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薬剤耐性対策の今を知る会 ～世界の動き、日本の動き～
2018年12月２日（日）13：00～17：00、東京大学弥生講堂一条ホール
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本日お話する内容

１．国際的な動き（全体の俯瞰）

２．WHO, OIE, FAOのTripartiteの取組

３．各国際機関等の取組

（WHO, OIE, IACG, UNEP, Codex）
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１．国際的な動き（全体の俯瞰）
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第71回国連総会AMRハイレベル会合政治宣言
(2016年9月)

・AMR対策のより一層の推進について決議。

組織間連携委員会（IACG）

・上記政治宣言に基づき、AMRについて持続可能かつ効果的な地球規
模の行動を確保するために必要なアプローチについて実用的な指針
を提供するため設置（WHO,OIE,FAOが事務局）。

・WHOグローバルアクションプランを超え、より幅広い対象を取り込むべ
く政治的枠組（条約など）の設立を模索。

WHO グローバルアクションプラン（GAP）
（2015年5月策定、OIE及びFAOも総会で承認）

・次の５つの目標について、加盟国、
WHO事務局、国際及び国内関係機関
がとるべき行動を設定。

①普及啓発・教育
②薬剤耐性の動向調査・監視
③感染予防・管理対策
④抗菌剤の適正使用
⑤研究開発・創薬

国連食糧農業機関（FAO）

・FAO Action Planに基づき、動物・
農業（作物）分野でのAMR対策を
実施。

・知見の集積が遅れている、農業
（作物）分野でのAMRリスクに関
する情報の収集、AMR検査施設

の能力を評価する取組等を実施。

国際獣疫事務局（OIE）

・OIE strategy on AMR and the 
prudent use of antimicrobialsに基づ
き、動物分野でのAMR対策を実施。

・主に、各国における動物分野での抗
菌剤使用量の調査、獣医療分野で
使用されている抗菌剤を代替薬の有
無等の観点から重要度別にリストす
る取組等を実施。

G7新潟農業大臣会合（平成28年４月）、G7伊勢志摩サ
ミット（平成28年５月）

・AMRを主要議題として議論。

・農業大臣宣言では、AMRも議題に含む首席
獣医官フォーラムの設立を宣言。これまでに
２回のフォーラムを開催し、G7間で動物分野
のAMR対策に関する認識を共有。

Codex TFAMR

・食品由来AMRのリスクについて、①AMRの 小化及び抑制のための実施規
範の改定、②AMRの統合的なサーベイランスに関する指針の策定の作業を
実施中。

経済協力開発機構（OECD）

・AMR対策の費用便益分析等を
実施。IACGメンバー。

世界銀行（World bank）

・GAPに基づく対策（代替薬開発等）
への投資を実施。IACGメンバー。

１．国際的な動き（全体の俯瞰）

薬剤耐性対策に関する国際的な動き

国連環境計画（UNEP）

・IACGメンバー。Tripartite（WHO、FAO及びOIE）＋として存在感上昇。
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２．WHO, OIE, FAOのTripartiteの取組
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• 2016年以降毎年実施

• 各国の自己評価

• 結果をウェブ上のデータベースで公表
https://amrcountryprogress.org/

• 2018年７月にはレポートも公表
http://www.who.int/antimicrobial‐resistance/publications/Analysis‐
report‐of‐AMR‐country‐se/en/

２．OIE, FAO, WHOのTripartiteの取組

WHO GAPに基づく各国での対策のフォローアップ調査
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WHO GAPに基づく各国での対策のフォローアップ調査

AMR対策アクションプランの策定状況（2017年調査の結果）

既に策定している国
60%

策定中の国
33%

策定に未着手の国
7%

出典：Monitoring global progress on 
addressing antimicrobial resistance –
Analysis report of the second round of 
results of AMR country self‐assessment 
survey 2018 (2018, FAO/OIE/WHO)

２．OIE, FAO, WHOのTripartiteの取組
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出典：Monitoring global progress 
on addressing antimicrobial 
resistance – Analysis report of the 
second round of results of AMR 
country self‐assessment survey 
2018 (2018, FAO/OIE/WHO)

WHO GAPに基づく各国での対策のフォローアップ調査

２．OIE, FAO, WHOのTripartiteの取組
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畜産主要国における
AMR対策アクションプランの策定状況
（2017年調査の結果）



何らかのAMRサーベイランス

を実施している国
44%

実施していない国
56%

出典：Monitoring global progress on addressing antimicrobial resistance – Analysis report of the second round of results of AMR 
country self‐assessment survey 2018 (2018, FAO/OIE/WHO)

WHO GAPに基づく各国での対策のフォローアップ調査

動物分野のAMRサーベイランスの実施状況人分野のAMRサーベイランスの実施状況

何らかのAMRサーベイランス

を実施している国
68%

実施していない国
32%

環境・作物分野のAMRサーベイランスについては、実施していると回答した国はほとんどなかった

２．OIE, FAO, WHOのTripartiteの取組
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３．各国際機関等の取組
（WHO, OIE, IACG, UNEP, Codex）
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• 医療上重要な抗菌剤（医療分野で使用
されている全ての抗菌剤：MIA）のリスト

• 医療分野で使用されている抗菌剤を、
代替薬の有無等の観点から、重要度別
に区分

CIA: Critically Important Antimicrobials

（うち特に も優先度の高いものが
HPCIA: Highest Priority CIA）

HIA: Highly Important Antimicrobials

IA: Important Antimicrobials

MIA = CIA + HIA + IA

３．各国際機関等の取組

WHOの取組①：

WHO Critically Important 
Antimicrobials for Human Medicine

http://www.who.int/foodsafety/publications/cia2017.pdf 11



• 食用動物での医療上重要な抗菌剤（MIA）の使用についての勧告事項を記載。

３．各国際機関等の取組

WHOの取組②：
WHO Guidelines on use of medically important antimicrobials in

food-producing animals（2017年11月策定）

WHO
分類

内容

強く勧告する
事項

MIA

① 食用動物に対する使用を全体的に削減

② 食用動物に対する成長促進目的での使用を完全に制限

③ 食用動物に対する予防目的での使用（prophylaxis）を制限※１

条件付きで
勧告する事項

CIA
④ 食用動物に対するまん延防止目的での使用（metaphylaxis）を

制限※２

HPCIA ⑤ 食用動物の治療に使用しない※２

※１ 獣医師が感染症の拡大リスクが高いと判断し、 近実施された感受性試験の結果を踏まえた場合を除く。また、人医療上極めて重要な
抗菌剤（CIA）は、当該抗菌剤が唯一の治療の選択肢であることが確認された場合にのみ使用。

※２ 当該抗菌剤が唯一の治療の選択肢であることが も 近実施された感受性試験により確認される場合を除く。
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OIEの取組①：
OIE list of antimicrobial agents of veterinary importance

• 獣医療上重要な抗菌剤リスト（2018
年５月改訂）

• 獣医療分野で使用されている抗菌
剤を、代替薬の有無等の観点から、
重要度別に区分してリスト

VCIA: Veterinary Critically Important 
Antimicrobial Agents

VHIA: Veterinary Highly Important 
Antimicrobial Agents

VIA: Veterinary Important 
Antimicrobial Agents

３．各国際機関等の取組
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OIEの取組①：
OIE list of antimicrobial agents of veterinary importance

• 獣医療上重要な抗菌剤リスト（勧告事項）

○ 成長促進関連
・リスクアナリシス無しでの抗菌剤の食用動物への成長促進目的での使用は、抗菌剤の慎重使用とは解さ

れない。

・フルオロキノロン、第３、４世代セファロスポリン及びコリスチンについては、早急に成長促進目的での使用

を禁止すべき。

・HPCIAは、各国で成長促進目的での使用を段階的に廃止する際の 優先の抗菌剤とすべき。

○ 予防的使用関連
・フルオロキノロン、第３・４世代セファロスポリン及びコリスチンについて、

‐ 臨床症状を呈していない動物に経口的に予防的に使用しない。

‐ （正当化される場合を除き）第１次選択薬として使用せず、第２次選択薬としての使用も、理想的には細菌

学的検査の結果に基づく。

○ 適応外使用関連
・フルオロキノロン、第３・４世代セファロスポリン及びコリスチンの適応外使用は、代替手段が無い場合に限
定するとともに、国内法に沿って使用。

・ヒト医療でのみ使用されている抗菌剤の適応外使用や新規承認には、ヒト医療での抗菌剤の有効性の確
保の観点から、特段の配慮がなされるべき。

３．各国際機関等の取組
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• OIE加盟国の動物分野での抗菌剤使用状況をモニター

• これまでに２回報告書が公表

• 第３回報告書は本年末に公表予定

３．各国際機関等の取組

OIEの取組②：
抗菌剤使用（AMU）調査

第１回報告書（2016年）
（2013年のデータ）

第２回報告書（2017年）
（2014年のデータ）
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OIEメンバー国143国
（全180国の79%）と

非メンバー国3国の

計146国が提出した

情報をとりまとめた

もの



３．各国際機関等の取組

OIEの取組②：
抗菌剤使用（AMU）調査

使用量のデータを

OIEに提出した国
73%

提出しなかった国
27%

出典： OIE Annual report on antimicrobial agents intended for use in animals 2nd report (2017, OIE)

抗菌剤使用量データ
のOIEへの提出状況

抗菌剤使用量の地域別の状況
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３．各国際機関等の取組

成長促進目的での使用

を認めていない国
59%

成長促進目的での使

用が行われている国

41%

OIEの取組②：
抗菌剤使用（AMU）調査

成長促進目的で使用されている抗菌剤 成長促進目的での抗菌剤使用の規制状況

成長促進目的での使用規制の地域別の状況
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出典： OIE Annual report on antimicrobial agents intended for use in animals 2nd report (2017, OIE)



• 第71回国連総会（2016年９月）のAMRに関するハイレベル会合で
採択された政治宣言に基づき設置。

• AMRについての持続可能かつ効果的な地球規模の行動を確保す
るために必要なアプローチについて実用的な指針を提供すること
が目的。

• WHO, OIE, FAOが事務局。メンバーは関係機関※13名と専門家15
名。

※WHO, OIE, FAO, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, OECD, UNAIDS, 
UNEP, Unitaid, UNICEF, World Bank, WCO, WIPO, WTO

• 第73回国連総会期間中に国連事務総長が報告する勧告案を作成
中。

• GAPを超え、より幅広い対象を取り込むべく政治的な枠組み（条約
など）の設立を模索中。

３．各国際機関等の取組

IACG（Interagency coordination group）の取組
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UNEPの取組
３．各国際機関等の取組
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出典： FRONTIERS 2017 Emerging Issues 
of Environmental Concern (2017, UNEP)

• Tripartite +として、存在
感が増しつつある。

• 2017年に公表されたレ
ポートの中で、環境に関
する６つの懸念事項の１
つとしてAMRを紹介。

• 環境中の耐性菌が作物に
付着し人に伝播するリスク
については、Codexで議
論。



Codexの取組
３．各国際機関等の取組

１．AMRの 小化及び抑制のための実施規範（2005年策定）の改訂

改訂の方向性

 食品に由来するAMR対策のためのリスクベースの手引きを作成
 適用範囲の拡大・明確化（食用動物→家畜、作物、水産養殖）
 フードチェーン全体を網羅（生産者～消費者）
 段階的な実施

２．AMRの統合的なサーベイランスに関する指針の新規策定

策定の方向性

 食品に由来するAMRの統合的なサーベイランスを計画･実施するための指針を作成
 加盟国間でデータの比較分析が可能となるようサーベイランスの統一を推進
 薬剤耐性と抗菌剤使用に関するサーベイランス

 分野横断的な統合的なサーベイランス※

※ 統合的なサーベイランス：フードチェーン全体をカバーするものであって、薬剤耐性と抗菌剤使用につい
て、検体のサンプリング、検査、データの報告等を統一された方法で行うとともに、全てのデータを統合的
に分析すること

 段階的な実施
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国際機関のAMR関連のページ

• OIE
http://www.oie.int/en/scientific‐expertise/veterinary‐products/antimicrobials/

• FAO
http://www.fao.org/antimicrobial‐resistance/jp/

• WHO
http://www.who.int/antimicrobial‐resistance/en/

• Codex
http://www.fao.org/fao‐who‐
codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=TFAMR&session=6

• IACG
http://www.who.int/antimicrobial‐resistance/interagency‐coordination‐group/en/
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http://oie‐antimicrobial.com/
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