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1．はじめに

　薬剤耐性（AMR）問題は，G7・G20サミット

や国連総会ハイレベル会合で議論されるなど，国

際社会の最重要課題となっています。我が国で

は，昨年 4月に「国際的に脅威となる感染症対策

関係閣僚会議」により「薬剤耐性（AMR）対策

に関するアクションプラン　2016-2020」ⅰが決定

され，このアクションプランに基づいた AMR対

策の各種取組が進められています。

　抗菌剤は，家畜の健康を守り，安全な畜産物の

安定生産を確保する上で必要な資材ですが，その

使用により増加する薬剤耐性菌が人医療や獣医療

に影響を与えるリスクも存在します。

　そのリスクを低減するための効果的な対策を考

える上で，極めて基礎的かつ重要なのは，飼養衛

生管理の向上による感染症の予防です。2015年

に世界保健機関（WHO）が策定した「薬剤耐性

グローバル・アクションプラン」ⅱでも，我が国

のアクションプランでも，対策の大きな柱として

「感染予防・管理」を位置付けています。　

　これは，飼養衛生管理を向上させ，動物の健康

状態を良好に維持することが，感染症の発生を

予防し，安全な畜産物の生産を確保するととも

に，抗菌剤の使用機会の低減，その結果としての

AMRのリスクの低減につながるということです。

我が国の抗菌剤の慎重使用のガイドラインでも，

飼養衛生管理の徹底やワクチンによる感染症の予

防を，抗菌剤の慎重使用の考え方の基礎となる重

要な要素として位置付けています。

　本稿では，AMR対策における飼養衛生管理に

ついて考えたいと思います。

2．感染予防 ･ 管理の重要性

（1）アクションプランにおける位置付け

　WHOの薬剤耐性グローバル・アクションプラ

ンは，5つの戦略的目標から構成されていますが，

その目標の一つとして，「効果的な保健衛生と感

染症予防の手段による感染症の発生例の低減」が

設定されています。

　我が国のアクションプランでは，① 普及啓

発・教育，② 動向調査・監視，③ 感染予防・管

理，④ 抗微生物剤の適正使用，⑤ 研究開発・創

薬，⑥ 国際協力の 6つの分野を柱として目標を

設定しており，「感染予防・管理」として，「適切

な感染予防・管理の実践により，薬剤耐性微生物

の拡大を阻止する」ことを主要な取組に位置付け

ています。畜産分野の感染予防 ･管理の具体的取

組として，家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管

理基準の遵守の徹底，動物用ワクチンの開発・使

用の推進などが取り上げられています。（図 1）

（2） 抗菌剤の慎重使用の考え方における飼養衛

生管理・感染症予防の取組
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　畜産分野における抗菌剤の慎重使用の徹底は，

AMR対策として最も重点的に取り組んで行かな

ければならない課題の一つと位置付けており，平

成 25年に策定したガイドライン「畜産物生産に

おける動物用抗菌性物質製剤の慎重使用に関する

基本的な考え方」（平成 25年 12月 24日付け 25

消安第 4467号農林水産省消費・安全局畜水産安

全管理課長通知）ⅲに基づいて，獣医師や生産者

向けのリーフレットを活用しながら，慎重使用の

徹底を推進してきたところです。

　動物用医薬品として使用される抗菌剤について

は，医薬品医療機器等法に基づく要指示医薬品制

度による獣医師の診察に基づく指示の下での使用

の義務付け，使用対象動物，用法・用量，使用禁

止期間等の使用基準の設定など，抗菌剤の「適正

使用」のための制度が整備されています。

　これらの法令に基づく制度や基準を遵守し，使

用上の注意に従って「適正使用」を行うことは当

然ですが，抗菌剤については，この「適正使用」

よりさらに注意して使用する「慎重使用（Prudent 

Use）」が求められます。（図 2）

　この「慎重使用の考え方」の柱となる取組とし

て，

　・適切な飼養衛生管理による感染症の予防

　・適切な病性の把握と診断

　・抗菌剤の選択と使用

　・関係者間の情報の共有

という 4つのポイントがあげられており，飼養衛

生管理水準を向上させ，家畜の健康状態を良好に

維持し，感染症の発生を予防することにより，抗

菌剤を使用する機会そのものの低減につなげる取

組が第一のポイントとされています。

　抗菌剤の使用機会が減れば薬剤耐性菌が選択さ

れる機会も減少するため，適切な感染症予防は抗

菌剤の慎重使用において極めて重要な要素となり

ます。このため，「慎重使用の考え方」では，家

畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守

を徹底し，日頃から次のような点について積極的

に取り組み，感染症を予防する必要性に言及して

います。

目標３【感染予防･管理】適切な感染予防・管理の実践により、薬剤耐性微
生物の拡大を阻止する

戦略3.2畜水産、獣医療、⾷品加⼯・流通過程における感染予防・管理の推進

図１ 我が国の薬剤耐性(AMR)対策に関する⾏動計画
（2016年4⽉関係閣僚会議決定）

飼養衛⽣管理水準を向上させ、健康状態を良好に維持することは、感染
症の発⽣を予防し、安全な畜産物の⽣産を確保するとともに、抗菌剤の使
用機会を減らすことにつながる。
→薬剤耐性対策としてきわめて重要な要素。⽣産コスト削減の観点からも重要。

 動物用ワクチンの開発･使用の推進
 家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守の徹底及び⽣産衛⽣管理ハン
ドブックの普及･徹底

抗菌剤の使用削減に資するワクチンや代替
資材の実用化を支援する事業を開始（H29年度〜）

図 1　我が国の薬剤耐性 (AMR) 対策に関する行動計画
（2016年 4月関係閣僚会議決定） 
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　① 　家畜の健康状態に悪影響を与える飼養環境

（畜舎内の温度，湿度，換気等）の改善

　② 　感染症を予防するための適切なワクチン接

種

　③ 　家畜の健康状態を良好に保つための適切な

飼料の給与及び栄養管理

　獣医師は，これらの取組について，定期的に確

認するとともに，問題が確認された場合，生産者

に対し指導を行うことが重要とされています。

3．豚農場における抗菌剤の使用実態調査について

　平成 28年度の農林水産省の委託事業により実

施した豚農場における抗菌剤の使用実態調査で

は，豚繁殖 ･呼吸障害症候群（PRRS），豚マイコ

プラズマ肺炎，豚胸膜肺炎といった各種感染症の

有無やオールインオールアウトの実施の有無など

と農場における抗菌剤の使用量との関係を調査し

ましたⅳ（図 3）。

（1）抗菌剤の使用実態

　使用されている抗菌剤の種類としては，最も多

いのはテトラサイクリン系であり，動物用医薬品

の製造販売業者からの報告に基づいて推定してい

る全国の使用量データの傾向を反映するものでし

た。また，抗菌剤の投与経路は圧倒的に経口投与

が多く（約 95％），テトラサイクリン系を中心に，

子豚期の飼料や肥育前期飼料に添加されて使用さ

れていることを示すものと考えられます。一方で

は，農場におけるテトラサイクリン系の抗菌剤の

使用量と事故率には明らかな相関は認められませ

んでした。

　また，調査対象の農場のうち，抗菌剤の使用量

の多い上位 25％の農場と少ない 25％の農場の比

較では，抗菌剤の使用量に約 12倍の差があり，

多い農場と少ない農場の差が非常に大きいことが

わかりました。

　これらの結果から，抗菌剤の使用が疾病対策と

して必ずしも有効に機能していない場合もあるこ

とや漫然と使用している実態もあるのではないか

ということを示唆しており，特に抗菌剤を極端に

多く使用している農場の使用量の削減がカギとな

図 2　抗菌剤の慎重使用における感染症予防

薬剤耐性（AMR）対策における飼養衛生管理の関わりについて

 適切な診断に基づいて抗菌剤の使用を真に必要な場合に限定。使用する必要
がある場合は、有効な抗菌剤を適切に選ぶとともに、必要最⼩限の使用量と
する。 → 薬剤耐性菌の出現を最⼩限に抑える。

 法令等に基づく適正使用(※)よりも、更に注意して抗菌剤を使用（慎重使用）。
※ 適正使用：獣医師の指⽰に基づく販売、獣医師⾃らの診察に基づく投与や指⽰書の発⾏等を

定めた法令及び用法・用量を遵守し、使用上の注意にしたがって使用すること。

図２ 抗菌剤の慎重使用における感染症予防
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ると考えられます。

（2）衛生管理・感染症予防と抗菌剤の使用量

　感染症の有無と抗菌剤の使用量の関係では，

PRRS，豚マイコプラズマ肺炎，豚胸膜肺炎が陽

性の農場の場合には抗菌剤の使用量が多い傾向が

見られており，これらの感染症の制御が抗菌剤

の使用抑制に効果があることが示唆されました。

PRRSでは，単に陽性かどうかということより

も，コントロールがうまくいっていない農場で極

端に多くの抗菌剤が使用されている可能性も示唆

されました。

　また，分娩舎や肥育舎におけるオールインオー

ルアウトを実施している農場では抗菌剤の使用量

が少ない傾向があり，これらのステージにおける

オールインオールアウトは抗菌剤の使用量抑制に

関わりがあると考えられました。

（3）衛生管理や感染症制御の重要性

　これらの調査結果から，直接的に抗菌剤の適用

対象とはならないウイルスを原因とする感染症を

含めた感染症の制御が抗菌剤の使用量の低減化に

つながることが改めて明らかとなっています。農

場により抗菌剤の使用量に大きな差があること，

また，必ずしも事故率との相関が見られなかった

ことなどからも，更なる抗菌剤の使用機会の削減

が可能と考えられます。飼養衛生管理の向上やワ

クチンの使用により感染症を制御すること，抗菌

剤を漫然と使用することなく，真に必要な場合の

みの使用をより一層徹底し，抗菌剤の使用機会の

低減につなげていく取組が求められます。

4． 飼養衛生管理の向上を薬剤耐性対策につなげ

る取組を

　以上のとおり，飼養衛生管理の向上やワクチン

の使用により感染症の発生を予防することや，ま

ん延を防止することが，抗菌剤の使用機会を削

減し，薬剤耐性菌の増加を抑制することにつな

がり，AMR対策として効果が高いということは，

疑いのない事実であろうと思います。

図３ 豚農場における抗菌剤（動物用医薬品）の使用実態調査結果

（農林水産省委託事業 受託実施機関（一社）日本養豚開業獣医師協会）

（１）調査方法
全国の121戸の豚飼養農場を対象に、2015年１月～12月に発行された指示書の

データに基づき、抗菌剤の使用量と各種感染症の有無やオールインオールアウトの
実施の有無などとの関係を調査。

（２）調査結果

 4系統の抗菌剤が全体の78.7%を占める。

 テトラサイクリン系40.3%、ペニシリン系15.3%、マクロライド系11.9%、サルファ剤合剤11.3%

投与経路は経口投与が全体の95.4%。

抗菌剤の使用量 肉豚1頭当たり25.3g 、PCU1kg当たり 331mg
 PCU㎏=出荷頭数×65kg＋常時母豚数×240kg

抗菌剤の使用量は農場による差が大きい。

PRRS、豚ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎、豚胸膜肺炎が陽性の場合、抗菌剤の使用量が多い傾向。

分娩舎や肥育舎におけるｵｰﾙｲﾝｵｰﾙｱｳﾄ（AI/AO）を実施していると抗菌剤の使用が少ない傾向。

感染症の制御が抗菌剤使用機会の低減に繋がる。

図 3　 豚農場における抗菌剤（動物用医薬品）の使用実態調査結果
　　　 （農林水産省委託事業　受託実施機関（一社）日本養豚開業獣医師協会）
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　我が国のアクションプランでは家畜伝染病予防

法に基づく飼養衛生管理基準ⅴの遵守が AMR対

策にもつながるということを強調しています。飼

養衛生管理基準は，家畜の飼養に当たって最低限

守っていただくべき衛生管理の方法を取りまと

めたものです。飼養衛生管理基準を遵守するこ

とは，口蹄疫等の悪性の家畜伝染病の発生・ま

ん延防止に有効ですが，その他の一般の疾病や慢

性疾病の予防，育成率や増体の向上などにもつな

がり，さらには，AMR対策にもつながるのです。

このことを獣医師や生産者，行政などすべての関

係者が常に意識をして行動することが重要です。

　平成 29年度からの農林水産省の補助事業では，

感染症を減らし抗菌剤を使用する機会の低減に資

するワクチン，さらに，抗菌剤の代替となる動物

用医薬品や飼料添加物の開発・実用化を促進する

ため，承認申請等に必要な試験の実施に必要な経

費を補助することによる実用化促進事業を開始し

たところです。

　これらの取組を通じて畜産分野における「感染

予防・管理」を AMRのリスク低減につなげてい

きましょう。

5．おわりに

　畜産分野の AMR対策としては，家畜での使用

量が多く，その薬剤耐性率の低減がアクションプ

ランの成果指標とされているテトラサイクリン系

抗菌剤の不必要な使用の削減，また，薬剤耐性率

を低く維持していくことが成果指標とされている

フルオロキノロンや第 3世代セファロスポリン，

そのほか，新しいマクロライド系，今後追加され

るコリスチンも含めた第 2次選択薬の使用の適正

化などの課題への対応が強く求められています。

これらに対する実効性のある対策を講じていくた

めには，やはり，獣医師や農場単位での抗菌剤の

使用実態を把握した上で，飼養衛生管理の向上を

含む慎重使用のより一層の徹底に取り組んでいく

必要があります。海外での取組等も参考にしなが

ら，獣医師の指示書情報の活用や現場での使用量

の把握のための具体的な手法や改善指導の体制も

含めて検討しているところであり，関係者等と意

見交換しつつ，真に実効性のある対策を策定・実

施していきたいと考えています。また，実際に効

果をあげている具体的な取組を優良事例として共

有していくことも必要であると考えています。

　本稿では，飼養衛生管理の向上等による感染症

制御が AMR対策の基礎であり，極めて重要な要

素であることを繰り返し述べてきました。アク

ションプランの策定後，さまざまな取組が進めら

れていますが，最も重要で効果的な対策は，この

飼養衛生管理の向上による感染症予防だと言って

も過言ではありません。

　我々すべての関係者に求められていることは，

AMR対策における飼養衛生管理の重要性を十分

理解した上で，感染症対策も含めた抗菌剤の慎重

使用の徹底等に一丸となって取り組むこと，実際

に具体的な行動を起こすことです。それが，人と

動物の医療における抗菌剤の有効性を維持するこ

とや国産畜水産物に対する消費者からの信頼に応

えることにつながります。農林水産省としては，

今後ともより実効性のある具体的な対策を検討・

実施していくこととしていますので，生産現場で

飼養衛生管理や抗菌剤の使用に直接携わる皆様と

一層強固に力を合わせていきたいと思います。引

き続き，ご理解・ご協力をお願いします。

薬剤耐性（AMR）対策における飼養衛生管理の関わりについて
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農林水産省の委託事業等

　　 h t tp ://www.maf f .go . jp/nval/yakuzai/

maffjigyoreport.html

ⅴ　 農林水産省 HP：飼養衛生管理基準について

　　 http://www.maf f.go.jp/j/syouan/douei/

katiku_yobo/k_shiyou/
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