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はじめに

食品の安全を確保するために，予めリスクを把

握し，農場から食卓にわたって適切な措置を講ず

るべきという「リスク管理」の基本理念が，BSE

の国内発生を契機として，食品安全基本法により

位置づけられた。現在，この基本理念に基づいて

農林水産省は厚生労働省とともにリスク管理に取

り組んでいる。

動物用抗菌性物質製剤（以下「動物用抗菌剤」

という。）は動物の健康を守り，また，安全な食

品の安定した生産を確保する上で重要な資材であ

るが，その使用により選択される薬剤耐性菌に係

るリスクも常に存在する。食用動物に使用する動

物用抗菌剤に関して，平成 15 年以降，薬剤耐性

菌の食品を介した人への影響に関するリスク評価

が「家畜等への抗菌性物質の使用により選択され

る薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」

（平成 16 年 9 月 30 日食品安全委員会決定。以下

「食品安全委員会評価指針」という。）に沿って

行われている。平成 22年 3月 25日に食品安全委

員会より動物用抗菌剤としは，最初のリスク評価

として「牛及び豚に使用するフルオロキノロン系

抗菌性物質製剤に係る薬剤耐性菌に関する食品健

康影響評価」が行われ，リスクは中等度と評価さ

れた。

農林水産省は，従来から動物用抗菌剤のリスク

管理を薬事法等に基づいて行っているが，さらに

食品安全委員会での食品安全委員会評価指針によ

るリスク評価結果等を踏まえたリスク管理措置を

検討するため，「動物用抗菌性物質製剤のリスク

管理措置策定指針」を作成しホームページに公表

した。また，同指針に基づき「牛及び豚用フルオ

ロキノロン剤のリスク管理措置について」（平成

24年 6月 25日　農林水産省）を作成し公表した。

本稿では，これらの指針及び措置についてその概

要を紹介する。　

1 ． 動物用抗菌性物質製剤のリスク管理措置策

定指針

1）概要

当該指針は，畜水産動物に動物用抗菌剤を使用

することにより選択される薬剤耐性菌に係るリス

クを低減するために，有効なリスク管理措置を策

定することを目的としている。リスク管理措置の

策定に当たっては，人の健康に対する悪影響を低

減させることを最優先し，安全な食品の生産に支
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障のない範囲で，動物用抗菌剤の獣医療上の重要

性を考慮することとし，対象は畜水産動物用の抗

菌剤とし，愛玩動物用の抗菌剤は本指針の対象と

はしない。

本指針は，リスク管理に係る作業のうち，リス

ク管理措置の策定から実施までの範囲に関するも

のであり，それぞれの段階において，「農林水産

省及び厚生労働省における食品の安全性に関する

リスク管理の標準手順書」（平成 17年 8月農林水

産省　厚生労働省）を参照するものとしている。

なお，薬剤耐性菌のリスク管理の手法は，世界

的にも確立されていないものであることから，本

指針は現時点で実施可能なリスク管理措置を示し

たものであって，柔軟に運用しながら必要に応じ

て見直される。

2）リスク管理措置の策定方法

リスク管理措置の策定は実施可能なリスク管理

措置（表 1参照）の中から，実施可能で最も効果

的な措置が選定される。

リスク管理措置は，原則として，食品安全委員

会により評価されたリスクの推定区分（高度，中

等度，低度又は無視できる程度）に従って表 2の

考え方に基づいて対応するリスク管理措置が選定

される。その後選定されたリスク管理措置案につ

いて，獣医療における当該製剤の重要性，代替薬

又は代替措置の有無，二次的リスクなどを判断要

素（表 3参照）として，薬事法に基づく対象動物

及び投与経路ごとに検討した後，リスク管理措置

が採用される。

表 1　実施可能なリスク管理措置

リスク管理措置 効　　果

製造販売承認の取消し 当該製剤が国内で流通（使用）できなくなる。

一時使用禁止 一定期間（数年間を想定）国内で流通（使用）できなくなる。

剤型の削除 複数の剤型が承認されている場合，一部の剤型が使用できなくなる。

対象動物の削除 複数の動物で承認がある場合，一部の対象動物で使用できなくなる。剤型ごとに対
象動物の削除を検討する場合がある。

対象疾病 /適応菌種の削除 複数の対象疾病 /適応菌種で承認がある場合，一部の対象疾病 /適応菌種に使用で
きなくなる。剤型ごとに対象疾病 /適応菌種の削除を検討する場合がある。

飼育期の後半の使用制限 1頭（1羽）当たりの投与量の多い飼育期の後半の使用制限をすることにより使用量
が減少する。さらに，飼育期の後半の使用に伴う選択圧による出荷間際での耐性菌
の増加を防ぐ。

投与期間の短縮 投与期間を短縮することにより，1頭（1羽）当たりの投与量が減少する。

第二次選択薬としての使用の徹底 新キノロン系抗菌剤や第 3世代以降のセファロスポリン系抗菌剤等の使用上の注意
に記載されているもので，使用の条件とすることにより第一次選択薬が無効の症例
に限り使用することを徹底する。

モニタリングの強化 モニタリングの頻度，地点等を増やすことにより，耐性状況の変化を速やかに検出
する。

その他 薬剤の特性等により，必要に応じてリスク管理措置を検討する。
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2 ． 牛及び豚用フルオロキノロン剤のリスク管

理措置について

1） 食品安全委員会における牛及び豚に使用する

フルオロキノロン系抗菌性物質製剤に係る薬

剤耐性菌に関する食品健康影響評価

フルオロキノロン剤に係る薬剤耐性菌について

は，食品安全委員会によりリスクの推定区分は中

等度と評価された。

この中で，承認された適応症の治療のみに限定

した使用や第一次選択薬が無効な症例のみに限定

した使用及び承認後に製造販売業者が行う耐性菌

発現状況調査の定期報告等の現在のリスク管理措

置の徹底及び薬剤耐性菌に係るモニタリング体制

の構築の必要性についても付言された。

2） 動物用抗菌性物質製剤のリスク管理措置策定

指針に基づくリスク管理措置

動物用抗菌剤のリスク管理措置策定指針の表 2

より，リスクの推定区分が中等度である牛及び豚

用フルオロキノロン剤については，リスク管理方

針を「リスク管理措置の強化」とした。

検討の結果，現時点で得られている科学的知見

や新たに収集した情報に基づき表 3の判断要素で

表 3　リスク管理措置選定に当たっての判断要素

判断要素 説　　明

獣医療における当該製剤
の重要性

当該製剤の対象疾病の深刻度（浸潤状況，病態等），臨床現場での重要度（使いやすさ，効果，
経済性等）

代替薬，代替措置の有無
当該製剤と同様の効能・効果を持つ製剤の有無
ワクチン等，当該製剤が対象とする疾病の制御に利用できる措置の有無

二次的リスク
そのリスク管理措置案を実施した場合に，畜水産動物における疾病の蔓延，病原細菌及び
食中毒菌の増加，代替薬に対する耐性菌の増加等が発生する可能性及びその程度。

リスク低減効果
そのリスク管理措置案を実施した場合に期待できる薬剤耐性菌の選択に係る発生リスクの
減少の程度。

実施可能性 そのリスク管理措置案の技術面，行政面，財政面等における実施可能性

その他 薬剤の特性等により必要に応じて考慮すべき判断要素

表 2　リスクの推定区分に対応するリスク管理措置の考え方

リスク管理方針 リスクの推定区分 リスク管理措置の例

リスク管理措置の強化

高度

承認取消し
一時的使用禁止
剤型の削除
対象動物の削除　

対象疾病 /適応菌種の削除
飼育期の後半の使用制限
投与期間の短縮

中等度
二次選択薬としての使用の徹底
モニタリングの強化

リスク管理措置の継続 低度
モニタリングの継続

無視できる程度
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示した各項目を検討した結果，適応菌でのフルオ

ロキノロン剤に対する感受性は維持されているこ

とから，現行のリスク管理措置は一定の目的を果

たしていると判断された。しかし，生産現場にお

ける動物用抗菌剤の使用実態等を踏まえて更に以

下の 4つのリスク管理措置を講ずることが決定さ

れた。

① 第一次選択薬が無効な症例にのみ第二次選択

薬として使用すること。

② 投与後一定期間内（3日程度）に効果判定を

実施し，効果がみられない場合には獣医師の

判断によって薬剤を変更すること。

③ 農林水産省が実施する農場及びと畜場等にお

けるモニタリング（調査規模，調査頻度等）

を充実すること。

④ 製造販売業者が実施するフルオロキノロン剤

の適応菌及び公衆衛生上重要な菌種のモニタ

リングを充実すること。

おわりに

今般はじめて，動物用抗菌剤において食品安全

委員会の評価を踏まえて，牛及び豚用フルオロキ

ノロン剤のリスク管理措置が策定された。研究会

会員皆様の現場においてもフルオロキノロンを重

要な資材として使い続けるため，第二次選択薬と

しての使用の徹底，投与後一定期間内（3日程度）

での効果判定を実施していただきたい。今後，そ

の他の動物用抗菌剤についても食品安全委員会の

リスク評価結果に基づくリスク管理措置を講じて

いくこととなる。各リスク管理措置について遵守

いただくことにより，薬剤耐性に係るリスクを低

減し，食品の安全性及び動物用抗菌剤の畜水産動

物に対する有効性の確保にご協力いただきたい。
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