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• 家畜、養殖魚、ペットの病気の治療など、
動物の健康を守るために使用。

• 医薬品医療機器等法に基づき、農林水産大
臣が承認。

• 投薬には、獣医師による診察等が必要。
• 家畜・養殖魚については使用基準（使用で

きる動物種、使用できる量、使用してはな
らない時期など）等に沿った使用が義務。

動物用医薬品

• 飼料中の栄養成分の有効利用により、家
畜の健全な発育を促すために使用。

• 飼料安全法に基づき、農林水産大臣が効
果及び安全性が確認されたものの中から
必要最小限の範囲で指定。

• 規格・基準（使用できる畜種、飼料中の
濃度、使用してはならない時期など）に
沿った使用が義務。

飼料添加物
（家畜用のみ）

農林水産消費安全
技術センター

農林水産省
動物医薬品検査所

動物分野における抗菌剤の使用
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1) 抗菌剤使用量
（販売量）の調査

（全動物種）

3) 野外流行株の
薬剤耐性調査

（食用動物/愛玩動
物）

2) 指標菌・食品
媒介性病原菌の
薬剤耐性調査
（食用動物）

動物用医薬品
製造販売業者他

○☆製薬

健康家畜 病気動物

動物由来細菌の薬剤耐性モニタリング：JVARM
（Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring: 1999～)

＊国としての薬剤耐性モニタリング制度で、1999年度から継続して実施。
＊①動物用抗菌剤の有効性を確認するとともに、②人医療への影響を考慮した薬剤
耐性に関するリスク評価・リスク管理の基礎資料を提供する。
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〇「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016～2020)」
＊2020年度までに実施すべき目標、戦略・成果指標が設定され、毎年進捗状況が評価される
＊NVALは、農林水産分野の基幹検査機関として位置づけられた

JVARMの活動（１）

＜JVARMの耐性菌モニタリング＞
健康動物 (と畜場等)における指標菌/食中毒原因菌（大腸菌、腸球菌他）
都道府県の協力による病性鑑定由来株（サルモネラ、黄色ブドウ球菌他）
愛玩 (伴侶) 動物由来の調査を開始 (2017-)(病気の犬・猫由来大腸菌他、6菌種）
水産動物由来の調査を全ての魚種に拡大 (2017-)
耐性菌の発生・伝播等に関する検討（全ゲノム解析を含む）
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〇ワンヘルスの取り組み
*薬剤耐性対策には、人と食品と動物、国内と国外等、関連分野が連携して取り組むことが重要

＜ワンヘルスアプローチ＞
人医療分野・食品分野との連携（感染症研究所、地方衛生研究所他との共同研究）
動物検疫所との連携（薬剤耐性モニタリングの支援と国内モニタリングとの連携）
国際協力（OIEコラボレーティングセンターとしての活動）

JVARMの活動（２）
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農薬取締法

農薬の安全性
と品質

食品表示法

食品表示の適正化飼料安全法

飼料及び
飼料添加物の
安全性と品質

遺伝子組換え生物の
使用規制
カルタヘナ法ペットフード安全法

ペットフードの
安全性

地力増進法

土壌改良資材
の品質

肥料取締法

肥料の安全性
と品質

JAS法

食品等の品質、
生産の合理化

など

食品安全基本法

食品の安全性FAMICによる一体的な対応

加工・流通・販売 消費生 産土づくり
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農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
-食品の安全と消費者の信頼を確保するシステム-
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食品安全委員会によるリスク評価

平成１５年１２月、食品安全委員会に対し、飼料添加物
（成分が同様な動物用医薬品を含む全２６成分）を家畜に
使用した場合に選択される薬剤耐性菌が、食品を介して人
の健康に与える影響に関する評価（食品健康影響評価）を
依頼。
○ 人用抗生物質と類似した成分 ９成分
○ 家畜専用の成分 １７成分

※ ４成分は評価前に指定取消（１成分は手続き中）。
２成分は評価を踏まえ指定取消。

動物用医薬品については、上記のほか、承認や再審査などの
際に薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価を依頼。



食安委
への評価
依頼数

評価結果 未評価 農水省の
判断で指
定取消

高度 中等度 低度
無視
できる

評価
不要

審議中
審議
予定

26 0 2 0 9 4 3 4 4※

ｺﾘｽﾁﾝ
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱﾏｲｼﾝ

ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系
ﾘﾝ酸ﾀｲﾛｼﾝ

リスクの推定区分 リスク管理措置

高度 指定の取消し

（必要に応じて、指定取消しまでの経過期
間を設定）

中等度

低度

無視できる程度 モニタリングの継続

（参考）食品安全委員会の評価の状況

・中等度の２成分
１．硫酸コリスチン（鶏、豚、牛）
２．バージニアマイシン（鶏、豚）

（注）下線は、動物用医薬品でも承認がある成分

※指定取消手続き中の1成分を含む

抗菌性飼料添加物のリスク管理措置策定指針

・未評価の７成分
１．リン酸タイロシン（豚）
２．亜鉛バシトラシン（鶏、豚、牛）
３．ｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ（鶏、牛）
４．ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ（鶏、豚、牛）
５．スルファキノキサリン（鶏）
６．ビコザマイシン（鶏、豚）
７．ハロフジノン（鶏）
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抗菌性飼料添加物のリスク管理



日 本

獣医師 飼料工場

治療 予防 成長促進

米 国

動物用医薬品

治療 予防 治療
予防
成長促進

獣医師

人医療上重要でな
い抗菌剤はこの区
分での使用可能。

飼料工場

E U

飼料添加物

獣医師

飼料工場

治療 予防 成長促進
（予防）

抗コクシジウム作用業界の自主的な取組と
して、人医療上重要な
抗菌剤について、使用
目的から成長促進を削
除し、獣医師を関与。

動物用
医薬品

動物用
医薬品

飼料添加物
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各国の抗菌剤の利用制度の比較



飼料の安全と分析に関する
①情報収集や情報発信
②国際協調のための協力
③OIE加盟国からの研修生受入や

職員派遣等を通じた技術支援

は、2009年に飼料
安全・分析の分野において世
界で初めてOIEコラボレー
ティング・センターに指定

*OIEコラボレーティング・センターとは、OIEが動物衛生に関連する科学的
知見と技術的支援を得るために認定した検査・研究機関

コラボレーティング・センターとしての活動

は、2010年に動衛研と
共に「アジアにおける家畜疾病の
診断及び防疫と動物用医薬品評
価」に関するコラボレーティン
グ・センターに指定

 アジア地域における動物用医薬品
分野における唯一の認定機関

 アジア地域の動物用医薬品の規制
能力の向上を図るため、

①短期研修会・ワークショップを開催
②アジアの動物薬事に関連する会議への
講師派遣
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＜OIE コラボとしてAMR短期研修会/セミナー (2016-2018)＞
-アジア13ヵ国、25名の獣医療分野の政府機関担当者を対象に-

*薬剤耐性に関連する研修（プレ・アドバンスコース＆アドバンスコース）
*医療分野 (2016)、食品安全分野 (2017)、OIE・FAO事務局 (2018)との
ジョイントセミナー、各国の現状紹介＆グループワーク他

-アジア地域における国際協力の強化-
NVALのOIEコラボとしての活動

＜国際機関の活動への参加・海外の研究機関との連携＞
*OIE/FAO/NVAL/タイのチュラロンコン大学/シンガポール国獣医公衆衛生セン

ターで、アジアのAMR対策支援に向けた協働体制（AMR-OIE/FAO-Ref 
Lab/Co Lab-Network) の検討開始 (2018)

*日中韓AMR-WG (座長国) →東アジアAMRリーディングラボに立候補（2018）
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http://www.famic.go.jp/ffis/feed/

Tel..050（3797）1830
Fax..048（600）2372

-OIEコラボレーティング・センターとしての活動-

＜国際会議＞
2010年 OIEワークショップ開催

＜技術支援＞
2013年、2017年 カビ毒分析研修開催

農林水産消費安全技術センター

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎 検査棟

国際獣疫事務局（OIE）ワークショップ開催
２０１９年１月１５日（火）～１６日（水）
“ 飼料の安全性確保に関するワークショップ ”

OIE Regional Workshop on Animal Feed Safety
15-16 January 2019, Tokyo, Japan

＜情報発信＞
ホームページに有害物質ハザードカード、モ
ニタリング結果、抗菌性飼料添加物検定結果、
法令等の英語版等を掲載
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Thank you 
for your attention

14


	NVALとFAMIC��AMRに関する活動とOIEコラボレーティングセンターとしての地域への貢献
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	　　　　　　 -アジア地域における国際協力の強化-　�　　　　　 　NVALのOIEコラボとしての活動
	スライド番号 13
	スライド番号 14

