
耐性菌と抗菌薬適正使用の最前線（Ⅱ）

厚生労働省健康局結核感染症課課長補佐
髙　倉　俊　二

（聞き手　大西　真）

AMR対策アクションプラン

　大西　髙倉先生、AMR（薬剤耐性）
対策アクションプランについてうかが
いたいと思います。
　AMR対策アクションプランの策定
に至るまでの国際的な経緯から教えて
いただけますか。
　髙倉　薬剤耐性、AMRというのは、
1980年代後半から1990年代にかけて、
例えばMRSAや、欧米ではVRE、そう
いった耐性菌による院内感染が問題に
なり、医療の現場では随分と以前から
問題視されていました。これがその後、
いわゆる市中の感染症の患者さんにも
見られるようになったり、この耐性を
誘導する抗微生物薬の使用はヒトだけ
の問題ではないといったような研究成
果も続々出てくるようになり、世界で
取り組まなければならない問題だとい
う認識が、2000年以降、特に2010年ぐ
らいから高まってきました。そういう
中で、2015年にWHOが薬剤耐性に対
して世界で取り組もうというグローバ
ルアクションプランを策定しました。
これが国際社会から注目される、たい

へん大きな契機になったと思われます。
　その後、日本で行われた伊勢志摩サ
ミットと同じ年に行われた、G７の保
健大臣会合などでもAMRが大きな国
際課題として取り上げられるようにな
って、WHOおよびサミットでの動き
に呼応するかたちで、各国がおのおの
の国での薬剤耐性対策のアクションプ
ランを策定する流れになってきたので
す。そういう経緯を受けまして、2016
年４月に日本の厚生労働省、農林水産
省をはじめとした関係省庁が集まって、
内閣の主導のもとで日本のアクション
プランが策定されました。
　大西　国際的に非常に重要な課題と
いうことで、全世界的に取り組まなけ
ればいけないのですね。
　髙倉　そうですね。
　大西　具体的にアクションプランに
は幾つかの目標があるとうかがってい
ますが、それを教えていただけますか。
　髙倉　日本のアクションプランは６
つの分野に対して目標を立てています。
　１番目が普及・啓発や教育です。

AMRの問題は、一般の方々にはちょ
っと理解が難しいところがあります。
その対策の重要性も含めて、十分に普
及・啓発していかないといけないとい
うことです。
　２番目が動向調査あるいは監視です。
実際にAMRの状況が各国あるいは世
界あるいは医療以外の分野も含めて、
どういう状況にあるのか。その誘因と
なっている抗微生物薬の使用状況はど
うか、といったことをモニタリングし
なければいけないのです。
　３番目は感染予防・管理です。先ほ
ど薬剤耐性菌は最初に医療現場で問題
になったと申し上げましたが、医療現
場における感染対策はもちろん、一般
の方に関しても、手指衛生や咳エチケ
ット、あるいは予防のためのワクチン
の接種といったことも同時に普及して
いかないと対策が進まないだろうと、
この目標になっています。
　４番目、こちらは医療現場の方にた
いへん重要になってくるポイントとし
て、抗微生物薬の適正使用があります。
医療分野あるいは農業、畜・水産業の
分野のおのおので抗微生物薬が使用さ
れていますが、基本的には、当然のこ
とながら、患者さんの治療や動物への
医療の目的で必要になってくるもので
す。しかしある意味、効果がたいへん
優れた薬剤なので、どうしても現場の
人間としては使い過ぎてしまう。やや
もすると必要でないところにも念のた

めと使ってしまう。そういう傾向があ
ります。したがって抗微生物薬をより
厳密に、必要な方に必要なものだけを
使うということを徹底していくという
のが適正使用の考え方です。
　５番目が研究開発です。抗微生物薬
は20世紀にはたいへん多く開発されて
実用化されてきましたが、2000年を越
えたあたりから研究開発にかなりブレ
ーキがかかってきているのです。これ
は様々な原因が考えられるのですが、
結果的には新たな薬剤の開発が明らか
に滞っている。日本だけでなく、世界
的な状況なのです。ですので、今後も
まだ我々を悩ませるであろう薬剤耐性
菌の感染症治療に対し、有効な薬の開
発が追いついていかないと、今後も問
題は拡大するばかりだということから、
目標になっています。
　６番目、これは日本が独自に策定し
た目標で、国際協力です。先ほどAMR
は世界的な問題だと申しましたが、も
ちろん先進国の間でも研究開発を含め
て協力を強くしていかないといけませ
ん。しかしいわゆる開発途上国におい
ても、医療システムや医薬品に関する
行政、その他が未熟なために、薬剤耐
性の問題がより拡大しやすいような状
況があります。こういったところに先
進国がリーダーシップを取り、周辺の
国々も巻き込みながら、同じ方向に向
かって対策を進めなければならない、
これも一つ目標に掲げています（表）。
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　以上が日本のAMR対策アクション
プランの６つの目標となっています。
　大西　先ほどの４つ目の目標との関
連ですが、現場では抗菌薬の適正使用
に具体的にどう取り組んでいったらい
いか。そのあたりについて少し詳しく
お話しいただけますか。
　髙倉　アクションプランをつくると
きに、現在の日本の状況が調査された
のですが、その結果、日本の医療分野
で使われている抗菌薬、抗微生物薬の
およそ９割がいわゆる外来で処方され
ている経口抗菌薬であることがわかり
ました。もう１点わかったことは、そ
の中で日本はほかの国と比較したとき
に広域抗菌薬の使用の割合がたいへん
高いということです。
　大西　第三世代のセフェムとか、今
問題になっていますよね。
　髙倉　はい。第三世代のセフェム、
あるいはフルオロキノロン、マクロラ
イドといったような薬です。まず抗微
生物薬による薬剤耐性菌への影響を少
しでも少なくするために、使用量を少
なくしないといけない。一方で医療に
おいて感染症治療の効果はしっかりと
保たないといけない。これらのことか
ら必要以上に使っている「以上」の部
分をいかに安全に減らしていくかが課
題になってくるのです。
　そこで、先ほど日本の状況で問題と
思われる、外来で抗菌薬が必要以上に
使われているであろう領域にまずは照

準を絞って、必要な場合と、そうでな
い場合をどうすれば見分けられるのか
を解説、広く現場の方々に知ってもら
わなければいけない。そういう考え方
で「抗微生物薬適正使用の手引き」と
いうものを作成して、2017年、公表し
て広く配布したところです。
　大西　単なる感冒でついつい予防的
に抗生剤を出すことがありますよね。
第三世代だとかなり効くのではないか
と思って、使ってしまいがちです。現
場の教育が非常に重要になりますが、
なかなかたいへんだと思うのですが。
　髙倉　いわば習慣になってしまって
いる部分も多少なりともあると思うの
です。医師も、念のためにとの処方に
どうしてもいきやすい。一方、患者さ
んも抗菌薬を出してもらうと安心感が
ある。そういう相互作用的なかたちで
習慣化している部分が、すべてではな
くても、一定の程度であると思います。
そこで、医療者に対する教育や啓発も
当然必要ですが、国民の皆様にも広く
この問題を知っていただいて、抗菌薬
は相互の理解のもとで必要なときだけ
に限る、そういう方向で啓発を進めて
いこうとしています。
　大西　最後に、ワンヘルスの観点も
今重要だといわれていて、ヒトだけで
はなく、動物や環境、そういうものも
絡んでくるのですね。
　髙倉　そうですね。動物の領域でも、
病気になった家畜の治療の目的での使

表　AMR対策アクションプラン（2016〜2020）

１．普及・啓発・教育
　・1.1　国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及・啓発活動の推進
　・1.2　関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

２．動向調査・監視
　・2.1　医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化
　・2.2　医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握
　・2.3　畜・水産、獣医療等における動向調査・監視の強化
　・2.4　 医療機関、検査機関、行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の

標準化と検査機能の強化
　・2.5　ヒト、動物、食品、環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施

３．感染予防・管理
　・3.1　医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進
　・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
　・3.3　薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

４．抗微生物製剤の適正使用
　・4.1　医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進
　・4.2　畜・水産、獣医療等における動物用抗菌性物質の慎重な使用の徹底

５．研究開発
　・5.1　 薬剤耐性の発生・伝播機序および社会経済に与える影響を明らかにする

ための研究の推進
　・5.2　 薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤の適正

使用に関する研究の推進
　・5.3　 感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する研究開発の

推進
　・5.4　新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究および産学官連携の推進
　・5.5　 薬剤耐性の研究および薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療

法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

６．国際協力
　・6.1　薬剤耐性に関する国際的な施策に係る日本の主導力の発揮
　・6.2　 薬剤耐性に関するグローバル・アクションプラン達成のための国際協力

の展開

（2016年４月５日　国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議）
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　以上が日本のAMR対策アクション
プランの６つの目標となっています。
　大西　先ほどの４つ目の目標との関
連ですが、現場では抗菌薬の適正使用
に具体的にどう取り組んでいったらい
いか。そのあたりについて少し詳しく
お話しいただけますか。
　髙倉　アクションプランをつくると
きに、現在の日本の状況が調査された
のですが、その結果、日本の医療分野
で使われている抗菌薬、抗微生物薬の
およそ９割がいわゆる外来で処方され
ている経口抗菌薬であることがわかり
ました。もう１点わかったことは、そ
の中で日本はほかの国と比較したとき
に広域抗菌薬の使用の割合がたいへん
高いということです。
　大西　第三世代のセフェムとか、今
問題になっていますよね。
　髙倉　はい。第三世代のセフェム、
あるいはフルオロキノロン、マクロラ
イドといったような薬です。まず抗微
生物薬による薬剤耐性菌への影響を少
しでも少なくするために、使用量を少
なくしないといけない。一方で医療に
おいて感染症治療の効果はしっかりと
保たないといけない。これらのことか
ら必要以上に使っている「以上」の部
分をいかに安全に減らしていくかが課
題になってくるのです。
　そこで、先ほど日本の状況で問題と
思われる、外来で抗菌薬が必要以上に
使われているであろう領域にまずは照

準を絞って、必要な場合と、そうでな
い場合をどうすれば見分けられるのか
を解説、広く現場の方々に知ってもら
わなければいけない。そういう考え方
で「抗微生物薬適正使用の手引き」と
いうものを作成して、2017年、公表し
て広く配布したところです。
　大西　単なる感冒でついつい予防的
に抗生剤を出すことがありますよね。
第三世代だとかなり効くのではないか
と思って、使ってしまいがちです。現
場の教育が非常に重要になりますが、
なかなかたいへんだと思うのですが。
　髙倉　いわば習慣になってしまって
いる部分も多少なりともあると思うの
です。医師も、念のためにとの処方に
どうしてもいきやすい。一方、患者さ
んも抗菌薬を出してもらうと安心感が
ある。そういう相互作用的なかたちで
習慣化している部分が、すべてではな
くても、一定の程度であると思います。
そこで、医療者に対する教育や啓発も
当然必要ですが、国民の皆様にも広く
この問題を知っていただいて、抗菌薬
は相互の理解のもとで必要なときだけ
に限る、そういう方向で啓発を進めて
いこうとしています。
　大西　最後に、ワンヘルスの観点も
今重要だといわれていて、ヒトだけで
はなく、動物や環境、そういうものも
絡んでくるのですね。
　髙倉　そうですね。動物の領域でも、
病気になった家畜の治療の目的での使

表　AMR対策アクションプラン（2016〜2020）

１．普及・啓発・教育
　・1.1　国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及・啓発活動の推進
　・1.2　関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

２．動向調査・監視
　・2.1　医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化
　・2.2　医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握
　・2.3　畜・水産、獣医療等における動向調査・監視の強化
　・2.4　 医療機関、検査機関、行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の

標準化と検査機能の強化
　・2.5　ヒト、動物、食品、環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施

３．感染予防・管理
　・3.1　医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進
　・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
　・3.3　薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

４．抗微生物製剤の適正使用
　・4.1　医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進
　・4.2　畜・水産、獣医療等における動物用抗菌性物質の慎重な使用の徹底

５．研究開発
　・5.1　 薬剤耐性の発生・伝播機序および社会経済に与える影響を明らかにする

ための研究の推進
　・5.2　 薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤の適正

使用に関する研究の推進
　・5.3　 感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する研究開発の

推進
　・5.4　新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究および産学官連携の推進
　・5.5　 薬剤耐性の研究および薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療

法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

６．国際協力
　・6.1　薬剤耐性に関する国際的な施策に係る日本の主導力の発揮
　・6.2　 薬剤耐性に関するグローバル・アクションプラン達成のための国際協力

の展開

（2016年４月５日　国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議）
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用は当然ですが、飼育されている環境
の中で感染症が起こった場合、おそら
くヒトの領域より広がりやすいので、
独特の使用法があると思います。使わ
れている薬の量や種類などは随分と違
いますし、農業の分野を含めて、でき
るだけヒトの耐性菌への影響の少ない
ものに限定していく。そういった動き
は以前からありますので、これらをこ
のアクションプランでさらに進めてい
っていただこうとしています。
　一方、環境のほうですが、動物・環
境・ヒトという微生物が伝わってしま
う危険性はあるのですが、その相互関

係は、まだ厳密にはわかっていない部
分がたいへん多いので、まずどのよう
な状態、動向にあるのかという調査、
研究をもう少し進めながら、リスク評
価・リスク管理の観点を持ち、最終的
にヒト・医療・動物・環境の各分野そ
れぞれで、最終的なヒトへの影響が少
なくなるような方策を考えていく必要
があります。
　大西　重要な視点ですね。
　髙倉　それがワンヘルスの考え方で
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　Autoreactive T effector memory differentiation mirrors β cell func-
tion in type 1 diabetes.
　Yeo L, Woodwyk A, Sood S, Anna Lorenc A, Eichmann M, Pujol-
Autonell I, Melchiotti R, Skowera A, Fidanis E, Dolton GM, Tungatt K, 
Sewell AK, Heck S, Saxena A, Beam CA, Peakman M. 
　J Clin Invest. 128 (8) : 3460〜3474, 2018.

　１型糖尿病では、β細胞自己抗原に対して特異性のある細胞障害性CD8＋T細
胞が膵島内に存在し、インスリン産生β細胞を破壊していることが示唆されてい
る。一方、末梢血中に検出されるβ細胞反応性のCD8＋T細胞と疾患の関連性や
β細胞機能との関係は知られていない。
　ここで、我々は、複数の循環血液中β細胞反応性CD8＋T細胞サブセットを追
跡し、１型糖尿病診断直後からβ細胞機能を縦断的に２年間測定した。我々は、
CD57を発現しているβ細胞特異的なエフェクターメモリーCD8＋T細胞の変化が、
12歳以下の患者でCペプチドの変化と正に相関することを見いだした。自己反応
性CD57＋エフェクターメモリーCD8＋T細胞は、CD57－カウンターパートと比較
して、亢進したエフェクター機能（グランザイムBの高発現、キラー特異的37kDa
蛋白とCD16、およびCD28の発現低下）と関連しており、ネットワーク関連モデ
リングはβ細胞反応性CD57＋エフェクターメモリーCD8＋T細胞サブセットの動
態が強く連鎖していることを示していた。
　このように、循環中のCD57＋エフェクターメモリーサブセット中のβ細胞特異
的CD8＋T細胞の協調的変化は、１型糖尿病における機能的インスリン予備能を
反映しており、免疫モニターの方法と機序に基づいた免疫療法の標的を提供して
いる。

糖尿病シリーズ（526）

東北医科薬科大学若林病院名誉院長／同健診センター所長

佐　藤　　譲
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