
精度にも問題があり、迅速性を求める
には喀痰から感度よくターゲットのゲ
ノム配列を抽出することができればよ
いのですが、今はまだ培養菌のゲノム
情報という、いったん培養することが
必要になっていて、ダイレクト検査に
必要な増感、増幅をもう少しチャレン

ジして開発していかなければいけませ
ん。それがクリアできれば、あとはい
ろいろな解析、パイプライン等、世界
中の取り組みで充実していますので、
最初のところの感度をよくすることが
肝だと思います。
　大西　ありがとうございました。

耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅱ）

酪農学園大学動物薬教育研究センター教授
田　村　　豊

（聞き手　齊藤郁夫）

畜産・水産領域での耐性菌

　齊藤　動物分野の薬剤耐性に関する
問題をうかがいます。
　動物にも、魚、ウシ、ブタ等ありま
すが、実際にどれが対象になりますか。
　田村　抗菌薬は今おっしゃったすべ
ての動物種と、イヌやネコに対しても
使われています。食用動物に使う抗菌
薬には大きく２種類あり、一つは治療
用の抗菌薬、もう一つは成長促進用で、
えさに微量に混ぜて長期間投与する使
い方があります。これを飼料添加物と
呼んでいます。
　齊藤　治療用はヒトと同じような感
覚だと思うのですが、成長促進用はど
ういうものなのでしょうか。
　田村　これは歴史的には非常に古く
て、ペニシリンがヒトに臨床応用され
たのと同じ時期にそういう報告があり、
畜産にとっては非常に良い方法という
ことで世界的に普及されたものです。
ただ、成長促進の明確なメカニズムが
わからないことや、治療以外の目的で
使うことに対していろいろな批判もあ
るので、ヨーロッパではすでにすべて

禁止されています。
　齊藤　成長促進用はえさに入ってい
るのですか。
　田村　製造段階でえさに添加するや
り方で、農家がそのえさを与えること
によって家畜が抗菌薬を取り込むこと
になります。
　齊藤　量的には少ないのでしょうか。
　田村　濃度としてppm単位ですので、
非常に微量な量ですが、それで成長促
進効果があるということは、農家にと
って非常に有用な資材になっています。
　齊藤　えさをたくさん食べさせるよ
り、より効率的ということですね。
　田村　そういうことです。
　齊藤　微量であっても、それが耐性
菌の原因かもしれないということで、
どういったかたちで調査されているの
でしょう。
　田村　1999年に農林水産省の動物医
薬品検査所というところが中心になっ
て、全国の家畜保健衛生所と連携して
家畜衛生分野の薬剤耐性モニタリング
調査という制度ができました。その中
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ることになっています。
　齊藤　ということで、体制が取られ
つつあるということですが、日本での
耐性菌の現況はだいたいわかっている
ということですね。ほかの先進国でも
かなりわかっているのでしょうか。
　田村　各先進国にはそれぞれ薬剤耐
性モニタリング調査の仕組みがありま
す。例えば米国ではNARMS、スウェ
ーデンではSVARM、デンマークでは
DANMAPといったような仕組みがあ
り、そこでは動物と医療についてのモ
ニタリング成績がネット上で公開され
ています。
　齊藤　そういったところからの輸入
の場合には、ある程度その辺を踏まえ
ているのですね。

　田村　それと動物検疫所で細菌検査
も行っていますが、残念ながら耐性菌
が検出されることが輸入を止める理由
にはなりません。重要な耐性菌が検出
された場合には相手国にそういうもの
を含まないようにしてほしいという要
望を出すことになります。
　齊藤　日本だけで頑張っても頑張り
きれない側面があるのですね。
　田村　先ほど申し上げたリスク管理
措置は、あくまで日本国内の規制です
ので、日本の国内を強化しても、輸入
してくる動物なり肉は規制の対象外に
なることから、その辺のバランスが非
常に重要かと思っています。
　齊藤　実際、肉からヒトに移行する
というのは、肉に菌がついているとい

図２　家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制

１．目的
　・薬剤耐性をモニタリング
　・リスク評価の基礎資料
　・慎重使用に反映
２．設立：2000年（1999年予備調査）
３．実施体制
　・農林水産省動物医薬品検査所
　・全国の家畜保健衛生所とネットワーク
４．薬剤耐性菌調査
　・抗菌剤使用量の調査
　・指標細菌（大腸菌、腸球菌）
　・食品媒介性病原細菌（サルモネラ、キャンピロバクター）
５．成績の公表
　・家畜衛生週報、学会・専門誌
　・www.maff.go.jp/nval/yakuzai/yakuzai_p3.html

で治療用の抗菌薬あるいは成長促進用
の飼料添加物を投与した動物から、
我々は指標細菌と呼んでいますが、大
腸菌と腸球菌の薬剤感受性をずっと追
いかけています。
　齊藤　その中で耐性菌が見つかりつ
つあるのですか。
　田村　耐性菌の性質上、どうしても
耐性菌は検出されます。毎年モニタリ
ングすることによって、耐性の割合が
増えるかどうかを監視しています。最
近の例ですと、肉用鶏で第三世代セフ
ァロスポリンの耐性大腸菌が急激に増
えました。それは農家が抗菌薬を不適
切に使用をしていたからだとわかりま
した。企業が自主的にそういうやり方
をやめさせたところ、耐性菌の割合が
元に戻ったという事例もあるので、モ
ニタリングで毎年調査することは非常
に重要だと私は考えています。
　齊藤　モニタリングの結果、例えば
使用禁止もあるのですか。

　田村　科学的な食品媒介性のリスク
評価は内閣府の食品安全委員会で行っ
ていまして、そこでヒトに対する定性
的なリスクを推定し、低度・中等度・
高度と評価されます。それに基づいて
農林水産省により規制措置が取られま
す。例えば、最近ではコリスチンが問
題になっていて、飼料添加物の硫酸コ
リスチンについてはリスクが中等度と
いう結果が出て、2018年７月に農家段
階での使用は禁止することになりまし
た。
　齊藤　今、手持ちのえさも使っては
いけないという厳しいものなのですね。
　田村　そうですね。厳しい措置だと
思います。
　齊藤　今コリスチンの話が出ました
が、ほかにも何かあるのですか。
　田村　もう一つは、医療上重要なシ
ナシッドと同じストレプトブラミン系
であるバージニアマイシンという抗菌
薬についても同じような措置が取られ

図１　動物用医薬品 vs 飼料添加物

動物の治療目的に使用
　　　（薬機法＊）

動物の成長促進・飼料効率の改善・生産性
向上目的に使用
　　　　 （飼料安全法＊＊）

　　＊　：医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律
　　＊＊：飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律

VS

動物用医薬品

飼料添加物

飼料添加剤
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増えるかどうかを監視しています。最
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ァロスポリンの耐性大腸菌が急激に増
えました。それは農家が抗菌薬を不適
切に使用をしていたからだとわかりま
した。企業が自主的にそういうやり方
をやめさせたところ、耐性菌の割合が
元に戻ったという事例もあるので、モ
ニタリングで毎年調査することは非常
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評価は内閣府の食品安全委員会で行っ
ていまして、そこでヒトに対する定性
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題になっていて、飼料添加物の硫酸コ
リスチンについてはリスクが中等度と
いう結果が出て、2018年７月に農家段
階での使用は禁止することになりまし
た。
　齊藤　今、手持ちのえさも使っては
いけないという厳しいものなのですね。
　田村　そうですね。厳しい措置だと
思います。
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が、ほかにも何かあるのですか。
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　田村　今のところ、医療上重要な抗
菌薬、例えば第三世代セファロスポリ
ンやフルオロキノロンというものにつ
いては、動物分野では二次選択薬にな
っています。ですので、一次選択薬が
無効でなければ使えません。例えば、
農業共済組合の薬価では給付の対象に
ならないので、その辺がリスク管理さ
れていることになります。
　齊藤　今先生がおっしゃった農業共
済組合は、そういう治療を行った場合
に保険のようなかたちになるというこ
とでしょうか。
　田村　ヒトの保険と全く同じ仕組み
です。ですので、給付の対象にならな
いことは農家にとって非常に大きな痛
手になるため、そういう使い方が守ら
れていくことになります。
　齊藤　それを使った場合に保険の対
象にならないということは、持ち出し
になってしまうことから、それが使用
を抑制する因子となっているのですね。
　田村　臨床獣医師はそのことでまず

二次選択薬を最初から使うことはあり
得ないです。
　齊藤　ヒトですと、例えば風邪を引
いた人に抗菌薬を頼まれると医師が出
してしまう話がありますが、いかがで
すか。
　田村　食用動物の場合は、食肉とし
てヒトが食べますので、その辺は厳格
な管理がされているということです。
これから問題なのはペットだと思いま
す。
　齊藤　ペットの数も多いですが、そ
こへの対策は今後の問題ですか。
　田村　そうです。やっと2018年から
モニタリングが始まったというところ
です。
　齊藤　いずれにせよ、抗菌薬を適切
に使うという原則は、変わらないので
すね。
　田村　ヒトの医療と全く変わりませ
ん。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

うことですか。
　田村　どうしても食肉の場合は無菌
にはできません。例えばと畜場で動物
の腸管内に耐性菌が含まれているとす
ると、今できるだけ腸内容物が肉につ
かないような措置が取られていますが、
それには限界があります。食肉を生で
食べることがあれば、ヒトに伝播する
ことになります。例えば、キャンピロ
バクターやサルモネラはその例かと思
います。
　齊藤　耐性菌がヒトにうつったとい
う報告、モニタリング調査もあるので
しょうか。
　田村　現在、動物の調査は農林水産
省がやっていて、JVARM（Japanese 
Veterinary Antimicrobial Resistance 
Monitoring）と呼んでいます。ヒトの

場合は院内感染対策ということで、
JANIS（院内感染対策サーベイラン 
ス）という仕組みがあります。ただ、
残念ながら今のところ研究段階であり、
連携が十分に取れていません。先般、
日本で決めた薬剤耐性対策アクション
プランの中で、統一した動向調査をす
ることが明記されていますので、近い
将来、それらが強力に連携することを
期待しています。また、これまで対象
外であった水産とペットについても
JVARMの枠組みに入れることになっ
ています。
　齊藤　成長促進用はモニタリングし
ているから体制が取られつつある。も
う一つの、動物が病気になったときの
治療用における抗菌薬の使い方はどう
なりますか。

図３　動物に使用する抗菌薬の規制の概要

薬剤耐性モニタリング体制

〈耐性菌／耐性遺伝子〉

JVARMによる監視

リスク評価／リスク管理体制

〈抗菌剤／飼料添加物〉
抗菌剤
飼料添加物

成分ごとの評価
・発生評価
・暴露評価
・影響評価2003年

1999年から

慎重使用の励行
使用制限
添付文章の改正

農林水産省から評価要請

食品健康影響評価
（食品安全員会）

リスク管理措置
（農林水産省）
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　田村　今のところ、医療上重要な抗
菌薬、例えば第三世代セファロスポリ
ンやフルオロキノロンというものにつ
いては、動物分野では二次選択薬にな
っています。ですので、一次選択薬が
無効でなければ使えません。例えば、
農業共済組合の薬価では給付の対象に
ならないので、その辺がリスク管理さ
れていることになります。
　齊藤　今先生がおっしゃった農業共
済組合は、そういう治療を行った場合
に保険のようなかたちになるというこ
とでしょうか。
　田村　ヒトの保険と全く同じ仕組み
です。ですので、給付の対象にならな
いことは農家にとって非常に大きな痛
手になるため、そういう使い方が守ら
れていくことになります。
　齊藤　それを使った場合に保険の対
象にならないということは、持ち出し
になってしまうことから、それが使用
を抑制する因子となっているのですね。
　田村　臨床獣医師はそのことでまず

二次選択薬を最初から使うことはあり
得ないです。
　齊藤　ヒトですと、例えば風邪を引
いた人に抗菌薬を頼まれると医師が出
してしまう話がありますが、いかがで
すか。
　田村　食用動物の場合は、食肉とし
てヒトが食べますので、その辺は厳格
な管理がされているということです。
これから問題なのはペットだと思いま
す。
　齊藤　ペットの数も多いですが、そ
こへの対策は今後の問題ですか。
　田村　そうです。やっと2018年から
モニタリングが始まったというところ
です。
　齊藤　いずれにせよ、抗菌薬を適切
に使うという原則は、変わらないので
すね。
　田村　ヒトの医療と全く変わりませ
ん。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

うことですか。
　田村　どうしても食肉の場合は無菌
にはできません。例えばと畜場で動物
の腸管内に耐性菌が含まれているとす
ると、今できるだけ腸内容物が肉につ
かないような措置が取られていますが、
それには限界があります。食肉を生で
食べることがあれば、ヒトに伝播する
ことになります。例えば、キャンピロ
バクターやサルモネラはその例かと思
います。
　齊藤　耐性菌がヒトにうつったとい
う報告、モニタリング調査もあるので
しょうか。
　田村　現在、動物の調査は農林水産
省がやっていて、JVARM（Japanese 
Veterinary Antimicrobial Resistance 
Monitoring）と呼んでいます。ヒトの

場合は院内感染対策ということで、
JANIS（院内感染対策サーベイラン 
ス）という仕組みがあります。ただ、
残念ながら今のところ研究段階であり、
連携が十分に取れていません。先般、
日本で決めた薬剤耐性対策アクション
プランの中で、統一した動向調査をす
ることが明記されていますので、近い
将来、それらが強力に連携することを
期待しています。また、これまで対象
外であった水産とペットについても
JVARMの枠組みに入れることになっ
ています。
　齊藤　成長促進用はモニタリングし
ているから体制が取られつつある。も
う一つの、動物が病気になったときの
治療用における抗菌薬の使い方はどう
なりますか。

図３　動物に使用する抗菌薬の規制の概要
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