素製剤の製造に必要不可欠である動物（馬、マウス等）の管理も、動物福祉

上のリスクファクターになり得る。  

 

本演題においては、当社における抗毒素製剤の製造実態を示したうえで、その製造・品

質管理に関する課題・問題点を報告する。 

  



12 

 

臨床現場から見る抗毒素製剤の考察 

 

聖路加国際病院 救急部 

一二三 亨 

 

ウマ抗毒素全体では、その臨床使用に際し、添付文章に記載されているウマ血清過敏症

試験及び除感作処置を臨床現場では行なっていないのが現状である。そのため、その添

付文章の改正が必要であり、現状把握の論文化を行い、中毒学会よりの提言を経て関係

機関と調整を行う計画を進めている。またその代替のアナフィラキシー予防のため、アドレ

ナリンの前投与が必要になるが、現状では保健承認適応外となるため、その調整も並行し

て行う計画である。ガス壊疽抗毒素は致死性の Clostridium perfringens肝膿瘍に対

する根本治療薬であり、ゲームチェンジャーとして注目されている。その臨床効果を確固た

るものとするため、藤田医大と聖路加国際病院で前向き観察研究を開始した。コリネバク

テリウム・ウルセランス感染症は国内で増加しているが、臨床像の全容は把握できていな

いため、今後の感染拡大の可能性などを考慮し、感染症領域の医師とタイアップして前向

き観察研究を予定している。海洋生物抗毒素（オニダルマオコゼ抗毒素、ハブクラゲ抗毒

素）はオーストラリアCSL社で製造販売されており、地球温暖化を加味して沖縄地方のみ

ならず本土での重症症例発生に対して対応ができるように抗毒素の配備に向けて準備を

開始している。破傷風トキソイドは、その低い採算性から国内 5社の製造から 2社の製造

に減少し、現在 1 社での販売となっている。安定供給のためのモニタリングを開始してい

る。 
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国内抗毒素の温故知新 

 

熊本保健科学大学 生物毒素・抗毒素共同研究講座 

髙橋 元秀 

 

ジフテリア症の患者治療に用いられるジフテリアウマ抗毒素が 1900年前後にベーリン

グと北里によって開発されてからは、毒素産生性細菌感染症や毒蛇咬傷の救命治療に活

用されてきました。国内の抗毒素の開発は、北里がドイツ留学から帰国した 1950年代に

製造方法の普及により、ジフテリア抗毒素やハブ抗毒素の開発が急速に促進されました。

海外では Grandfather products と称されており、過去に開発された古い製剤として、

現行の基本的な製法や品質管理方法も極めて古典的な手法で管理されています。しか

し、ジフテリア症、破傷風、ボツリヌス患者の治療においては救命目的で必須で重要な医

薬品となっています。近年、基礎・応用研究の成果により、さまざまな治療に人抗体が上市

されています。しかし、感染症分野への対応は採算性に乏しいこともあり、新規開発が遅れ

技術改革の流れに乗り遅れている状況です。現在、国内で活用されている抗毒素の問題

点を整理し、その功罪を含めて考察いたします。 
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