
第6.10章 獣医療における抗菌剤の責任ある慎重使用

資料４
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OIEコードの改正プロセス

OIE総会（毎年５月）にて採決 国際基準

コード委員会から案の提示

採択予定案の提示

コード委員会・アドホックグループにおける検討

加盟国からのコメント

コード委員会における検討

コメント受付案の提示

現状

①2022.9 一次案提示

加盟国からのコメント
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「獣医療における抗菌剤の責任ある慎重使用」章の構成

第1条 本章の目的と範囲

第2条 責任ある慎重使用の目的

第3条 所管当局の責務

第4条 抗菌剤を含む動物用医薬品に関する

動物医薬品業界の責務

第5条 卸売・健全な小売業者の責務

第6条 獣医師の責務

第7条 動物飼料製造業者の責務

第8条 食用動物の飼育者、所有者および飼育係の責務

第9条 【新設】非食用動物の飼育者、所有者および

飼育係の責務

関
係
者
の
責
務
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検討の経緯

2014年 OIE総会は、「Responsible and prudent use of antimicrobial 
agents in veterinary Medicine (Chapter 6.10）」を採択。

2019年２月 コード委は、本章の改正を決定。ただし、コーデックス委員会
での「AMR の最小化及び抑制のための実施規範（CXC 61-
2005）」の議論が行われていることから、その終了を待って、
ワーキンググループで、本章の改正を議論することとした。

2021年10月 コード委は、ワーキンググループのサブグループでの改正の草
案作成作業を承認。

2021年11月 コーデックス委員会総会で、「AMR の最小化及び抑制のための
実施規範（CXC 61-2005）」を採択。

2022年１-６月 サブグループは、改正の草案を作成。

2022年８月 ワーキンググループで、草案を検証。

2022年９月 コード委で、草案を修正。

2022年11月 コード委は、草案を加盟国に提示し、方針についての意見を照
会。

2023年５月以降 OIE総会での採択を予定。
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改正コード案のポイント①

✓目的に対象範囲（Scope）が追記され、対象範囲が明確化
された。また、目的に、薬剤耐性リスクを最小限に抑える
ことが明記された（第１条）。

✓現行コードにない非食用動物まで対象範囲（Scope）を拡
大（第１条）。これに伴い、非食用動物の飼養者
（owner）に関する項目を新設（第９条）。

✓抗菌剤の責任ある慎重使用のために、実質的な対策と推奨
事項の実施が期待されていたが、今般、措置（measure）
の実施と厳格化（第２条）

✓所管当局は、
• 抗菌剤使用による動物に関連する環境への影響評価
• 抗菌剤使用量のモニタリングの実施
• 研究や取集すべき知見について具体的内容の言及

などへの対応が求められることとなる（第３条）
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改正コード案のポイント②

✓獣医師は、抗菌剤の使用に際し、
• 抗菌剤以外の選択肢を検討すること、
• 必要に応じて、使用前に微生物検査を行うこと、
• さらに、OIEの獣医療上重要な抗菌剤リストを考慮する

とともに、WHOの非常に重要な抗菌剤のリストに配慮
することなど、

より細かい事項が求められることとなる（第６条）。

✓ 現行では、食用動物については生産者の責務となっていた
が、今般、生産に関わる者が具体的に明記、具体的には育
種者、所有者及び飼育者とされた（第８条）。

62



新旧対照表 -第１条 (Article 6.10.1.) - 目的・範囲①

改正案 現行

Purpose and scope

This document provides guidance for the 
responsible and prudent use of antimicrobial 
agents in veterinary medicine for treatment, 
control and prevention of diseases in food and 
non-food producing animals, with the aim of 
protecting both animal and human health as 
well as minimising and containing 
antimicrobial resistance risks in the relevant 
animal environment, as part of a One Health 
approach.

Purpose 

This document provides guidance for the 
responsible and prudent use of antimicrobial 
agents in veterinary medicine, with the aim of 
protecting both animal and human health as 
well as the environment. 

目的・範囲
この文書は、動物と人間の両方の健康を保護す
るとともに、ワンヘルス・アプローチの一環と
して、動物に関連する環境における薬剤耐性リ
スクを最小限に抑え、抑制することを目的とし
て、食品生産動物および非食品生産動物におけ
る疾病の治療、管理および予防のための獣医療
における抗菌剤の責任ある慎重使用に関するガ
イダンスを提供する。

目的
この文書は、動物と人間の両方の健康と環境を
保護することを目的として、獣医学における抗
菌剤の責任ある慎重な使用に関するガイダンス
を提供します。

※下線部は変更点 63



新旧対照表 -第１条 (Article 6.10.1.) – 目的・範囲②

※下線部は変更点

改正案 現行

It defines the respective responsibilities of the 
Competent Authority and stakeholders such 
as the veterinary pharmaceutical industry, 
veterinarians, animal feed manufacturers, 
distributors, and animal breeders, owners and 
keepers, who are involved in any or all of the 
following activities: regulatory approval, 
production, control, importation, exportation, 
sales, advertising, distribution and use of 
veterinary medicinal products containing 
antimicrobial agents. 

It defines the respective responsibilities of the 
Competent Authority and stakeholders such 
as the veterinary pharmaceutical industry, 
veterinarians, animal feed manufacturers, 
distributors and food animal producers who 
are involved in the authorisation, production, 
control, importation, exportation, distribution 
and use of veterinary medicinal products 
(VMP) containing antimicrobial agents. 

これは、所管当局と、次の活動のいずれか又は
すべてに関与する動物用医薬品業界、獣医師、
動物飼料製造業者、流通業者、動物育種者、所
有者および飼育者などの関係者のそれぞれの責
任を定義する：抗菌剤を含む動物用医薬品の規
制当局の承認、製造、管理、輸入、輸出、販売、
広告、流通および使用。

これは、所管当局と抗菌剤を含む動物用医薬品
の認可、製造、管理、輸入、輸出、流通および
使用に関与する動物用医薬品業界、獣医師、動
物飼料製造業者、流通業者および食用動物生産
業者などの関係者のそれぞれの責任を定義して
います。
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新旧対照表 -第１条 (Article 6.10.1.) – 目的・範囲③

改正案 現行

Responsible and prudent use is determined by
taking into account the specifications detailed 
in the relevant regulatory approval when 
antimicrobial agents are administered to 
animals and is part of good veterinary and 
animal husbandry practices. All measures to 
prevent infectious animal diseases contribute 
to a decreased need of using antimicrobial 
agents in animals, thus reducing the risk for 
development of antimicrobial resistance.

Responsible and prudent use is determined 
taking into account the specifications detailed 
in the marketing authorisation and their 
implementation when antimicrobial agents 
are administered to animals and is part of 
good veterinary and good agricultural practice. 

（抗菌剤を含む動物用医薬品の）責任ある慎重
使用は、動物に抗菌剤が投与され、良好な獣医
療および動物飼養の実践の一部である場合に、
関連する規制当局の承認を考慮して決定される。
感染性動物疾病を予防するためのあらゆる手段
は、動物に抗菌剤を使用する必要性の減少に寄
与し、薬剤耐性の発生リスクを低減する。

（抗菌剤を含む動物用医薬品の）責任ある慎重
使用は、動物に抗菌剤が投与され、良好な獣医
療および農業慣行の実践の一部である場合に、
販売承認とその実施を考慮して決定される。

※下線部は変更点 65



新旧対照表 -第２条 (Article 6.10.2.) – 責任ある適正使用の目的①

改正案 現行

Objectives of responsible and prudent use
Responsible and prudent veterinary medical 
use of antimicrobial agents includes 
implementing measures intended to improve 
animal health and animal welfare while 
preventing or reducing the selection, 
emergence and spread of antimicrobial-
resistant bacteria and resistance determinants 
in animals, humans and the relevant animal 
environment; such measures include:

Objectives of responsible and prudent use

Responsible and prudent use includes 
implementing practical measures and 
recommendations intended to improve 
animal health and animal welfare while 
preventing or reducing the selection, 
emergence and spread of antimicrobial-
resistant bacteria in animals and humans. 
Such measures include: 

（抗菌剤の）責任ある慎重使用の目的
抗菌剤の責任ある慎重な獣医療での使用には、

動物、人及び動物に関連する環境における薬剤
耐性菌及び耐性決定因子の選択、出現及び拡散
の防止又は減少をさせつつ、動物の健康及び動
物福祉を改善することを目的とした措置を実施
することが含まれる；そのような措置には以下
が含まれる。

（抗菌剤の）責任ある慎重使用の目的
（抗菌剤の）責任ある慎重な使用には、動物

およびヒトにおける薬剤耐性菌の選択、出現、
拡散を防止または削減をしながら、動物の健康
と動物福祉を改善することを目的とした実際的
な対策と推奨事項の実施が含まれる； そのよう
な措置には以下が含まれる。

※下線部は変更点 66



新旧対照表 -第２条 (Article 6.10.2.) – 責任ある適正使用の目的②

改正案 現行

1) ensuring the responsible and prudent use
of antimicrobial agents with the purpose of
optimising both their effectiveness and
safety in animals;

2)（略）

3) preventing or reducing transfer of resistant
micro-organisms or resistance determinants
within animal populations, between animals,
humans, and the relevant animal
environment;

4), 5)（略）

1) ensuring the rational use of antimicrobial
agents in animals with the purpose of
optimising both their efficacy and safety;

2) （略）

3) preventing or reducing the transfer of
resistant micro-organisms or resistance
determinants within animal populations,
the environment and between animals and
humans

4), 5)（略）

1) 抗菌剤の有効性及び安全性の双方を最適化
することを目的として、動物における抗菌剤
の責任ある慎重使用を確実にすること;

2) （略）
3) 動物群内、動物、人及び動物に関連する環

境との間での耐性微生物又は耐性決定因子の
伝播を防止又は減少させること;

4), 5)（略）

1) 有効性と安全性の両方を最適化する目的で、
動物における抗菌剤の合理的な使用を確実に
すること；

2) （略）
3) 動物群内、環境内、及び動物とヒトの間の

耐性微生物又は耐性決定因子の伝達の防止ま
たは減少させること；

4), 5)（略）

※下線部は変更点 67



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務①

改正案 現行

The Competent Authority should design and oversee the implementation of the relevant part of their National 
Action Plan. The Competent Authority in cooperation with animal health, plant health, and public health 
professionals should adopt a One Health approach to promote the responsible and prudent use of antimicrobial 
agents as an element of a national strategy to minimise and contain antimicrobial resistance. Furthermore, the 
Competent Authority should allocate budgetary resources for the design and implementation of the relevant 
part of their National Action Plan including communication strategies. The Competent Authority should also 
conduct regular monitoring and evaluation of the National Action Plan. National Action Plans should 
incorporate best management practices, including disease prevention and control measures, biosecurity 
policies and development of animal health programmes to reduce the burden of animal disease thereby 
reducing the need for antimicrobial use. As part of National Action Plans for antimicrobial resistance, the 
Competent Authority should ensure that surveillance for antimicrobial use and antimicrobial resistance in the 
animal health sector are in place and should work closely together with human, plant and environmental 
sectors on the harmonisation, analysis and integration of surveillance across sectors.
National Action Plans should include recommendations to relevant professional organisations as appropriate to 
develop evidence-based, species or sector-specific antimicrobial use guidelines.

所管当局は、国家行動計画の関連部分の実施を設計し、監督すべきである。所管当局は、動物の健康、植物の健康及び
公衆衛生の専門家と協力して、薬剤耐性を最小化し、封じ込めるための国家戦略の要素として、抗菌剤の責任ある慎重
使用を促進するために、ワンヘルス・アプローチを採択すべきである。さらに、所管当局は、コミュニケーション戦略
を含む国家行動計画の関連部分の設計及び実施のための予算資源を配分すべきである。また、所管当局は、国家行動計
画の定期的な監視及び評価を行うべきである。国家行動計画には、動物の疾病の負担を軽減し、それによって抗菌剤の
使用の必要性を減らすために、疾病の予防と管理措置、バイオセキュリティ政策、動物の健康プログラムの開発を含む
最善の管理慣行を組み込むべきである。薬剤耐性に関する国家行動計画の一部として、所管当局は、動物衛生分野にお
ける抗菌剤使用および薬剤耐性に関するサーベイランスを確実に実施すべきであり、分野を超えたサーベイランスの調
和、分析および統合に関して、人、植物および環境分野と密接に協力すべきである。
国家行動計画には、エビデンスに基づいた、動物種又はセクター別の抗菌剤使用ガイドラインを作成するために、必要
に応じて、関連する専門家組織への勧告を含めるべきである。

※下線部は変更点 68



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務②

改正案 現行

2. Regulatory approval
（略）
An evaluation of the risks and benefits to both 
animals and humans resulting from the use of 
antimicrobial agents in animals should be carried 
out. The evaluation may focus on each individual 
antimicrobial agent and the findings from one 
agent should not be generalised to the 
antimicrobial class to which the particular active 
ingredient belongs. Guidance on use should be 
provided for all target species, route of 
administration, dosage regimen (dose, dosing 
interval and duration of the treatment), and
withdrawal period as relevant. 

1. Marketing authorisation
（略）
An evaluation of the potential risks and benefits 
to both animals and humans resulting from the 
use of antimicrobial agents, with particular focus 
on use in food-producing animals, should be 
carried out. The evaluation should focus on each 
individual antimicrobial agent and the findings 
should not be generalised to the antimicrobial 
class to which the particular active ingredient 
belongs. Guidance on usage should be provided 
for all target, route of administration, dosage 
regimens, withdrawal period and different 
durations of treatment that are proposed. 

抗菌剤の使用から生じる動物と人の両方に対する
リスクと利益の評価を行うべきである。評価は
個々の抗菌剤に焦点を当てるべきであり、一つの
薬剤の所見を特定の有効成分が属する抗菌剤の系
統に一般化すべきではない。全ての対象種、投与
経路、用法・用量（投与量、投与間隔及び治療期
間）及び休薬期間について、適宜使用上のガイダ
ンスを示すこと。

食用動物での使用に特に焦点を当てて、抗菌剤の
使用に起因する動物とヒトの両方に対する潜在的
なリスクと利益の評価を実施する必要がある。 評
価は個々の抗菌剤に焦点を当てるべきであり、所
見を特定の有効成分が属する抗菌剤の系統に一般
化すべきではない。 全ての対象種、投与経路、投
薬計画、休薬期間、およびさまざまな治療期間に
ついて、使用上のガイダンスを提供する必要があ
る。

※下線部は変更点 69



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務③

改正案 現行

4. Assessment of therapeutic efficacy
a) Preclinical trials
i) Preclinical trials should:
（略）
‒ establish an appropriate dosage regimen and 

route of administration necessary to ensure 
the therapeutic efficacy of the antimicrobial 
agents and limit the selection of antimicrobial 
resistance. Pharmacokinetic and 
pharmacodynamic data and models can assist 
in this appraisal. Such data together with 
clinical data could be used by independent 
experts to establish clinical breakpoints per 
animal species, antimicrobial agent and 
pathogen combination.

3. Assessment of therapeutic efficacy
a) Preclinical trials
i) Preclinical trials should:
（略）
– establish an appropriate dosage regimen (dose,

dosing interval and duration of the treatment)
and route of administration necessary to
ensure the therapeutic efficacy of the
antimicrobial agents and limit the selection of
antimicrobial resistance. Pharmacokinetic and
pharmacodynamic data and models can assist
in this appraisal.

4.治療効果判定
a) 前臨床試験
i) 前臨床試験は以下を行うべきである。
（略）
‒ 抗菌剤の治療効果を確保し、薬剤耐性の選択を制限す

るために必要な、適切な投与法と投与経路を確立する。
薬物動態学的、薬力学的データ及びモデルは、この評価
に役立つ。このようなデータと臨床データを組み合わせ
ることで、独立した専門家が動物種、抗菌剤、病原体の
組み合わせごとの臨床的ブレークポイントを確立するこ
とができる。

3. 治療効果判定
a) 前臨床試験
i) 前臨床試験は以下を行うべきである。
（略）
- 抗菌薬の治療効果を確保し、薬剤耐性の選択を制限す

るために必要な適切な投与計画（投与量、投与間隔、お
よび治療期間）と投与経路を確立する。 薬物動態、薬
力学のデータ及びモデルは、この評価に役立つ。

※下線部は変更点 70



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務④

改正案 現行

5. Assessment of the potential of antimicrobial
agents to select for resistance

（略）
For this assessment the following may be 
considered:
a) the concentration of active antimicrobial

agents and, where appropriate, active
metabolites in the gut of the animal (where
the majority of pathogenic and commensal
bacteria reside) at the defined dosage level;

b) the antimicrobial activity of the antimicrobial
agents and metabolites in the intestinal 
environment;

4. Assessment of the potential of antimicrobial
agents to select for resistance

（略）
For this the following may be considered: 

a) the concentration of either active
antimicrobial agents or metabolites in the gut
of the animal (where the majority of potential
foodborne pathogenic agents reside) at the
defined dosage level;

5.抗菌剤の耐性選択可能性の評価
（略）
この評価では、以下を考慮することができる。
a) 定められた投与量における、動物の腸内

（病原性及び常在菌の大部分が存在する場
所）における活性のある抗菌剤及び必要に応
じて活性代謝物の濃度;

b) 腸内環境における抗菌剤と代謝物の抗菌活
性;

4. 抗菌剤の耐性選択可能性の評価
（略）
これについては、以下を考慮することができる。
a) 定められた投与量における、動物の腸内（潜
在的な食品媒介病原体の大部分が存在する場
所）における活性のある抗菌剤または代謝物
の濃度;

※下線部は変更点 71



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務⑤

改正案 現行

c) the pathway for human exposure to
antimicrobial resistant microorganisms and
antimicrobial residues in the environment;

d) the presence of and potential for co-
resistance and cross-resistance;

e) the intrinsic and pre-existing, baseline level
of resistance in the pathogenic, commensal
and food-borne bacteria of human health
relevance in both animals and humans.

b) pathway for the human exposure to
antimicrobial resistant microorganisms;

c) the degree of cross-resistance;

d) the intrinsic and pre-existing, baseline level
of resistance in the pathogenic agents of
human health concern in both animals and
humans.

c) 環境中の薬剤耐性微生物と抗菌剤残留物に
対する人の曝露経路;

d) 共耐性及び交差耐性の存在と可能性;
e) 動物と人の両方において、人の健康との関

連性がある病原菌、常在菌、食物媒介性菌に
内在又は既存の耐性に関するベースラインレ
ベル。

b) 抗菌薬耐性微生物への人の曝露の経路;

c) 交差耐性の程度
d) 動物とヒトの両方における、人の健康に懸念

のある病原体の内在又は既存の耐性に関する
ベースライン レベル。

※下線部は変更点 72



新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責任⑥

改正案 現行

6. Establishment of clinical breakpoints
In order to interpret the result of a 
susceptibility test, there is a need for clinical 
breakpoints for each bacteria-antimicrobial-
animal species combination. Those clinical 
breakpoints should be established by 
independent experts. 

6. 臨床的ブレイクポイントの確立
感受性試験の結果を解釈するためには、細菌

-抗菌薬-動物種の組み合わせごとに臨床的ブレ
イクポイントが必要である。これらの臨床的ブ
レイクポイントは、独立した専門家によって設
定されるべきである。

※他の文にも臨床的ブレイクポイントの記述あ
り。
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新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務⑦

改正案 現行

8. Assessment of the impact on the relevant animal environment
An assessment of the impact of the proposed antimicrobial use on
risks to the relevant environment should be conducted in accordance
with national or international guidelines.
The Competent Authority should consider the results of an
antimicrobial resistance environmental risk assessment. For both
food and non-food producing animals the following risk factors
should be taken into consideration as appropriate: reuse of
wastewater for irrigation, use of manure, other waste-based
fertilizers for soil fertilization, transfer of antimicrobial resistant genes 
or bacteria in veterinary practice. When a significant antimicrobial 
resistance risk is determined the need for monitoring and 
proportionate risk management measures should be discussed.

6. Protection of the environment
An assessment of the impact of
the proposed antimicrobial use on
the environment should be
conducted.

8. 動物に関連する環境への影響の評価
提案された抗菌剤の使用が関連する環境へのリスクに及ぼす影響に関

する評価は、国内又は国際的なガイドラインに従って実施されるべきで
ある。
所管当局は、薬剤耐性環境リスク評価の結果を考慮すべきである。食

用動物と非食用動物の両方について、必要に応じて以下のリスク要因を
考慮すべきである:灌漑用排水の再利用、糞尿の使用、土壌肥料のための
他の廃棄物ベースの肥料の使用、獣医療における薬剤耐性遺伝子又は細
菌の移行。重大な薬剤耐性リスクがあると判断された場合、モニタリン
グの必要性とそれに見合ったリスク管理措置について検討すべきである。

6. 環境の保護
提案された抗菌剤の使用が環境に与
える影響の評価を実施する必要があ
る。
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新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務⑧

改正案 現行

14. Monitoring of antimicrobial use
The Competent Authority should collate antimicrobial use in a harmonised manner to improve the 
understanding of the extent and trends of antimicrobial use and antimicrobial resistance in animal 
populations at national level and identify areas for further research. The data collected on 
antimicrobial use at country level should: 
a) give an indication of the trends in the use of antimicrobial agents in animals over time and

potential associations with antimicrobial resistance in animals; 
b) help in the interpretation of antimicrobial resistance surveillance data and assist in responding to

problems of antimicrobial resistance in a precise and targeted way;
c) assist in risk management to evaluate the effectiveness of efforts and mitigation strategies;
d) inform risk communication strategies.
The Competent Authority should provide the antimicrobial use data to the ‘Animal Antimicrobial Use 
Global database of the World Organisation for Animal Health’ on a yearly basis.

14.抗菌剤使用のモニタリング
所管当局は、国レベルでの動物群における抗菌剤使用及び薬剤耐性の程度及び傾向の理解を深め、

更なる研究のための領域を特定するために、調和のとれた方法で抗菌剤の使用量を収集すべきであ
る。国レベルで収集された抗菌剤使用に関するデータは以下の通りであるべきである。

a)動物における抗菌剤使用の経時的な傾向と動物における薬剤耐性との潜在的な関連性を示す;
b) 薬剤耐性サーベイランスデータの解釈に役立ち、薬剤耐性の問題に正確かつ的を得た方法で

対応するのを支援する;
c)リスク管理において、取り組みや緩和戦略の有効性を評価するのに役立てる;
d)リスクコミュニケーション戦略に情報を提供する。
所管当局は、抗菌剤使用データを 「国際獣疫事務局の動物における抗菌剤使用に係るグローバル

データベース」 に毎年提供すべきである。
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新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務⑨

改正案 現行

15. Knowledge gaps and research
The Competent Authority should encourage
coordination of public- and industry-funded
research, in the following areas but not
limited to:

12. Research
The relevant authorities should encourage
public- and industry-funded research, for
example on methods to identify and mitigate
the public health risks associated with specific
antimicrobial agent uses, or on the ecology of
antimicrobial resistance.

15.知見のギャップと研究
所管当局は、以下（※）の分野において、公

的及び産業界から資金提供を受けた研究の調整
を奨励すべきであるが、これに限定されない。
（※次スライド参照）

12. 研究
関連当局は、例えば、特定の抗菌剤の使用に

関連する公衆衛生上のリスクを特定して軽減す
る方法、または抗菌薬耐性の生態学に関する、
公的資金および業界資金による研究を奨励する
必要があります。
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新旧対照表 -第３条 (Article 6.10.3.) – 所管当局の責務⑩

改正案 現行

a) improve the knowledge about the mechanisms of action, pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobial agents
to optimize the dosage regimens for veterinary medical use and their effectiveness;

b) improve the knowledge about the mechanisms of transmission, selection, co-selection, emergence and dissemination of
resistance determinants and resistant microorganisms in animal populations and along the food chain;

c) develop practical models for applying the concept of risk analysis to assess the animal and public health concerns linked to
the development of antimicrobial resistance in animals and animal-derived foods;

d) further develop protocols to predict, during the authorization process, the impact of the proposed use of the antimicrobial
agents in animals on the rate and extent of antimicrobial resistance development and spread to animals, humans, plants and 
the environment, following a One Health approach;

e) assess the primary drivers leading to use of antimicrobial agents in animals, and the effectiveness of different interventions to
change behaviour and reduce the need to use antimicrobial agents in animals;

f) develop safe and effective alternatives to antimicrobial agents, new antimicrobial agents, rapid diagnostics, and vaccines for
infectious diseases to reduce the need for antimicrobial use in animals;

g) improve knowledge on the role of the environment on the persistence of antimicrobial agents, and the emergence, transfer
and persistence of antimicrobial resistance determinants and resistant microorganisms resulting from antimicrobial use in 
animals.

a)抗菌剤の作用機序、薬物動態、薬力学に関する知識を向上させ、獣医療用の投与量とその有効性を最適化する;
b)動物群及び食物連鎖における耐性決定因子および耐性微生物の伝播、選択、共選択、出現および伝播のメカニズ

ムに関する知識を向上させる;
c)動物および動物由来食品における薬剤耐性の発生に関連する動物および公衆衛生上の懸念を評価するために、リ
スク分析の概念を適用するための実用的なモデルを開発する;

d) ワンヘルス・アプローチに従い、提案された動物における抗菌剤の使用が、動物、ヒト、植物および環境への抗
菌剤耐性発現および伝播の速度と程度に及ぼす影響を、承認プロセスにおいて予測するためのプロトコルをさら
に開発する;

e)動物における抗菌剤使用につながる主な要因及び行動を変化させ、動物における抗菌剤使用の必要性を減らすた
めの様々な介入の有効性を評価する;

f)動物における抗菌剤使用の必要性を減らすために、安全で効果的な抗菌剤代替品、新しい抗菌剤、迅速診断法、感
染症用ワクチンを開発すること;

g)抗菌剤の持続性に対する環境の役割、および動物における抗菌剤使用に起因する薬剤耐性決定因子および耐性微
生物の出現、伝播および持続性に関する知識を向上させる。
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新旧対照表 -第４条 (Article 6.10.4.) – 動物用医薬品業界の責務①

改正案 現行

2. Marketing and export
For the marketing and export of veterinary
medicinal products containing antimicrobial
agents:
a), b) （略）
c) the pharmaceutical industry should

endeavour to guarantee the availability of 
authorised products and cooperate with the 
Competent Authority to forecast and avoid 
any drug shortage;

d) （略）

2. Marketing and export
For the marketing and export of VMP

containing antimicrobial agents:

a), b) （略）

c) （略）

2. 販売と輸出
抗菌剤を含有する動物用医薬品の販売及び輸出
については、
a), b) （略）
c) 医薬品産業は、承認された製品の入手可能

性を保証するよう努めるべきであり、また、
医薬品不足を予測し回避するために所管当局
と協力すべきである。

d) （略）

2. 販売と輸出
抗菌剤を含有する動物用医薬品の販売及び輸出
については、
a), b)（略）

c) （略）
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務①

改正案 現行

Responsibilities of veterinarians
The veterinarian’s responsibility is to promote 
public health, antimicrobial stewardship, 
animal health and animal welfare, including
detection, diagnosis, prevention and 
treatment of animal diseases. The promotion 
of sound animal husbandry methods, hygiene 
procedures, biosecurity and vaccination 
strategies can help to minimise the need for 
antimicrobial use animals. 

Responsibilities of veterinarians 
The veterinarian's responsibility is to promote 
public health, animal health and animal 
welfare, including identification, prevention 
and treatment of animal diseases. The 
promotion of sound animal husbandry 
methods, hygiene procedures, biosecurity and 
vaccination strategies can help to minimise 
the need for antimicrobial use in food-
producing animals. 

獣医師の責務
獣医師の責務は、動物の疾病の摘発、診断、予
防、治療を含む、公衆衛生、抗菌剤の責任ある
管理、動物の健康、動物福祉を促進することで
ある。健全な動物飼養方法、衛生手順、バイオ
セキュリティ及びワクチン接種戦略の促進は、
動物における抗菌剤使用の必要性を最小限に抑
えるのに役立つ。

獣医師の責務
獣医師の責務は、動物の疾病の特定、予防、治
療などを含む、公衆衛生、動物の健康、動物福
祉を促進することである。 健全な動物飼育方法、
衛生手順、バイオセキュリティ及びワクチン接
種戦略の促進は、食用動物における抗菌剤使用
の必要性を最小限に抑えるのに役立つ。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務②

改正案 現行

The veterinarians should only prescribe 
antimicrobial agents for animals under their 
care. The veterinarian should consider non-
antimicrobial options or alternatives to 
antimicrobials before prescribing 
antimicrobial agents.
Some of the responsibilities described in this 
article may be applicable to veterinary 
paraprofessionals or other suitably trained 
persons according to the national legislation.

Veterinarians should only prescribe 
antimicrobial agents for animals under their 
care. 

獣医師は、自分が治療をしている動物に対して
のみ抗菌剤を処方すべきである。獣医師は、抗
菌剤を処方する前に、抗菌剤以外の選択肢や抗
菌剤の代替品を検討すべきである。
本条に記載されている責務の一部は、国内法に
従って、獣医準専門職又はその他の適切に訓練
された人に適用される場合がある。

獣医師は、自分が治療をしている動物に対して
のみ抗菌剤を処方すべきである。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務③

改正案 現行

1. Pre-requisites for using antimicrobial agents
The responsibilities of veterinarians are to
obtain a detailed history and carry out a proper
clinical examination of the animal(s), taking
appropriate samples for further testing as
necessary. If the provisional or definitive
diagnosis is a microbial infection, then the
veterinarian should:
a) prescribe, dispense or administer

antimicrobial agents only when necessary to
treat, control or prevent infectious diseases in
animals;

1. Use of antimicrobial agents
The responsibilities of veterinarians are to
carry out a proper clinical examination of
the animal(s) and then:

a) administer or prescribe antimicrobial
agents only when necessary and taking
into consideration the OIE list of
antimicrobial agents of veterinary
importance;

1.抗菌剤使用の前提条件
獣医師の責務は、動物の詳細な履歴を取得し、

適切な臨床検査を実施し、必要に応じて適切なサ
ンプルを採取し、さらなる検査を行うことである。
暫定的又は確定的な診断が微生物感染症である場
合、獣医師は以下を行うべきである。
a) 動物の感染症の治療、管理又は予防のために、

必要な場合にのみ抗菌剤を処方、調剤又は投与
する;

1. 抗菌剤の使用
獣医師の責務は、動物の適切な臨床検査を

実施し、獣医師は、以下を行うべきである。

a) 必要な場合にのみ抗菌薬を投与又は処方
し、獣医学的に重要な抗菌薬の OIE リスト
を考慮に入れる。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務④

改正案 現行

b) avoid using antimicrobial agents routinely to
compensate for inadequate animal husbandry
practices;

c) take into consideration the OIE List of Antimicrobial
Agents of Veterinary Importance and follow science-
based species or sector-specific antimicrobial use
guidelines for responsible and prudent use when
available and follow the principles of antimicrobial
stewardship;

b) 不適切な動物飼養慣行を補うために抗菌剤を日常的
に使用することを避ける;

c) OIEの獣医療上重要な抗菌剤リストを考慮し、責任あ
る慎重使用のため、科学的根拠に基づく動物種又は分
野別の抗菌剤使用ガイドラインがある場合はそれに従
い、抗菌剤の責任ある管理の原則に従うこと。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務⑤

改正案 現行

d) make an appropriate choice of antimicrobial
agent based on clinical experience and
available diagnostic laboratory information
(pathogenic agent isolation, identification and
antimicrobial susceptibility testing);

e) provide a detailed treatment protocol,
including precautions and withdrawal period (if
applicable), especially when prescribing extra-
label or off-label use;

f) appropriate supportive therapy, which may, for
example, include fluid therapy, segregation 
from other animals, administration of anti-
inflammatory or analgesic agents.

b) make an appropriate choice of antimicrobial
agents based on clinical experience and
diagnostic laboratory information (pathogenic
agent isolation, identification and antibiogram)
where possible;

c) provide a detailed treatment protocol,
including precautions and withdrawal times,
especially when prescribing extra-label or off-
label use.

d) 臨床経験と利用可能な診断検査情報（病原体の
分離、同定、抗菌剤感受性試験）に基づいて抗
菌剤を適切に選択する;

e) 特に、適応外使用（extra-label or off-label use）を
処方する場合には、注意事項および休薬期間
（該当する場合）を含む詳細な治療プロトコル
を提供する。

f) 例えば、輸液療法、他の動物からの隔離、抗炎
症剤又は鎮痛剤の投与などを含む適切な支持療
法を行う。

b) 可能であれば、臨床経験と診断検査情報 （病原
体の分離、同定、および抗菌剤感受性試験） に
基づいて抗菌剤を適切に選択する。

c) 特に、適応外使用（extra-label or off-label use）を
処方する場合は、注意事項および休薬時期を含
む詳細な治療プロトコルを提供する。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務⑥

改正案 現行

2. Choosing antimicrobial agents
The effectiveness of the treatment is based
on:
a) （略）

b) diagnostic laboratory information
(pathogenic agent isolation, identification
and antimicrobial susceptibility testing);

c) pharmacodynamics properties of the
selected antimicrobial agent, including the
activity towards the pathogenic agents
involved;

2. Choosing antimicrobial agents
a) The expected efficacy of the treatment is

based on:
i) （略）

ii) diagnostic laboratory information
(pathogenic agent isolation, identification
and antibiogram);

iii) pharmacodynamics including the activity
towards the pathogenic agents involved;

2. 抗菌剤の選択
有効性は以下に基づいている。

a)（略）
b) 診断検査施設からの情報（病原体の分

離、同定、抗菌剤感受性試験）;
c) 対象となる病原体に対する活性を含む、

選択された抗菌剤の薬力学的特性;

2. 抗菌剤の選択
a) 期待される治療効果は、以下に基づい

ている。
i)（略）
ii) 診断検査情報（病原体の分離、同定、

および抗生物質検査）;
iii) 関与する病原体に対する活性を含む

薬力学;
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務⑦

改正案 現行

d), e)（略）;

f) the epidemiological history relevant to the
animal or animals being treated, particularly
in relation to the antimicrobial resistance
profiles of the pathogens involved.

iv), v)（略）

vi) the epidemiological history of the rearing
unit, particularly in relation to the
antimicrobial resistance profiles of the
pathogenic agents involved.

d), e)（略）;
f) 特に関係する病原体の薬剤耐性プロファイ

ルに関連して、治療されている動物に関連す
る疫学的履歴。

iv), v)（略）
vi) 特に関係する病原体の薬剤耐性プロファイル

に関連して、飼育単位の疫学的履歴。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務⑧

改正案 現行

Should a first-line antimicrobial treatment 
fail or should the disease recur, an 
investigation should be undertaken to 
reassess the circumstances including 
reviewing the diagnosis and then formulate 
and implement a new treatment plan, 
which may or may not include another 
antimicrobial agent.

Should a first-line antimicrobial treatment 
fail or should the disease recur, a second 
line treatment should be based on the 
results of diagnostic tests. In the absence of 
such results, an appropriate antimicrobial 
agent belonging to a different class or sub-
class should be used. 

第一選択の抗菌剤の治療が失敗した場合、又は
疾病が再発した場合は、診断の見直しを含む状
況の再評価を行うための調査を行い、別の抗菌
剤を含むかどうかに関わらず新しい治療計画を
策定して実行する必要がある。

一次選択の抗菌薬の治療が失敗した場合、又は
疾病が再発した場合は、二次治療は診断検査の
結果に基づいて行う必要がある。 そのような結
果がない場合は、別のクラスまたはサブクラス
に属する適切な抗菌剤を使用する必要がある。
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新旧対照表 -第６条 (Article 6.10.6.) – 獣医師の責務⑨

改正案 現行

In particular situations, a veterinarian may 
treat animals empirically, before an accurate 
diagnosis and antimicrobial susceptibility 
testing results are available, to prevent the 
development of clinical disease and for 
reasons of animal welfare.
Combinations of antimicrobial agents may be 
used to increase therapeutic effectiveness but 
only when scientifically supported.

In emergencies, a veterinarian may treat 
animals without recourse to an accurate 
diagnosis and antimicrobial susceptibility 
testing, to prevent the development of clinical 
disease and for reasons of animal welfare. 

b) Use of combinations of antimicrobial
agents should be scientifically supported.
Combinations of antimicrobial agents may be
used for their synergistic effect to increase
therapeutic efficacy or to broaden the
spectrum of activity.

特定の状況下では、臨床疾患の発生を予防又は
動物福祉の観点から、正確な診断と抗菌剤感受
性試験の結果が出る前に、獣医師が動物を経験
的に基づき治療することがある。
抗菌剤の併用は、治療効果を高めるために行わ
れることがあるが、それは科学的に裏付けられ
た場合に限られる。

緊急時には、臨床疾患の発生を予防又は動物福
祉の観点から、正確な診断と抗菌剤感受性試験
に頼ることなく、獣医師が動物を治療すること
があります。
b) 抗菌剤の併用は、科学的に支持されるべきで

ある。 抗菌剤の併用は、治療効果を高めたり、
活性のスペクトルを広げたりして、それらの
相乗効果のために行われるがある。
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改正案 現行

3. Appropriate use of the selected veterinary medicinal product containing antimicrobial
agents
（略）

When prescribing, dispensing or administering a veterinary medicinal product containing 
antimicrobial agents intended for veterinary medical use to an individual or a group of 
animals to treat, control or prevent infectious disease as defined in Chapter 6.9, the 
veterinarian should give specific consideration to their categorisation in the OIE List of 
Antimicrobial Agents of Veterinary Importance as well as to the WHO List of Critically 
Important Antimicrobials. Preference should be given to the least important antimicrobial 
agent as categorised by WHO that is appropriate for use. 
The veterinarian should ensure that instructions for the administration of the product are 
clearly explained and understood by the food animal breeder, owner or keeper.

3. 
Appropriat
e use of 
the VMP
containing 
antimicrob
ial agents
chosen
（略）

3. 選択された抗菌剤含有動物用医薬品の適正使用
（略）

第6.9章で定義されている感染症の治療、管理又は予防のために、個体又は動物群に対して、獣
医学的使用を目的とした抗菌剤を含む動物用医薬品を処方、調剤又は投与する場合、獣医師は、
OIEの獣医療上重要な抗菌剤のリストおよびWHOの非常に重要な抗菌剤のリストにおける分類に
特別な考慮を払う必要がある。WHOによって分類された最も重要性の低い抗菌剤で、使用に適し
たものを優先すべきである。
獣医師は、製品の投与に関する指示が明確に説明され、食用動物の育種者、所有者又は飼育者

によって理解されていることを確認する必要がある。

3. 選択され
た抗菌剤含
有動物用医
薬品の適正
使用
（略）

新旧対照表 -第6条 (Article 6.10.6) – 獣医師の責務⑩
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改正案 現行

The use of compounded veterinary medicinal 
products containing antimicrobial agents and 
extra-label or off-label use of registered 
veterinary medicinal products containing 
antimicrobial agents should be limited to 
circumstances where an appropriate 
registered product is not available and should 
take into account recommendations provided 
in the OIE List of Antimicrobial Agents of 
Veterinary Importance. 

The use of compounded VMP containing 
antimicrobial agents and extra-label or off-
label use of registered VMP containing 
antimicrobial agents should be limited to 
circumstances where an appropriate 
registered product is not available. 

抗菌剤を含む動物用医薬品の使用、および抗
菌剤を含む登録動物用医薬品の適応外使用
（extra-label or off-label use）は、適切な登録製
品が入手できない状況に限定されるべきであり、
OIEの獣医療上重要な抗菌剤リストに記載され
ている推奨事項を考慮する必要がある。

抗菌剤を含む動物用医薬品の使用、および抗
菌剤を含む登録動物用医薬品の適用外使用
（extra-label or off-label）は、適切な登録製品が
入手できない状況に限定されるべきである。

新旧対照表 -第6条 (Article 6.10.6) – 獣医師の責務⑪
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改正案 現行

4. Recording of data
Records of veterinary medicinal products containing
antimicrobial agents should be kept in conformity
with the national legislation. Records should include
the following, as appropriate:
a) name of the veterinary medicinal products;
b) quantities used in animals or supplied to each

establishment or animal breeder, owner or
keeper;

c) route of administration;
d) animal species;
e) number of animals treated;
f) clinical condition treated;

4. Recording of data
Records on VMP containing antimicrobial agents
should be kept in conformity with the national
legislation. Information records should include the
following:

a) quantities of VMP used per animal species
b) a list of all VMP supplied to each food-producing

animal holding;

4. データの記録
抗菌剤を含む動物用医薬品の記録は、国内法に準拠

して保持されるべきである。記録には、必要に応じて
次の情報を含める必要がある。
a) 動物用医薬品の名称;
b) 動物に使用される量か、各飼育施設又は動物育種

者、所有者又は飼育者に供給される量;
c) 投与経路;
d) 動物種;
e) 治療した動物の数;
f) 治療された臨床状態;

4. データの記録
抗菌剤を含む動物用医薬品の記録は、国内法に準拠

して保持されるべきである。情報記録には、必要に応
じて次の情報を含める必要がある。

a) 動物の種類ごとに動物に使用される量か、各飼育
施設又は動物育種者、所有者又は飼育者に供給され
る動物用医薬品の量;

b) 各食用動物の飼育に供給されるすべての動物用医
薬品のリスト;

新旧対照表 -第6条 (Article 6.10.6) – 獣医師の責務⑫
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改正案 現行

Responsibilities of animal feed manufacturers 
1. The manufacturing and supply of

medicated feed containing antimicrobial
agents to farmers keeping food-producing
animals by animal feed manufacturers
should be allowed only on the prescription
of a veterinarian. Alternatively, such
medicated feed may be prescribed by other
suitably trained persons authorised to
prescribe veterinary medicinal products
containing antimicrobial agents in
accordance with the national legislation.

Responsibilities of animal feed manufacturers
1. The supply of medicated feed containing

antimicrobial agents to farmers keeping
food-producing animals by animal feed
manufacturers should be allowed only on
the prescription of a veterinarian.
Alternatively, such medicated feed may be
prescribed by other suitably trained
persons authorised to prescribe VMP
containing antimicrobial agents in
accordance with the national legislation
and under the supervision of a veterinarian.

飼料製造業者の責任
1.動物飼料製造業者による、食用動物を飼養す

る農家への抗菌剤を含む薬剤添加飼料の製
造・供給は、獣医師の処方箋のみで許可され
るべきである。あるいは、当該薬剤添加飼料
は、国の法律に従い、抗菌剤を含む動物用医
薬品を処方する権限を与えられた、他の適切
に訓練された者によって処方されることがあ
る。

飼料製造業者の責任
1. 動物飼料製造業者による、食用動物を飼養す

る農家への抗菌剤を含む薬剤添加飼料の供給
は、獣医師の処方箋のみで許可されるべきで
ある。あるいは、当該薬剤添加飼料は、国の
法律に従い、獣医師の監督の下で、抗菌剤を
含む動物用医薬品を処方する権限を与えられ
た、他の適切に訓練された者によって処方さ
れることがある。

新旧対照表 -第7条 (Article 6.10.7) – 飼料製造業者の責務①
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改正案 現行

2. Keep detailed records for medicated feed
and premixes for a suitable period of time
according to national legislation.

3.-5. （略）

6. Feed manufacturers should participate in
training programmes as defined in point 13
of Article 6.10.3.

2. The regulations and recommendations on
the responsible and prudent use of VMP
containing antimicrobial agents should be
reinforced by animal feed manufacturers
who should keep detailed records.

3.-5. （略）

2. 国内法に従い、適切な期間、薬剤添加飼料お
よびプレミックスの詳細な記録を保管する。

3.-5. （略）
6. 飼料製造業者は、第6.10.3条の13項に定義

された研修プログラムに参加すべきである。

2. 抗菌剤を含む動物用医薬品の責任ある慎重
使用に関する規制と勧告は、詳細な記録を保
持すべき動物飼料製造業者によって強化され
るべきである。

3.-5. （略）

新旧対照表 -第7条 (Article 6.10.7) – 飼料製造業者の責務②
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改正案 現行

Responsibilities of food animal breeders, 
owners and keepers
1. Food animal breeders, owners and

keepers, with the assistance and guidance
of a veterinarian, are responsible for

implementing animal health and animal
welfare programmes, including biosecurity
and good husbandry practices on their
farms in order to reduce the need for the
use of antimicrobial agents in animals, and
to promote animal health and food safety.

Responsibilities of food animal producer

1.Food animal producers, with the assistance
and guidance of a veterinarian, are
responsible for implementing animal health
and animal welfare programmes on their
farms in order to promote animal health
and food safety.

食用動物の育種者、所有者及び飼育者の責務
1.食用動物の育種者、所有者及び飼育者は、獣
医師の支援と指導を受けて、動物への抗菌剤
の使用の必要性を減らし、動物の健康と食品
の安全性を促進するために、農場でのバイオ
セキュリティと優れた飼養慣行を含む動物の
健康と動物福祉プログラムを実施する責務が
ある。

食用動物の生産者の責務
1. 食用動物の生産者は、獣医師の支援と指導

を受けて、動物の健康と食品の安全性を促
進するために、農場での動物の健康と動物
福祉プログラムを実施する責務がある。

新旧対照表 -第8条 (Article 6.10.8) – 食用動物育種者等の責務①
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改正案 現行

2. Food animal breeders, owners and
keepers should:

a), b), c), d)（略）; 
e) use veterinary medicinal products

containing antimicrobial agents only on the
prescription and under the supervision of a
veterinarian, veterinary paraprofessional or
other suitably trained person in accordance
with the national legislation;

2) Food animal producers should:

a), e), d), e)（略）
b) use VMP containing antimicrobial agents

only on the prescription of a veterinarian or
other suitably trained person authorised to
prescribe VMP containing antimicrobial
agents in accordance with the national
legislation and under the supervision of a
veterinarian;

2. 食用動物育種者、所有者及び飼養者は以下
を行うべきである。

a), b), c), d)（略）
e) 抗菌剤を含む動物用医薬品を、処方箋と、

国の法律に従って獣医師、獣医準専門職、又
はその他の適切に訓練された人の監督下での
み使用する;

2. 食用動物の生産者は以下を行うべきである。

a), e), d), e)（略）
b) 抗菌剤を含む動物用医薬品を、国の法律に

従って、抗菌剤を含む動物用医薬品を処方す
る権限が与えられた獣医師やその他の適切に
訓練された人の処方箋と、獣医師の監督下で
のみ使用する;

新旧対照表 -第8条 (Article 6.10.8) – 食用動物育種者等の責務②
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改正案 現行

f) ,g)（略）;
h) use veterinary medicinal products

containing antimicrobial agents within the
expiry date and dispose of unused and
expired surplus veterinary medicinal
products containing antimicrobial agents
under conditions safe for the environment
according to the SPC or equivalent, or
relevant national legislation;

c), f) （略）;
g) use VMP containing antimicrobial agents

within the expiry date and dispose of unused
and expired surplus VMP containing
antimicrobial agents under conditions safe
for the environment;

f), g)（略）;
h) 抗菌剤を含む動物用医薬品を有効期限内に

使用し、未使用および期限切れの抗菌剤を含
有む余剰の動物用医薬品を、SPC又は同等物、
又は関連する国の法律に従って、環境に安全
な条件下で廃棄する。

c), f)（略）;
g) 抗菌剤を含む動物用医薬品を有効期限内に

使用し、未使用および期限切れの抗菌剤を含
む余剰の動物用医薬品を、環境に安全な条件
下で廃棄する。

新旧対照表 -第8条 (Article 6.10.8) – 食用動物育種者等の責務③
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改正案 現行

i) ensure that only medicated premixes
containing antimicrobial agents from 
authorised sources are added to feed at a 
dose and duration appropriate for the 
target animal species and purpose of use as 
permitted by the medicated premix label or 
a veterinary prescription when preparing 
medicated feed on-farm; 

j)（略） h)（略）

i) 農場で薬剤添加飼料を調製する際には、認
可された供給源からの抗菌剤を含む薬用プレ
ミックスのみが、薬用プレミックスのラベル
又は獣医療の処方箋によって許可された対象
動物種および使用目的に適した用量および期
間で飼料に添加されることを確実にする;

j)（略） h)（略）

新旧対照表 -第8条 (Article 6.10.8) – 食用動物育種者等の責務④
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改正案 現行

k)（略）
i) - iii)（略）

iv) identification of the animal or group of
animals, and the number of animals to
which the antimicrobial agent was
administered;

v)（略）

vi) dose regimen;
vii-ix)（略）

x) suspected adverse events;
l) （略）

i)（略）
i) – iii)（略）

iv) identification of the animal or group of
animals to which the antimicrobial agent
was administered;

v)（略）

vi) dosage;
vii) – ix)（略）

j)（略）

k)（略）
i) – iii)（略）
iv) 動物又は動物群の識別及び抗菌剤を投与

した動物の数;
v)（略）
vi) 投与量方法;
vii) – ix)（略）
x) 疑われる有害事象;

l)（略）

i)（略）
i) – iii)（略）
iv) 抗菌剤を投与した動物又は動物群の識別;

v)（略）
vi) 投与量方法;
vii) – ix)（略）

j)（略）
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改正案 現行

Responsibilities of breeders, owners and keepers of non-food producing animals
Animal breeders, owners and keepers, with the assistance and guidance of a 
veterinarian, are responsible for the health and welfare of their animals and should:
1) implement the wellness plans and preventative health plans recommended by

their veterinarian;
2) strictly follow their veterinarian’s recommendations and ensure that if any, the

administration of veterinary medicinal products containing antimicrobial agents 
follows the veterinary prescription;

3) avoid administering over the counter, leftover and expired human and animal
antimicrobials agents to their animals;

4) inform their veterinarian or veterinary paraprofessional of the administration of
any additional medicinal products than those prescribed by the veterinarian during 
the consultation;

5) inform their veterinarian of any observed lack of response or other adverse
effect.

非食用動物の育種者、所有者及び飼養者の責務
動物の育種者、所有者及び飼養者は、獣医師の援助及び指導を受けて、その動物の健康及び福祉に責任

を負うものとし、以下を行うべきである。
1) 獣医師が推奨するウェルネスプランと予防健康プランを実施する;
2) 獣医師の勧告に厳密に従い、もしあれば、獣医師による処方に従って抗菌剤を含む動物用医薬品の投

与が行われることを保証する;
3) 市販薬（OTC薬）、残った、期限切れの人および動物用抗菌剤の動物への投与を避ける;
4) 診察中に獣医師が処方した医薬品以外の追加の医薬品の投与については、獣医師又は獣医準専門職に

知らせる;
5) 観察された反応の欠如又はその他の有害作用を獣医師に知らせる。

新旧対照表 -第9条 (Article 6.10.9) – 非食用動物育種者等の責務①
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（参考）薬剤耐性菌について

⚫抗菌剤と薬剤耐性菌の歴史
1929年、イギリスのフレミング博士がブドウ球菌の培養中にアオカビ
がブドウ球菌の発育を抑制することを発見（ペニシリンの発見）し、
1943年から臨床応用。

細菌感染症に劇的な治療効果

抗菌剤の開発耐性菌の発見

ペニシリン
ペニシリン耐性菌

しかし、1940年には既にペニシリンに対する耐性菌
が・・・？

薬剤耐性菌は、抗菌剤を使わなくても自然に存在

抗菌剤の不適切な使用など

抗菌剤により
死滅（感受性菌）

抗菌剤があっても
生存・増殖（薬剤耐性菌）

薬剤耐性菌が感染症を
引き起こすと、抗菌剤
が効かないとして問題
に
・・・
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薬剤耐性対策アクションプラン（2016.4.5関係閣僚会議決定）
内容：WHOの国際行動計画を踏まえ、関係省庁・関係機関等が

ワンヘルス・アプローチの視野に立ち、協働して集中的に
取り組むべき対策をまとめたもの

期間：今後５年間（2016～2020）

（※）新型コロナウイルス感染症の発生に伴い2022年度末まで延長

構成：次の６つの分野の目標ごとに、戦略や具体的な取組等を盛り込む
①普及啓発・教育 ②動向調査・監視 ③感染予防・管理
④適正使用 ⑤研究開発・創薬 ⑥国際協力

薬剤耐性対策アクションプランの概要
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動物でもAMR対策する必要があるの？

食品 環境

ヒト

動物

食品を介して人へと耐性
菌が伝播し、医療での抗
菌剤の効き目に影響する
可能性

動物分野の治療時におけ
る抗菌剤の効き目に影響

・人や動物に使用され、排出された
抗菌剤や耐性菌が環境中で維持・
拡散される可能性

・環境中に排出された耐性菌がヒト
や動物に動的に影響する可能性

ヒトと動物の間で耐性菌
が行き来する可能性

ヒト、動物、環境を一体のものとする、
ワンヘルスという考え方で対策する必要がある。

ワンヘルス

動物

ヒト
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③ 感染予防・管理

② 動向調査・監視

① 普及啓発・教育

• 畜水産関連の生産者団体等と意見交換

• 普及・啓発ツールの作成

• 獣医系大学学生への普及・啓発（2019年度～）

• 各種業界誌等にリーフレットや記事を掲載

• 人医療分野との連携強化、ﾜﾝﾍﾙｽ動向調査報告書の公表（2017年度～）

• 愛玩動物及び養殖魚について、全国的な動向調査を開始・強化（2017年度～）

• 愛玩動物分野について、ヒト用抗菌剤の使用実態調査を開始（2017年度～）

• 豚飼養農場におけるMRSA浸潤状況調査を開始（2017年度～）

• 飼養衛生管理の徹底による衛生水準の向上やワクチンの実用化・使用促進等を
通じて、感染症を予防し、抗菌剤の使用機会を削減。

→ 感染症を予防する動物用ワクチン等の開発・実用化のための事業を開始
（2017年度～）

動物分野でこれまで行ってきた薬剤耐性対策①

102



⑥ 国際協力

⑤ 研究開発

④ 適正使用

• 養殖魚への抗菌剤の使用に専門家が関与する
仕組みを導入（2018年１月～）

• 抗菌性飼料添加物について、ヒトの健康への
リスクが無視できると評価されたもの以外については指定を取り消す指針を
決定（2017年３月）し、コリスチン、バージニアマイシン、タイロシン及び
テトラサイクリン系を取り消し

• コリスチンを第２次選択薬化（2018年４月～）

• 農場毎ごとの抗菌剤使用実態の把握と指導体制について、国内外の実態調査等
を踏まえ検討（2017年度～）

• 委託研究プロジェクト「環境への抗菌剤・薬剤耐性菌の拡散量低減を目指した
ワンヘルス推進プロジェクト」開始（2022年度～）

• アジア地域各国のAMR検査担当者を対象とした技術研修・
セミナーを開催（動物医薬品検査所）（2016年度～）
短期研修：13カ国、長期研修：２カ国

・ｺｰﾃﾞｯｸｽ委員会、国際獣疫事務局（OIE）、G7等の取組に積極的に参画し貢献。

動物分野でこれまで行ってきた薬剤耐性対策②
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➢ 動物用抗菌剤を使用すべきかどうかを十分検討した上で、適正使

用(※)により最大の治療効果を上げ、薬剤耐性菌の選択を最小限に

抑えるように使用。

➢ 適正使用(※)よりも、更に注意して抗菌剤を使用。

➢ 実践する上で獣医師と生産者の果たす役割は重要。

慎重使用とは

※ 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よる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。

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
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資料５
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検討中の主なトピック➀

【BSE（第11.4章、第1.8章等）】

• 本年５月の総会で採択が延期され、来年の総会での採択を目指すこととなった。

本年９月、加盟国等からのコメントを検討した結果、改正案を変更し、現在コ

メント照会を実施中。来年２月に改めて議論予定。

【輸出入手続きと獣医証明書の見直し】

• 最新の科学等に基づき、第５部（貿易措置、輸出入手続及び獣医証明）に含ま

れる章が見直される予定。「アニマルウェルフェア」の観点を含めることも検

討される。今後、アドホックグループで具体的な議論・ドラフト作成が始まる

予定。

【口蹄疫（第8.8章）】

• 現在、５回目のコメント照会を実施中。来年２月に改めて議論した上で、来年

の総会で採択に付される予定。

【狂犬病（第8.14章）】

• 来年２月に改めて議論した上で、来年の総会で採択に付される予定。
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検討中の主なトピック②

【採卵鶏生産システムのアニマルウェルフェア（第7.Z章）】

• 本年９月、事務局から、加盟国の異なる見解をよく理解し、解決策を特定す

るための活動の状況について説明があった。委員会は、事務局に対して、次

のステップを検討するため、継続的な情報共有を要請。

【と畜時のアニマルウェルフェア（第7.5章）】

• 本年９月、本章及び関連の定義語に関する加盟国等からのコメントを検討し

た結果、コード委員会は、別途、アドホックグループで検討することを要請。

来年２月の委員会で、同グループの検討結果を議論予定。

【防疫を目的とした動物の殺処分（第7.6章）】

• 本年９月、委員会に対して、アドホックグループによる議論の経過が報告さ

れた。委員会は、更に検討を進め、来年２月に原案を示すように要請。
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検討中の主なトピック➂

【疾病の予防及び制圧】

• 第４部（疾病の予防及び制圧）に、バイオセキュリティに関する新章を追加

予定。今後、アドホックグループで具体的な議論が始まる予定であり、まず

は、新章のアウトラインや範囲を定める作業に注力するとのこと。

• また、既存の死亡動物の処理（第4.13章）、消毒に関する一般的な推奨事項

（第4.14章）の改正にも今後取り組んでいくとしている。

【獣医療における抗菌剤の責任ある慎重使用（第6.10章）】

• 本年９月、AMR作業部会による原案を委員会で議論し、微修正を実施。１次

案として加盟国に対する初回の意見照会を実施中。

【動物の輸送に関するアニマルウェルフェア（第7.2章、7.3章、7.4章）】

• 最新の科学等に基づき、動物の輸送（陸海空）に関するアニマルウェルフェ

ア章（第7.2章、7.3章、7.4章）について、見直しが検討されている。他の

アニマルウェルフェア関連章の作業を優先させるため、具体的な検討はまだ

始まっていない。
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