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ている。耐性菌には元来抗生物質耐性を有
している細菌もあるが，抗生物質によって死

滅せず耐性を持つようになった場合が多い。
=■

抗生物質の不必要な使用が抗生物質耐性菌

増加の主な原因と考えられている。ヒトの抗
生物質の不必要な使用は，不適切な処方，医
薬品の共有，医師の指示通りではない患者側
1．食品の安全と品質
抗菌剤は，細菌， ウイルス，真菌などの微
生物細胞の増殖を抑制し， また死滅させる働
きを持つ。抗生物質は，微生物が他の細菌
を標的として産出する抗菌剤であり，細菌の
細胞膜を溶解もしくは， タンパク質合成や
DNA複製プロセスに影響を及ぼし，細菌の
増殖を阻止し， また死滅させる。抗生物質
には,特定の細菌に対してのみ有効なものも，
幅広い細菌を標的とするものもある。
抗生物質は人の病気治療だけでなく，牛，
豚，家禽，魚などの畜水産物の細菌感染症治
療にも広く使用されている。近年，重篤な
感染症を引き起こす細菌が，抗生物質に対す
る耐性を有するようになってきたことが世
界的に問題となっている。米国疾病対策予
防センター(CDC)によると，米国内で毎年

の服用，風邪やインフルエンザなどのウイル

ス感染に伴う抗生物質の過剰服用などであ
る。米国ではオーガニック農産物における
抗生物質の使用禁止，抗生物質の不適切な使

用に関する消費者教育の実施など， さまざま
な抗生物質耐性菌対策の取り組みが実施され
ている。世界保健機関(WHO)は｢農場経営
者が動物の健康的な成長と病気予防を目的と
した日常的な抗生物質使用をやめるべき」と
提言している。また毎年11月に抗生物質啓
発週間を定め，抗生物質耐性の脅威と防御の
ために適切な抗生物質の処方や服用がいかに

重要であるかをアピールする活動が世界各地
で実施されている。

2.段階的に使用用途を制限
抗生物質は現在，病気と診断された食用
動物の治療，

もしくは流行性感染症発生時

200万人以上が抗生物質耐性菌感染症に罹患

の飼養場における病気拡大阻止の用途に限

し，そのうち少なくとも2万3000人が死亡し

り，獣医師の監督下で使用される。つい最近
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までは，成長促進や飼料効率向上を目的とし

製品から成長促進という効能書きが削除され

た抗生物質の使用もなされていた。米国食

たと発表された。

品医薬品局(FDA)は2012年4月，食肉用家
畜への抗生物質の使用がヒトの医薬品に対す
る抗生物質耐性の上昇を招く可能性を軽減す

3．ナシヨナルアクションプラン(国家行
動計画）

るための産業界向け指針GFI209(Guidance

ホワイトハウスは2015年3月，抗生物質

fbrlndustry209) 「医学的に重要な抗菌
薬の食肉用家畜への適切な使用法」 ("The

耐性菌(CARB:CombatingAntibiotic‑Re‑

JudiciousUseofMedicallylmportant

発表した。同計画は, 2020年までに耐性菌

AntimicrobialDrugsinFood‑Producing
Animals,"inApril2012), さらにGFT209
の付則としてGFI213｢食肉用家畜向け薬用

の発生を抑制し，拡散を食い止め，蔓延を防

飼料および飲料水中に投与する新しい動物用

sistantBacteria)に対する国家行動計画を

止することを目指すものである。実施すべ
き行動は以下の4点。

医薬品と混合薬」 (NewAnimalDrugsand

＊耐性菌に対処するための国家監視体制強化
＊耐性菌を同定するための迅速かつ革新的な試

NewAnimalDrugCombinationProducts

験法の開発と開発された試験法の普及促進

AdministeredinoronMedicatedFeed

＊新たな抗生物質，治療法，

ワクチンの開発

orDrinkingWaterofFood‑Producing

など，耐性菌対策に向けた戦略的研究開発

Animals:RecommendationsforDrug

(R&D)の加速化

SponsorsforVoluntarilyAligning

＊抗生物質耐性の予防，監視，制御，研究開

ProductUseConditionswithGFINo.

発のための国際協力範囲の拡充

209）を発表した。

2013年12月には医薬品

米国保健福祉省(HHS:Departmentof

自主的にGFI209に製

HealthandHumanServices)は, 2017年

メーカーに向けて，

品用途条件を合致させるよう勧告を行った。

ll月の抗生物質啓発週間において，行動計

GFI209は成長促進目的の使用を段階的に廃

画実施最初の2年間の抗生物質耐性菌関連省

止し，獣医師による薬品管理を段階的に取

庁各部門の進捗状況について報告した。同

り入れるというFDAの姿勢を示している。

報告書のハイライトを以下に紹介する。

GFI213は動物用医薬品メーカーに対して，

*CDCは耐性感染症の検出，対処，抑止を

製品表示から成長促進に関する記述を削除

のレベルアップに向け7地域研究所による

し，製品の販売規格を市販薬から処方菱もし

抗生物質耐性ラボラトリーネットワークを

くは獣医師指令(VFD)へ変更し獣医師の管

設立

理下に置くよう求める3年計画をまとめてい

＊米国農務省(USDA)の動物および植物

る。FDAは2015年6月,VFD薬の使用およ

健康検査サービス(USDAIsAnimaland

び流通に関する要件をより実効的にするよう

PlantHealthlnspectionService)

VFD規則を更新。 2017年1月1日にはGFI

トレーニングモジュール23｢動物への抗生

213の実施が完了し，その結果関連するすべ

物質の使用」を含む認可獣医師向け国立獣

ての動物用医薬品会社が84件の動物用医薬

医学認定プログラムを更新

は，

品認可を自主的に取り下げ， 93の経口薬品

＊国立衛生研究所(NIH)は,宿主をターゲッ

を市販薬から処方葵を必要とするステータ

トとした治療薬，微生物ベースの治療薬，

スに変更, 115の飼料添加型薬を市販薬から

バクテリオファージ，

VFD指示書が必要なステータスに変更, 31

イオフィルム阻害剤，抗微生物毒性戦略，
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ファージリジン，バ

45

免疫に基づく治療薬などの抗菌薬耐性診断

に対応した新規アプローチを探る研究に助
RESIS1XNCEA'!『凧.l勘C･｢1corry1l.rmMbodc『ioinIhcir耐"IineS

成金を提供

*FDAは抗生物質耐性を検出するための数種
類の新診断装置の販売を承認，認可，認証
*USDAの農業研究サービスは，

ワクチン，

細菌由来製品，免疫関連製品，植物化学物
質，その他の化学物質や酵素など抗生物質
の代替品に関する研究開発計画を実施
*USDA食品農業研究所は，以下の抗生物質
研究プロジェクトに資金援助を実施
2015年：牛肉製品および酪農生産工程に
おける抗菌管理の自主的遵守に対するプロ
ジェクト
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2016年：抗生物質耐性生態学を調査する
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＝ー■部面卑出型

、

ための新しいアプローチ手法を開発する基
礎研究プロジェクト

抗生物質使用の機会を精選，減少し，

①農業生態系内の耐性病原体の出現,拡散，
持続性を緩和する代替手段
②収稚前・収稚後の抗菌剤抵抗性を軽減す

替法を検討しなければならない」と述べてい

るための重要なコントロールポイント

製品開発を促すことを提言し， ワクチン，診

③革新的な訓練，教育，普及促進リソース
④抗生物質耐性による影響を評価するため

断法，治療薬・抗感染薬の3つの作業部会を
設立。作業部会は，新薬や改良薬の開発を
妨げる45の重要な問題点を特定し， 64の対

の設計方法の検討

る。同計画では，病原性微生物のヒトや動
物に対する抗生物質耐性の増加を抑制する新

処法を提起した。

4.R&Dに対する奨励
HHSは2015年9月，

また代

抗

生物質耐性に対処するため
のプログラムと方針を提言

5.抗生物質耐性はどのようにして発生し，
広がるのか
大統領諮問委員会は2017年9月，

ヒトの健

する｢抗生物質耐性菌と闘

康と動物の健康の両面から抗生物質耐性を見

うための大統領諮問委員

た報告書｢抗生物質耐性と闘うためのワクチ

会｣を設立した。同委員会

ン，診断薬および治療法の開発を促進するた

は2015年3月に｢抗生物質

めの提言｣を公表した◎同報告書では，家畜

耐性菌と闘うための国家行動計画の一次計

の薬剤耐性対策に係わる研究開発のための

画」を発表。その中で｢食用動物に対する抗

官民パートナーシップを推進する「食用動物

生物質の投与が，食中毒菌および医学的環境

疾病医療介入イノベーションに関する国家政

における抗生物質耐性にどれだけ関与してい

策｣の草案作成,USDA内に省庁間イノベー

るかはいまだ定量化されていないが，抗生物

ション研究所を設立することなどが提唱され

質使用を選択することが抗生物質耐性菌を増

ている。また抗生物質の代替として，家畜の

加させているという事実には間違いがない。

細菌およびウイルス性疾患の罹患率を低下さ
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し

せるワクチンの使用を奨励するための資金提
＊ワクチンとアジュバント（ワクチンの働き

これを受けた食用動物関連団体は各々で抗
菌剤使用管理のガイドラインを提示してい
る。例えば，全米牛肉協会(TheNationgl

を助ける物質)の開発を効率的に行うため

CattlemenisBeefAssociation)は，協会の

に必要とされる，生物種間免疫システムに

｢牛肉品質保証プログラム」に｢牛肉生産者の

関する基礎研究

ための抗生物質管理マニュアル｣(Antibiotic

供を以下の項目で実施することを提言した。

＊ウイルス性疾患ワクチンなどを使用するこ

StewardshipfbrBeefProducers)を組み入

とで減少できる抗生物質使用量を推定でき

れた。酪農業界の｢NationalDairyFARM

る手法の研究

＊獣医学および動物科学分野における授業カ

Program」は，抗生物質の賢明で責任ある使
用を実施し， ミルクと肉への動物用医薬品の

リキュラムの改善：生産性と健康のバラン

残留を抑えることを目的とした「ミルクと牛

スをとる疾病予防プログラムの有効性を評

肉の残留医薬品防止リファレンスマニュアル

価できるための教育と研修の機会として

2017｣(MilkandDairyBeefDrugResidue

＊継続的な教育：ヒツジや牛の健康状況を計

PreventionReferenceManual2017)を

画的に評価する研修プログラム

提示している。豚肉については,TheNa‑

動物試験関連の資金援助については，抗生

tionalPorkBoardが｢責任ある抗生物質使

物質使用などに伴うリスクとメリットへの理解

用のための豚肉業界ガイド｣(Porklndustry

を深めるために必要とされる臨床試験に資金
援助することを提言。また，動物の病原菌の

GuidetoResponsibleAntibioticUse)と
その他抗生物質耐性および残留物に関する情

同定や抗菌薬感受性試験を実施している動物

報を提供している。

診断研究所には引き続き資金援助を行う。さ

獣医団体も動物用抗菌剤に関する管理計画

らに研究開発助成として，食用動物の病原菌

を用意している。アメリカ獣医学協会は，特

を迅速に同定する診断薬開発，臨床現場から

定動物種の抗菌剤に係わる管理計画を策定す

の抗菌剤感受性試験結果の迅速な提供， ヒト

る際に考慮すべき基本原則を明確にした｢抗

用に開発された診断プラットフォームを動物

菌管理の定義と基本原則」 (Antimicrobial

に応用するための変換研究，工程管理ツール

StewardshipDefinitionandCorePrinci‑

としての培養によらない迅速微生物検出法の

ples)を発表した。また，米国牛専門獣医師

開発などの研究に資金援助を行うと提言した。

協会は，牛を診断する獣医師を対象とした抗

6.動物管理(AnimaIStewardship)

菌薬適正使用プログラムを設計，実施，監
視するガイドラインを策定するために， 「肉

食糧として生産される動物の管理が注意深

牛および乳牛に係わる獣医師業務における

くかつ責任を持ってマネジメントされてい

抗菌薬適正使用計画実施のための主要要素」

ることが，抗生物質耐性との闘いの重要な

(KeyElementsfbrlmplementingAntimi‑

ポイントとなる｡ CDCは，報告書｢米国に

crobialStewardshipPlansinBovineVet‑

おける抗菌薬耐性の脅威2013｣ (Antibiotic

erinaryPracticesWorkingwithBeefand

ResistantThreatsintheUnitedStates

DairyOperations)を発表した。

2013）において，抗生物質耐性発生の第一

USDAは, FDAの方針変更実施より前に，

要因はヒトの過剰使用であるとしているが，

耐性菌対策を強化してきた。USDA抗生物

同時に家畜や家禽の畜産事業者による適切

質耐性菌行動計画(2015年）において食用動

な抗生物質管理の必要性も強調している。

物における抗菌剤使用の監視強化を求めてお
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り,2016年に養豚場,2017年に肉牛飼育場で，

抗菌剤使用および管理業務についての全国的
なモニタリング研究を実施した。同研究は2
年ごとに実施される予定で，抗菌薬の使用に
関する記録管理，抗菌薬使用決定に獣医師に
助言を求めたか否か，抗菌薬の使用方法とそ
の理由，特定の抗菌薬を使用する手術の割合
などの管理業務をモニタリングしている。

＊感染を引き起こしている薬剤耐性菌の種類
を特定する1種類の迅速診断法

抗生物質耐性菌同定法の開発および抗生
物質の不必要な使用削減のために微生物（ウ
イルス）感染を識別手法に関するコンペ（
theAntimicrobialResistanceDiagnostic

Challenge)は, 2016年9月にNIHと米国生
物医学先端研究開発局(BARDA)によって
立ち上げられた。

7.抗菌イノベーションの推進

コンペは3段階で行われ，

2017年3月には第1段階で74件の応募の中

薬剤耐性菌感染症の新薬開発，迅速な診

からセミファイナリスト10チームが選ばれ，

断法や治療法の開発などの研究を後押し
する政府の財政援助をいくつか紹介する。
CARB‑Xチャレンジは，抗生物質耐性に対

参加者はコンセプトをプロトタイプにするた
めに必要な5万ドルを授与された。第2段階
では，第1段階の10チームセミファイナリス

ワクチン，治療薬

トに加えて，第2段階のプロトタイプ提出か

の開発を加速するために設けられた5年の

らの参加も可能となり，第2段階プロトタイ

プロジェクトで, 2016年7月に発足した。

プの提出期限は2018年9月4日で, 2018年12

応した新規の抗生物質，

CARB‑Xは，世界が一致協力して抗生物質

月3日に改めてファイナリスト10チームが選

耐性に取り組もうという2016年のイギリス

ばれ，最高10万ドル受け取ることができる。

の呼びかけに応えて創設された，

アメリカ

さらにこの10チームの試作品が第3段階で評

政府CARBinitiative(2015年）との国際的
非営利パートナーシップである。NIHのア

価され， 2020年7月31日に最大3チームの受
賞が発表され，最終的に2000万ドルの賞金

レルギーと感染症の国立研究所からの物品

を分けることになる。

サポートとともに，米国生物医学先端研究

セミファイナリストの研究内容を以下に記

開発局(theHHS'sBiomedicalAdvanced

す。たった一つの血液サンプルから免疫バイ

ResearchandDevelopmentAuthority:

オマーカーを計測するなどユニークなアプ

BARDA)とウェルカム・トラスト(Wellcome

ローチがある。

ThPust)による資金提供がなされる。同パー

・患者の呼気中揮発性代謝産物プロフィール

トナーシップは，世界中の有望な研究プロ

の差異に基づく，細菌性肺炎か， ウイルス

ジェクトが臨床段階で官民から追加投資を受

性肺炎かの診断

けられるように，製品開発の初期段階から財
政的および技術的支援をしている。 2017年
ll月までに, CARB‑Xは6カ国の24のバイ

・蛍光標識された細胞標的および分子標的を
計数するための拡大によらないデジタル画像

・細菌感染，

ウイルス感染，非感染を区

オテクノロジー企業と研究チームを助成して

別するための多重ポリメラーゼ連鎖反応

いる。同プロジェクトには，次に挙げる研

(PCR)の使用による検査法

究を行う22の早期開発研究プロジェクトが
含まれている。

＊7種類の新規抗生物質
*10種類の非伝統的抗生物質
*10種類の新規分子標的
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・一滴の血液から感染バイオマーカーを検出
する手法
・抗生物質耐性菌検出のための使い捨てでき
る分子PCR診断キット

・血液や尿中に病原性微生物が存在するのか
月刊フードケミカル2018‑12

否かを見極める迅速検査および病原菌の増

75％は医療関連感染症によるものであるとの

殖抑制のための抗生物質の機能的最小阻止

こと。適切な感染予防法，管理策， さらには

濃度を見極める迅速検査

抗生物質の管理が充実すれば， こうした負担

・ハイスループットに細菌数を計測し，細菌

が削減可能となり，医療費削減のの目標達成

培養増殖を測定するマイクロ流体センサー

に向けて大きく貢献することになるだろう。
FDAの動物用医薬品センターは2018年
9月14日，獣医療とヒト医療の双方の分野

・呼吸器感染症が細菌によるものかウイルス

によるものかを区別するための転写プロ
ファイリングの使用

・ヒトの身体がウイルス感染と戦っているの

で大きな懸念事項となっている薬剤耐性対
策として，獣医療に関する抗菌薬管理支援

か細菌感染と戦っているのかを判断するた

(SupportingAntimicrobialStewardship

めの気道細胞反応の測定

inVeterinarySettings)と題した5カ年計
画を公表した。ゴッドリーブFDA長官が同

＊参照

1)CARB‑X(CombatingAntibioticResistantBacteria
BiopharmaceuticalsAccelerator) :米国ボストン大学
が主導する世界殿大規模の官民パートナーシップであ
り，薬剤耐性菌感染症の革新的な治療薬・診断法の研
究開発を促進するために2016年に発足した。CARB‑X
は, CDCR'WHOが最終研究対象として指定する薬
剤耐性菌に起因する感染症の新規治療薬・診断法の研
究開発プログラムに対し， 2021年まで総額
4億55 万USドルの助成を計画している。日本から
は塩野義製薬が新規抗菌薬の研究開発に関する共同研
究契約を締結した。
2)WHOの取り組み
薬剤耐性菌の世界的な増加を背景に,WHOをはじめ
世界の国々が行動指針のなかで薬剤耐性問題に係わる
国際的な協力体制を確立，強化していくことの重要性
を述べている。特に抗生物質への耐性出現は,WHO
の優先課題である。その行動計画は，安全かつ有効な
医薬品で確実に感染症を予防および治療することを目
的としている。
行動計画5つの戦略
①抗菌薬耐性についての啓発と理解の向上
②調査と研究活動の強化
③感染症罹患率を減らすこと
④抗菌剤・抗生物質を適正に使用
⑤抗菌剤耐性への対処を目的とした投資の確立

計画に関して以下の声名(概要)を発表した。
薬剤耐性の問題は公衆衛生を進歩させるう
えで，超えなければならない重要な課題であ
る。しかし, FDAだけで薬剤耐性と戦うこ

とは不可能であり，他の政府当局，多くの専
門家，関係事業者の協力を得てこそ推し進め
ることができる。

l)耐性菌に有効でかつヒトに対して安全，
また確実に効果がある治療法を得るため
の製品開発の促進

2）抗菌薬の適切な管理を推進：獣医療とヒ
ト医療での衛生管理により，耐性菌の出
現頻度を低下し，有効な治療法を維持す
ること

3）抗菌薬利用に関するサーベイランス確立
とともに，病原体が薬剤耐性を獲得する
メカニズムを特定すること

4）すべての関係者が薬剤耐性に関する重要
な情報を得るための，科学的根拠に基づ

8.終わりに

くアプローチを進行すること。これには，
抗菌薬に依存しないためのバクテリオ

EUと欧州経済地域においては，抗生物質

ファージや便微生物移植，生のバイオ医

耐性菌感染を直接的な要因とする死亡者が毎

薬品のような代替え治療法の開発も含む。

年約3万3000人発生しており，公衆衛生上

同計画の一環として, FDA動物用医薬品

の大きな課題となっている。抗生物質耐性

センターは2019年から3年間で調査を行い，

菌感染による負担はインフルエンザ，結核，

特定の使用期間に家畜用の飼料や飲料水に添

HIV/AIDSなどに匹敵するものと推定され

加される抗菌剤，および使用期間を定めない

ており，負担を要した抗生物質耐性菌感染の

抗菌薬のポジティブリストを公表する予定で

月刊フードケミカル2018‑12
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ある◎リスト掲載品目は，動物用製剤として

＊抗微生物薬適正使用の手引き

承認されたもので，獣医師の監視下に限り使

www.mhlw.go.jp/file/06‑SeisakUjouhou‑

用が許可される。同リスト作成にあたって

10900000‑Kenkoukyoku/0000166612.pdf

は，広くパブリックコメントを求め， 2022

※下記に一部掲載

年から2年以内の猶予期間が明記された最終
的なリストが発表され，計画が実行されるこ

回｜
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トや物の国際的な動きは年々頻繁になって

きた。それに伴い，抗生物質への耐性問題は
I
世界中の脅威となっている。すべての国，あ
らゆる分野で取り組みが必要である。個人，

政策,医療専門家,製薬企業,農業関係者,各々
が薬剤耐・性菌発生の防止と管理に取り組んで
いかなければならない。

私たちは医師の前で，抗菌薬，抗生物質の
どちらの言葉を使っているか？通常は抗生物

l枢QP少凸匪聴の匿天圃負ﾘﾆBLI鉛ヒニと呼徹淫

。
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質といっているが，感染症の観点からすると

琿境

︒全

囚 皿 皿幽

︾０９１

増殖を抑制し， また死滅させるために使用す

１０曲ｖ

実際は"抗菌薬"ではないだろうか?？細菌の
るのが抗菌薬，抗菌薬の中で細菌や真菌と

−

O崗貝･ 4画『蚕飼酬箇に鯨r6侭囚耐酋11輯』居加痕八.闘侮宵師･閥傷櫨聞専がﾜﾝﾍ趾ｽ2霊を垂硯厨砺座凸も

鶴

いった"生き物"から作られるものが抗生物

質(Antibiotics)であると定義されている。
しかし，厚生労働省の専門家作業部会が, 「風
邪に"抗生物質'､を使い過ぎないように」と
指導している手引きの名称は｢抗微生物薬適
正使用手引き」である。細菌と真菌とウイル
スはそれぞれ異なる。細菌の増殖を抑制し，

’

一一一一一＝＝＝−一−−−−−−−−−−−−−一一一一一一一一一＝＝ー＝＝＝一＝一一一ローーーー垂一一＝■■■■一一一一4■■一一一一一‐今｡一ー中

くぼむら・きよこ

青山学院短期大学から，実践女子大学
編入学卒業。専業主婦から食品業界，

死滅させるのが｢抗菌薬｣,真菌に効く薬は｢抗

そして国際社会へ。東京調理師専門

真菌薬｣， ウイルスに効く薬は｢抗ウイルス
薬｣，そうなると実際使っているのは，抗菌
薬ではない可能性も高い。適正使用の対象

学校，カルピスR&Dセンターキッチ

オープンし25年。専門は，セイポリーフレーバー。食

は抗微生物薬！

品メーカーの商品開発などを主な業務とし，手がけた製

ン，小川香料，海外香料会社などで務め，現事務所を

品は1000を越える。ワールドフードサイエンス編集委
員, IFT本部評議委員，同国際評議員，同教育プログラ
ム講師，大学非常勤講師。全日本司厨協会ブロンズ賞，
2008年IFTフエロー賞受rto学術博士。
●久保村食文化研究所
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http://www.kubomura.net
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