
はじめに

　肺炎や下痢の治療で，「薬が効かなくなった」と

か，「効きが悪くなった」といった経験をされたこ

とはありませんか。

　そんな時には，これまでと同じ原因かどうかを

疑って，その肺炎や下痢の原因菌を検査する必要

があります。原因菌によって，基本的な効く薬の

種類，発病までの日数などが異なるため，治療方

法が異なります。もう一つは，長期間同じ薬を使

うことによって，薬に抵抗する細菌（薬剤耐性菌）

が出現し，病気が治りにくくなった可能性があり

ます。一方で，約半世紀にわたり抗菌性物質は，

家畜の病気を予防・治療するために利用され，安

全な畜産物の供給や，安定した畜産経営に貢献し

てきました。本稿では，薬剤耐性菌の問題と無薬

飼育の話題について紹介します。

抗菌性物質とは何か

　抗菌性物質とは，細菌の発育を抑えたり，殺

したりする物質の総称で，それには抗生物質と

合成抗菌薬があります。抗生物質は，1942年に

Waksmanにより「微生物の産生する物質で，他の

微生物（特に病原微生物）の発育を阻止する能力

を有する化学物質」と定義されています。一方，

合成抗菌薬とは，化学的に合成された抗菌性物質

です。現在，多くの抗生物質が，微生物の産生す

る物質を出発点に化学的に合成（半合成）されて

いますが，これは，抗生物質に分類されています。

動物用抗菌性物質は，①疾病の治療を目的とした

動物用抗菌剤（医薬品）と，②食用動物における

「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促

進」を目的に，低濃度で長期間に亘って飼料に添

加される抗菌性飼料添加物（医薬品ではなく抗菌

性成長促進物質）に区分されています。これらの

区分は，異なる法律（「薬事法」と「飼料の安全性

の確保及び品質の改善に関する法律」）により規制

され，表 1に示したように，使用目的，濃度，期

間などといった使用方法が大きく異なっていま

す。動物用抗菌剤は，獣医師の指示（書）が無い

と，買うことも利用することも出来ませんが，飼

料添加物は，市販されている多くの配合飼料中に

添加されています。その他に，抗菌性物質は，人

の医療や畜産分野だけでなく，コンパニオンアニ

マル（犬や猫など）の治療，水産，農薬として幅

広く利用されています。【表 1】

薬剤耐性菌とは何か

　抗菌性物質を使用することで，細菌はその物質

に対する抵抗力を獲得していくため，個々の細菌

で抗菌性物質に対する抵抗力の度合いに差がでて

きます。その度合いを薬剤感受性試験により数値

化（最小発育阻止濃度：MIC）し，その分布から

耐性限界値（ブレークポイント）を決めることが

出来ます。薬剤耐性菌とは，細菌，薬剤の種類ご

とに決められているブレークポイントより高い抵

抗力を保有している細菌のことです。【図 1】
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１．薬剤耐性菌の出現

　人や動物が細菌による病気にかかった場合，病

気を治療するために抗菌性物質を使います。細菌

感染症の治療に抗菌性物質が使用された場合，感

受性細菌は殺されますが，耐性菌は生き延びるこ

とができます。このため，抗菌性物質が使われる

ことで，薬剤耐性菌の比率が増加していきます。

２．薬剤耐性の種類

　細菌が抗生物質に抵抗する方法は，細菌の周り

の薬剤を失活させたり，薬剤が作用する細菌の部

位にたどり着かなくしたりすることなどが知られ

ています。抗菌性物質を失活させる方法には，薬

剤を分解又は修飾（変化させる作用）する酵素

（不活化酵素）を産生する能力を獲得することが

あります。また，薬剤を作用部位までたどり着か

せなくするため，薬剤の菌体内への侵入を防いだ

り（細菌の細胞質膜の薬剤透過性の低下），薬剤が

作用する部位の構造を変化させたり（薬剤の一次

作用点の変化），菌体内へ侵入した薬剤を菌体外

へ排出したり（薬剤排出ポンプ）することができ

るようになった細菌もいます。

３．薬剤耐性遺伝子の伝達

　薬剤耐性には，先天的にその薬剤の作用部位を

持たない自然耐性と，後天的に耐性遺伝子を獲得

して耐性となる場合があります。耐性遺伝子に，

耐性菌から感受性菌へと伝達するものと伝達しな

いものがあります。

　薬剤を作用部位までたどり着かせなくするよう

な耐性機構では，薬剤耐性が他の菌へ伝達するこ

とは，ほとんどありません。しかし，薬剤を失活

させる酵素を産生するような耐性機構では，プラ

スミド（染色体遺伝子とは別に細菌の中に存在す

る遺伝子）やトランスポゾン（染色体やプラスミ

ド間で移動する遺伝子断片）などの遺伝子を利用

して耐性が移行する場合があります。そのような
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図 1　薬剤感受性分布と耐性限界値
・薬剤耐性菌－薬剤存在下で発育する細菌－
・薬剤耐性：試験管内で細菌の発育を阻止できない現象
・相対的なもの
　－耐性限界値（ブレークポイント）よりMICが高い
　－濃度を上げれば死滅する

表１　抗菌性飼料添加物と動物用抗菌剤の比較

動物用抗菌剤抗菌性飼料添加物項目

原則最大 7日発育ステージごとの使用投与期間

高用量低用量投　与　量

獣医師の管理下で使用（要指示・要診察制度）工場などで飼料に混合したものを使用使用形態

治療成長促進使用目的

使用規制省令成分規格等省令使用規則

動物医薬品検査所　都道府県　農水省（独）肥飼料検査所　都道府県　農水省監視機関

農林水産省ホームページより一部改変
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耐性菌は，自分以外の細菌を耐性菌へと変化させ

ることができます。このため，病気を引き起こさ

ない細菌の耐性が，病原菌へ移っていくことがあ

ります。

４．薬剤耐性菌の性質

　薬剤耐性菌の出現は，薬剤の使用と深い関係が

あり，薬剤の使用量の増加に伴い耐性菌も増加し

ます。これまでに報告された細菌の薬剤感受性試

験の成績からも，国内で古くから使われ，使用量

の多い薬剤に対する耐性菌が多く見つかっていま

す。通常，耐性菌は，薬剤の使用を止めることに

よって減少していきます。デンマークの調査で

は，飼料添加物の使用を中止した後，薬剤耐性菌

が減少することが明らかにされました。しかし，

中止した 7年後の調査においても，中止薬剤に対

する耐性菌が低率ですが見つかっています。この

ため，何らかの要因で薬剤により選択された場

合，再び耐性菌が増加してくる危険性が残ってい

ます。我々の行った調査で，使用歴のない薬剤に

対する耐性菌が農場内に存在する場合があること

がわかりました。このように，薬剤耐性菌を減ら

すには，薬剤の使用を中止もしくは減らすことが

重要ですが，それだけで解決する単純な問題では

ありません。

薬剤耐性菌の問題とは？

　薬剤耐性菌の問題は，世界的な動きとして 1990

年代に「動物に抗菌性物質を使用すると人の耐性

菌の増加を引き起し，人の病気の治療が難しくな

る」という危険性が指摘されました。そこで，世

界保健機関（WHO）は，この問題を検討する専門

家による会議（1997年：ベルリン，1998年：ジュ

ネーブ）を開催しました。この国際会議の中で，

薬剤耐性菌が動物と人との間でどの程度分布し，

広がっているかという状況を把握するためのモニ

タリング（耐性菌の動向調査と情報収集）の重要

性が指摘されました。その後，2000年になって国

際獣疫事務局（OIE）は，各国で実施している薬

剤耐性菌の動向や抗菌性物質の使用量についての

調査方法を調和させると共に，抗菌剤の慎重使用

を励行していくため，薬剤耐性関連の各種ガイド

ラインを策定し，2003年 5月に制定しました。さ

らに，2003年 12月に開催されたFAO/OIE/WHO

の合同会議においては，「食用動物の耐性菌が，人

の健康に危害を与える可能性は否定できない」と

して，その危険性の低減に向けた取り組みを行っ

ていくこととなりました。その中で，家畜以外に

ついても，ペットや水産養殖産業での薬剤使用や

農薬としての抗菌性物質の使用に伴う耐性菌の出

現の危険性もあるため，耐性菌の出現動向につい

ても調査する必要があることが指摘されていま

す。このように，耐性菌の問題は，国際的な公衆

衛生上の大きな問題であることが解ります。【図

2，3】
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豚の動物福祉

図 2　薬剤耐性菌（遺伝子）の循環
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無薬飼育の目的

　近年，食品の安全・安心が求められる中，薬剤

耐性菌問題と抗菌性物質等の畜産物への残留問題

への関心が益々高まってきています。このため，

抗菌性物質を使う場合，決められた休薬期間を守

るだけではなく，診断や検査結果などの根拠に基

づいて「有効な薬剤」の使用を「最小限」に抑え

ていく「慎重使用」や「適正使用」に心がけてい

くことが大切となります。また，「薬物残留のな

い安全な畜産物」といった食品業界からの声に，

ブロイラーでは，抗菌性物質の投与を生後 3週間

目までに限定した「長期無薬飼育」や幼齢期から

出荷までの全期間を通じて抗菌性物質を飼料に混

ぜていない「完全無薬飼育」などが取り組まれて

います。無薬飼育は，畜産物への抗菌性物質の残

留問題に対して農場段階で取り組むことのできる

最も有効な方法です。

　耐性菌問題に関しては，ヨーロッパではバンコ

マイシン耐性腸球菌（VRE）は，鶏と豚用の飼料

添加物として長年使用されていたアボパルシン

（バンコマイシンと同じグリコペプチド系の抗生

物質）の使用を中止することで，急激に減少しま

した。日本においても，アボパルシンの使用を止

めた後，VREはほとんど分離されなくなりまし

た。また，多剤耐性サルモネラ・ティフィムリウ

ム DT104（アンピシリン，テトラサイクリン，ク

ロラムフェニコール，ストレプトマイシン，サル

ファ剤に耐性）のように，この内のいずれかの薬

剤を使用する限り低減させることが難しいタイプ

の耐性菌もいます。このような点から，無薬飼育

は，耐性菌を減らしていく可能性の高い方法とい

えます。しかし，食中毒の原因菌として知られて

いるカンピロバクターで，フルオロキノロン（い

わゆるニューキノロン）剤に対する耐性菌が注目

されていますが，フルオロキノロン耐性のカンピ

ロバクターが分離された農場中には，キノロン剤

の使用歴のない農場も数多く見られました。農場

内の耐性菌をコントロールする上では，無薬飼育

だけでなく，外部からの侵入防止や農場内の感染

環対策といった家畜衛生上の対策にも取り組む必

要が有ります。

無薬飼育導入上の留意点

　無薬飼育後は疾病侵入時の被害が甚大になるこ

とが考えられるため，病原体の外部からの侵入防

止のための防疫管理が今まで以上に大切となりま

す。SPF豚農場認定制度（日本 SPF豚協会）の設

備基準や防疫管理基準などに基づいた防疫管理の

再点検は，十分に実施する必要があります。

　飼育されている豚が良好な衛生状態で十分な防

疫管理が実施されている農場では，大きな問題も

無く無薬飼育で生産することができると考えられ

ます。現在，日常的に抗菌性物質による治療が行

われている農場では，抗菌性物質以外の疾病の対

処法（衛生プログラムや施設の整備など）を検討
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図 3　薬剤耐性菌問題をめぐる最近の国際動向
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する必要があります。また，抗菌性物質の使用量

の少ない農場では，疾病の発生履歴や衛生検査の

結果に基づいて農場の衛生状態を再点検し，無薬

飼育によって発生する危険性の高い疾病の対応法

を，最低限整備する必要があります。無薬後に問

題が発生しないような，また，発生した際に最も

適切な対応ができるような管理体制が必要です。

特に，「飼養管理のミス」や「異常の発見漏れ」

は，重篤な問題の発生につながるため，飼養管理

技術を引き上げて行かなければなりません。ま

た，豚の異常は，飼育環境，飼料及び疾病など

様々な原因によって引き起こされるため，獣医師

を含めた相談相手の確保や必要に応じてネット

ワーク作りも重要となります。

　畜産の現場においては，豚における抗菌剤の使

用が，水産を除く他の畜種に比べて非常に多く，

テトラサイクリン系薬剤の使用が際立っています

（図 4）。牛における共済制度，ブロイラーの生産

システムや無薬飼育の取り組み，採卵鶏では生産

物（ほとんどの抗菌剤は産卵中には使用できな

い）の関係で，結果的に抗菌剤の使用量が抑えら

れています。豚における抗菌性物質の使用に関し

ては，経験的治療（Empiric therapy）から根拠に

基づいた医療（Evidence-based medicine）が求め

られています。発病している豚を目の当たりにし

た場合，細菌性疾病が疑われたら抗菌性物質によ

る治療は必要となります。その場合，疑われた起

因菌の薬剤感受性試験成績の報告に基づいて，適

正な薬剤の選択が行われなければなりません。し

かし，症状から起因する病原体を推察できる経験

や情報収集も，不適切な薬剤選択を避ける上で，

臨床現場では欠かすことができません。そのため

に，疾病発生の状況，起因菌の薬剤感受性，定期

的な衛生検査などの情報の管理や教育は，病気の

早期発見，被害低減，汚染拡大の防止及び耐性菌

の出現抑制を図りながら無薬飼育を目指していく

ためには重要な体制整備といえます。【図 4】

おわりに

　家畜の生産現場には，多かれ少なかれ薬剤耐性

菌は存在します。薬剤耐性菌は，一般に「薬剤を

使用すれば出現し」，「使用する限り維持され」ま
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図 4　動物用抗菌剤の動物別推定販売量（2001 年）

（田村，2003）
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すが，「使用中止して無くなる」ものではありませ

ん。個々の耐性菌の問題が過剰に取り上げられる

ことで，本当に必要な時に使用できる薬剤が限ら

れたり，使用できなくなることは避けなければな

りません。その中で，無薬飼育は，薬剤の使用を

抑える上で，模索すべき生産方法の一つといえま

す。

　抗菌性飼料添加物を中止した後のデンマークの

状況については，前号の All About Swine（小林

「デンマークの試み」）などに詳細に紹介されて

いるのでそれらを参考にして下さい。国内の一部

の養豚場においても，抗菌性飼料添加物を含めた

無薬飼育が行われ，大きな問題も無く生産が行わ

れていると聞きます。しかし，農場間の衛生状態

に大きな違いのある国内の養豚では，全ての農場

で無薬飼育の導入が可能であるとはいえません。

自農場で無薬飼育によって安定した生産ができる

かを慎重に判断しなければなりません。今後，無

薬飼育に取り組んでいる農場の現状等について実

用的な情報の収集を積極的に行い，安定した無薬

飼育をする上で必要な衛生状態や管理基準などを

整理していかなければなりません。
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図 5　動物用抗菌剤の成分別販売量（2001 年）
（田村，2003）
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