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薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議
議事次第

１．開

会

２．議

題

日

時：平成28年11月１日（火）17:59～19:57

場

所：法曹会館

２階

高砂の間

（１）薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議について
（２）薬剤耐性（AMR）に係る現状、課題、普及啓発の取組等につい て
（３）薬剤耐性（AMR）対策推進月間及び今後の普及啓発の取組につ いて

３．閉

会

○川野参事官

そ れでは、定刻にな りましたので、ただ いまから「薬剤耐 性（AMR）対策推

進国民啓発会議」を開催いたします。
構成員の皆様方 におかれまし ては、御多忙 の中、そして 、遅い時間 にもかかわら ず、御
出席いただき、誠にありがとうございます。
まず本会議開催に当たりまして、塩崎恭久厚生労働大臣から御挨拶を いただきま す。
○塩崎厚生労働大臣

皆さん、こんばんは。

御紹介いただきました、厚生労働大臣の塩崎恭久でございます。
きょうは、第１回 目の「薬剤耐性（A MR）対策推進国 民啓発会議」ということで、大変お
忙しい中、とりわ け毛利議長さ んを初め、皆 様方にはこう してお出ま しをいただい て、第
１回目の会合を開いていただいたこと、改めて感謝を申し上げたいと思 います。
一般の国民の皆 様方に、AMRと言っ ても、何だという ぐらい、まだ定 着をしていな い言葉
で、薬剤耐性と言 うと、何とな く少し聞いた ことがあるぐ らいのこと でありますが 、この
問題がどの程度深 刻な問題にな り得るのかと いうことに関 しては、世 界の皆さん方 も、ま
だ十分認識をして いないかもわ からない問題 であって、今 、急速にこ の問題に対す る関心
が世界的に高まっていると思います。
よく院内感染と いう言葉が聞 かれますが、 これには薬剤 耐性の問題 と、そうでは ないも
のがまじっている わけでありま すけれども、 前から薬剤耐 性の問題と いうのはあっ たので
すが、この問題を トータルとし て認識するこ とがなかった 。前々から 、医療関係者 の中で
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は、抗生物質に勝 ってしまう細 菌が出てくる ということで 、苦労する ということを 経験さ
れてきているわけ でありますが 、これが正式 に大きな焦点 を当てられ たのは、恐ら く去年
のWHOの総会だったと思います。
このときに、初 めてグローバ ルアクション プランをつく ろうという ことが決まり 、そし
て、国別にもアク ションプラン をつくるとい うことが決ま りました。 そして、その 後のド
イツのエルマウ・ サミットのと きに、WHOで の方針がエン ドースされて 、WHOの総会 のとき
に、もう一つ、大 事なことが決 まりました。 それは何かと いうと、ワ ンヘルス・ア プロー
チということであ りまして、こ れは人間も、 家畜も、そし て、環境も 農業も、皆一 緒の健
康というものを考 えていかなけ ればいけない ということで 、ワンヘル ス・アプロー チとい
うものが唱えられて、これもエルマウでエンドースされたわけでありま す。
そして、ことし の伊勢志摩の サミットでも 、安倍総理が リーダーシ ップをとりな がら、
伊勢志摩ビジョン というものを 、保健医療に 関してまとめ ましたが、 その中の３つ の柱の
うちの大きな柱が、薬剤耐性問題でございました。
９月に国連総会 がありました が、国 連総会で 、初めてAMR の問題がハ イレベル会合 という
ことで、各国 の代表がAMR の問題にどう 立ち向かって いくのかと いうことを 、それぞ れ表明
しました。医療 関係で取り 上げられたの は、３つ 目のテーマで ありました 。１つはエ イズ、
もう一つは非感染 症の問題、そ して、３番目 にことし薬剤 耐性問題が 取り上げられ たわけ
であります。
私も行ってまい りました。何と 国連総会自 体で、各国が方 針を表明し ただけではな くて、
国連総会の間に、サイ ドイベントと いうものがあ りますが、AMRの 問題では、12もサ イドイ
ベントが行われて 、どこ へ行ってもAMR の問題をやっ ているとい うことで 、イギリス が主に
エンジンになって、こういったことが進んでまいりました。
ジム・オニールとい う、BRICsという言 葉をつくった エコノミス トなのですが、イ ギリス
政府の求めに応じ て、おととし 、最初のレポ ート、そして 、ことし、 ファイナルレ ポート
をAMRに関して出しました。
おととし出てき たときに、我 々も知らなか ったぐらい驚 いたことは 、2050年に薬 剤耐性
菌によって亡くな る人の数は、 今のがんで亡 くなる方の数 を超えるだ ろう、そのぐ らいた
くさんの方々が亡 くなってしま う。つまり抗 生物質が効か なくて、感 染症で亡くな ってし
まうということを 、報告の中で 唱えたわけで 、我々もこれ は大変なこ とだと考えて 、日本
でも４月に国別の アクションプ ランをつくり ました。その もとで、こ うした国民啓 発運動
をしていただくと いうことで、 開いた会が、 きょう、皆様 方にお集ま りをいただい た会で
ございます。
国連総会では、 いろんな議論 がありました けれども、そ のときにも 、まだいろん なこと
がわかっていない ということを 改めて確認し て、世界の抗 生物質の使 用量は、何に 、どれ
だけ使われている のか、トータルの ものがわから ないのです。厚労 省に聞いても、WH Oに聞
いても、そんなデータはないのです。
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例えばそれを取 り上げてみる と、日本の抗 生物質全体の 消費量は、 人間に対して どのぐ
らいかというと、 聞いて、みん なびっくりす るのですが、 たった３割 です。３割の 抗生物
質が人間に使われ ていますが、 何と６割は家 畜に使われて いる。１割 が農業に使わ れてい
る。家畜や農業を 通じて、環境 に抗生物質が あって、そし て、薬剤耐 性菌が出てい るかも
わからないという、環境の問題でもあるわけです。
きょう、環境省 がいないのは 、いささかど うかと思って おるので、 次回からは、 環境省
も必ず呼んでいた だいて、この 間の国連総会 の議論でも、 環境中に、 例えば海の底 とか、
そういうところに 、世界では、 日本と異なり 、抗生物質は 処方箋がな くても買えて しまう
ところが、いっぱ いあります。 そういうとこ ろは、海底に あるいは地 中に、いろん なとこ
ろに出ている。家 畜を通して、 いろんな形で いっている。 こういうこ とが次々わか ってき
て、正直、先ほど 言ったジム・ オニールさん が、２年かけ てレポート をまとめまし たけれ
ども、彼も２年前 は薬剤耐性問 題を知らなか った。ですけ れども、エ コノミストと して、
政府に頼まれて、 徹底的に調べ た上で、ファ イナルレポー トを５月に 出したという ことで
ございます。
例えば日本は全 体としての抗 生物質の使用 量は、余り多 くありませ ん。しかし、 極めて
有効な強い３種類 の系統の抗生 物質は、世界 でも２番目ぐ らいにたく さん使ってい ます。
そうすると、そ れに勝つ菌 が必ず出てく るということ で、もっ と驚くことに 、この30 年間、
新しい抗生物質が 開発をされて いない。古い 抗生物質で、 今、闘って いる。こうい うこと
も学べば学ぶほど 、いろんな事 実が出てきて 、問題になっ ているのは なぜかという と、製
薬会社が新しい抗 生物質を開発 しても、すぐ に新しい耐性 菌が出てく れば、それが 無効に
なるということで 、開発をしな くなっている 。この開発を どうやって やるのか、市 場の失
敗をどう克服する のかというの が、この間の 神戸でのＧ７ 保健大臣会合 でのテーマで あり、
そして、国連総会 でもこの問題 が議論になま した。日本で GHITという ものがありま すが、
この中でも、薬剤 耐性の開発、 新しい薬の開 発をしてくれ ている研究 者もおられる わけで
ありますけれども、いろんなことがありますが、まだ基礎データもちゃ んとしてい ない。
日本は、今回、2 020年までに 、抗生物質の 使用量を３分 の１減らす といって、先 ほど言
った３種類の系統 のものについ ては、５割減 らすというこ とになって います。しか し、お
医者さんがそれを 意識して、毎 日処方してい るかというと 、恐らく余 り考えないで 、処方
されている先生方 もおられるの ではないかと 思いますし、 それをどう チェックする のかと
いうことも、これからやらなければいけないことだと思っています。
申し上げると、 たくさんある ので、心配で あるからこそ 申し上げる ので、きょう 、お集
まりの皆様方には 、ぜひこうい うような、世 界の中でも、 十分なこと を共通認識と して持
っているわけでは ない。しかし 、重要な問題 で、これに対 処しなけれ ば、人類は勝 ってい
けないということ も、共通認識 になっている ということは 、同時に皆 さんと共有を しなが
ら、これからのとるべきアクションを皆さん方と一緒に考えていきたい と思います 。
そのようなこと で、今後の皆 様方の御高見 に期待をさせ ていただき ながら、私ど もも努
5

力することをお誓 い申し上げて、御挨拶とさ せていただき ます。ありが とうございま した。
どうぞよろしくお願いいたします。
○川野参事官

塩崎大臣、どうもありがとうございました。

続きまして、本 会議の議長と なります、日 本科学未来館 、毛利衛館 長に御挨拶を いただ
きます。
○毛利議長

皆さん、こんばんは。

このたび「薬剤耐性（AMR）対策 推進国民啓発 会議」の議長を仰 せつかりまし て、大きな
責任を感じます。 また、今、塩 崎大臣から改 めて熱い思い を聞いて、 議長としても 、とて
もうれしく思います。
ところで、私は 、日ごろ、非 常に大きな危 機感と使命感 を抱いて日 本科学未来館 で仕事
をさせていただい ています。それは 果たして人類 が、この惑星に10 0億人を超え て、平和で
幸せに暮らせるか ということと ともに、これ を可能にする 科学技術の 貢献をどのよ うにし
たらいいかということです。
地球を直径10セ ンチのリンゴ にたとえます と、皆さん御 存じのよう に、大気の厚 さはリ
ンゴの皮ぐらいし かありません 。そういう中 に、人類を含 む全ての生 命が生きてい るとい
うことを、私 は宇宙から 目の当たりに 見ました 。昼間は 、生物の 存在など 、人間も含 めて、
全く見ることはで きませんし、 国境も見えま せん。ところ が、夜にな ると、地球の 表面、
全ての大陸には、 たくさんのオ レンジ色の光 があります。 これは人間 が発する光で す。至
るところに見える のです。こう いう薄い大気 の中に、人間 ばかりでは なくて、全て の生命
が、共存している中で、そろそろ限界が近づいていることも感じました 。
大西宇宙飛行士 は、きのう国 際宇宙ステー ションから帰 ってきまし たけれども、 彼らは
地球環境を持って いかないと生 きてはいけま せん。宇宙で は、生命維 持装置、つま り科学
技術でつくった人 工の地球環境 の中でしか、 生きていけな いわけです 。今のところ 、人間
だけが、そういう環境を持っています。
宇宙から地球に 戻って、宇宙 船のハッチが 開いた途端に 、人工環境 ではない、地 球の空
気が入ってきて、 いろんなにお いがしました 。私は、皮膚 感覚で、う ようよと微生 物がい
るということを、 湿り気ととも に非常に感じ たのです。地 球に帰って きたときに、 まさに
人間は微生物と一緒に共生しているということを意識させられました。
今回、いろんな 勉強をさせて いただきまし たけれども、 人間、動物 、植物が共存 してい
る地球環境で、微 生物が、私た ちの作った薬 のために耐性 菌になり、 そして、人や 動物の
感染症を治りにく くし、それが 理由で100億 人に届かない 可能性も出て くるというこ とを、
非常に実感しまし た。これは日 本だけの問題 ではなくて、 しかし、日 本がリーダー シップ
をとって、100億人を超 えられる地球 にする、世界に影 響を与えら れるのではな いか。夢は
大きいですけれど も、ぜひ皆さ んの御協力で 、塩崎大臣の 期待に応え られるように してい
きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○川野参事官

毛利議長、ありがとうございました。
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塩崎大臣は、公務の都合により、ここで退席されます。
○塩崎厚生労働大臣

よろしくお願いいたします。
（塩崎厚生労働大臣退室）

○川野参事官

本 会議の構成員 の皆様の御紹 介につきまし ては、お手 元の構成員名 簿を御

参照いただき、御紹介にかえさせていただきます。
なお、古谷内閣 官房副長官補 は、６時過ぎ まで公務の予 定が入って おりますので 、後ほ
ど到着いたします。
カメラ撮りはここまでとなりますので、よろしくお願いいたします。
（報道関係者退室）
○川野参事官

な お、この会議 は公開のため 、会議での議 論の内容は 、政府のホー ムペー

ジに議事録として 掲載される予 定ですので、 あらかじめ御 了解くださ いますよう、 よろし
くお願いいたします。
それでは、議事に 入ります前に 、お手元の資 料の確認をさ せていただ きたいと思い ます。
議事次第、座席表がございますが、その後、資料がございます。
資料１「薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議について」
資料２－１「厚生労働省提出資料」
資料２－２「農林水産省提出資料」
資料２－３「日本医師会提出資料」
資料２－４「日本獣医師会提出資料」
資料２－５「全国保健所長会提出資料」
資料２－６「具構成員提出資料」
資料２－７「徳田構成員提出資料」
資料２－８「宮入構成員提出資料」
資料２－９「薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動への賛同団体におけ る取組一覧」
資料３「薬剤耐性（AMR）対策推進月間及び今後の普及啓発の取組」
そのほか、後ろ のほうに、参 考資料１、参 考資料２、参 考資料３と して、ホチキ スでと
じたものを配付しております。
足りない資料がございましたら、事務局までお申し付けください。
それでは、議事に入りたいと思います。
ここからの進行 は、毛利議長 にお願いした いと思います 。毛利議長 、よろしくお 願いい
たします。
○毛利議長

早速 ですけれども 、限られた時 間でございま すので、円 滑な進行に御 協力願

えれば、幸いです。
それでは、議題「１．薬剤耐性（AMR）対 策推進国民啓 発会議につ いて」内閣官房 の山田
構成員より、会議開催の趣旨などについて、説明をお願いいたします。
○山田構成員

山田でございます。どうぞよろしくお願いします。
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皆様、お手元の 資料１という パワーポイン トの紙、２枚 にわたった ものでござい ますけ
れども、それを用いて、簡単に説明させていただきます。
国民啓発会議で すけれども、 背景として、 一言で申し上 げますと、 一番上でござ います
が、細菌が抗菌薬 に対して抵抗 力を持つよう に変化をして 、薬が効か なくなる、あ るいは
効きにくくなると いうことでご ざいまして、 その原因とし て、抗菌薬 の不適切な使 用が指
摘されている。
１つ枠を飛びま すけれども、 現状というこ とで、２つ目 の文章です が、国民の薬 剤耐性
や抗菌薬に関する 理解、知識が 、必ずしも高 い水準にある とは言えな い。こういう 背景が
あり、不適切な使用が原因になっているのではないかということでござ います。
国民の薬剤耐性 に関する知識、理解を増進 して、国民の主 体的な取り 組みを促すた めに、
啓発会議を設置し たいというこ とでございま して、これは 参考資料３ にございます けれど
も、薬剤耐性対策アク ションプラン の一丁目一番 地で、国民に対し て、AMRの脅威に 関する
ことを国民運動と して展開する ということで 、この会議を 設置するこ とが、総理が 議長を
務める閣僚会議で決定されたということでございます。
次のページにい っていただき まして、具体 的にどのよう な理解を進 めていく必要 がある
のかということで ございます。 この会は専門 の方々がほと んどでござ いますので、 御説明
申し上げるまでも ないとは思い ますけれども 、一言で申し 上げるのは 難しいのです が、一
番上の黄色い枠に ございますが、抗菌薬の適 切な使用を進 める必要があ る。必要な場 合に、
適切な薬剤を、適 切な量、適切 な期間という 意味でありま すが、そう いった適切な 使用を
進めることを国民運動として進めていく。
ただ、その際に 、先ほど塩崎 大臣からもご ざいましたけ れども、幅 広い細菌に有 効な抗
菌薬を国民の皆さ んがつい求め てしまう、あ るいはお医者 さんが処方 してしまうと いうこ
とで、お医者さん の側と患者さ んの側、両方 できちんと対 応する必要 があるという ことで
ございまして、そ ういうことで 、国民あるい は患者の側、 医療を提供 する側が車の 両輪と
なって、国民運動として盛り上げる必要があるということでございます 。
もう一回、最初の ページに戻っ ていただき まして、展開す る内容でご ざいますけれ ども、
一番下の枠にござ いますが、政 府広報、テレ ビ、新聞等の メディアを 通じた啓発、 医療機
関、薬局、高齢者 施設、家畜診 療施設等にお ける専門職に 対する普及 啓発、あるい は専門
職等を通じた国民 全体に対する 普及啓発、最 後ですけれど も、毎年11月 を薬剤耐性 （AMR）
対策推進月間とす る。そういう 設定をするこ とを契機とし て、上記の 普及啓発に関 する取
り組みを推進していこうということでございます。
また、本日のこの 会議におきま して議論さ れた取り組み を、進めてい こうというこ とで、
出された取り組み も含めて、政 府が一体とな って、あるい は民間、国 民の皆様が一 体とな
って、そういう取 り組みを進め ていく。その 場として、こ の国民会議 はあるという ことで
ございます。
以上が趣旨でございます。
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○毛利議長

それ では、引き 続き、議題「２．薬剤 耐性（AMR ）に係る現状 、課題、普及啓

発の取組等について」関係構成員から説明していただきたいと思います 。
まずは、厚生労働省、橋本構成員から説明をお願いいたします。
○橋本構成員

厚生労働省の橋本でございます。

お手元の資料２－１をごらんいただきたいと思います。
お開きいただき まして、２ペ ージと打って あるところで ございます が、背景、あ るいは
国際社会 の動 向等に ついて は、先 ほど厚 生労 働大臣 からお 話がご ざいま した 。まさ にAMR
は世界中で深刻な 問題というこ とで、認識さ れておるとこ ろでござい まして、先ほ どの大
臣の挨拶にもあり ましたように 、ワンヘルス ・アプローチ を推進して いくことが、 重要な
課題となっているわけでございます。
３ページは、こ としの４月５ 日に、関係閣 僚会議の場で 取りまとめ られました、 我が国
としてのアクションプランの骨子をつけさせていただいております。
大きく６つの柱 がございまし て、１．普及 啓発・教育、 ２．動向調 査・監視、３ ．感染
予防・管理、４． 抗微生物剤適 正使用、５． 研究開発、６ ．国際協力 、こういった 大きな
柱があるわけでご ざいますが、 皆様にきょう お集まりいた だいており ますのは、一 番上に
ございます普及啓 発・教育のと ころを強力に 推進するため に、まさに お集まりいた だいて
いるということで ございまして 、国民に対す る薬剤耐性に ついての知 識、理解に関 する普
及啓発活動の推進 、また 、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、
こういったものを本格的に進めたいという趣旨でございます。
４ページをお開 きいただきま すと、世界地 図に色塗りを してござい ます。この中 で、青
い色塗りがしてあ りますところ は、抗菌薬の 使用量が減少 傾向にある 地域です。一 方で、
赤い色塗りがして あるところと いうのは、抗 菌薬の使用量 が増加傾向 にある地域と いうこ
とでございます。
これをごらんい ただきまして 、我が国を含 めて、先進国 の地域にお きましては、 おおむ
ね青い色がついて いるわけでご ざいますが、 新興国等にお きまして、 赤い色がつい ている
傾向がございまし て、今後、こ ういったとこ ろでの抗菌薬 の使用の増 加が大きくク ローズ
アップされてくることになるのではないかと考えているところでござい ます。
５ページをごら んいただきま すと、具体的 な医療分野に おける抗菌 薬の使用量の 内容が
グラフになって出 てございます 。上のギリシ ャから順に並 んでおりま すが、日本は 一番下
のところにグラフがございます。
このグラフをご らんいただき まして、一目 瞭然かと思い ますが、大 臣の挨拶にも ござい
ましたように、日 本では、使用 量の絶対量と しては、必ず しも世界の 中で多くない わけで
ございますけれど も、幅広 い細菌に有効 であるものが 多い、セ ファロスポリ ン、キノ ロン、
マクロライド、こ ういった３つ の系統の薬の 使用割合が極 めて高いと いうのが、我 が国の
際立った特徴でご ざいます。し たがいまして 、今後、適正 使用の推進 によりまして 、これ
らの使用量及び使 用割合を減ら していくこと が、重要な課 題になって くるだろうと 考えて
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おります。
これら３種類の 抗菌薬の使用 量を半減する ことによりま して、全体 の使用量を３ 分の１
減らす、現状の３ 分の２にする ということが 、先ほどごら んいただき ました、我が 国のア
クションプランの成果指標になっておるわけでございます。
６ページをお開 きいただきた いと思います が、今も申し 上げました ように、３分 の１減
らす、33％削減に 向けた施策と いうことで、 現状の課題と それに対し て考えられる 対応策
を対比させて、見たものでございます。
課題の一番上で ございますけ れども、感染 症そのものの 発生が課題 として挙げら れます
ので、そもそも予 防可能な感染 症が発生して 、抗菌薬を多 量に処方せ ざるを得ない という
ことを、少しでも 減らしていこ うではないか ということで ございまし て、右側の対 応策に
ございますように 、感染症の未 然防止という ことで、ワク チンの接種 率を向上させ る、あ
るいは院内感染対 策の充実を図 る、こういっ た前提条件と も言える対 策を講じてい くこと
が、まず大事でございます。
その上でという ことで、どう するかという ことになって まいります が、先ほどご らんい
ただきましたよう な、３種類の 広域抗菌薬を 中心に、細菌 が原因でな い病気の場合 であっ
ても、抗菌薬の処方が多いというところが、我が国の現状でございます 。
風邪の場合とい うことで、最も わかりやす い例を出して おるわけでご ざいますけれ ども、
いわゆる風邪の症 状を呈する場 合は、細菌が 原因でないウ イルス性上 気道炎である ことが
多くて、休養をと る等の対症療 法が重要でご ざいます。細 菌が原因で ない場合、抗 菌薬の
処方は意味がない わけでござい ますが、さま ざまな理由か ら、実際に は処方されて しまっ
ている。
４つほど並べて ございますけ れども、１つ には、細菌性 であるかど うかの判断が 難しい
ということ。
２つ目には、患者から抗菌薬の処方を求められてしまうということ。
３つ目には、 検 査に費用や時 間がかかるの で、検査をせ ずに処方して しまうという こと。
４つ目には、細菌が原因でないと診断するインセンティブが乏しい。
そういったさまざまな理由が、複合的に絡まっているのではないかと 思います。
これに対して、 どう手を打つ かということ でございます が、右側を ごらんいただ きまし
て、１つには、普 及啓発という ことで、医療 関係者と一般 の国民に対 しまして、ま ず医療
関係者に対しまし ては、抗微生 物薬の適正使 用の手引をつ くってはど うだろうかと いうこ
とでございます。 医療機関等に 周知徹底をい たしまして、 診断・検査 ・処方能力を 向上さ
せるといったことが、まず考えられます。
国民の皆様に対 しましては、 ウイルス性疾 患には抗菌薬 は効かない ということな どの普
及啓発活動をきちんと行っていくことが、必要ではなかろうかと思いま す。
３つ目といたし まして、診断 支援と書いて ございますが 、医療機関 の方々に処方 を適正
に行っていただく 上で、適正な 診断や、適切 な抗菌薬の処 方、不必要 な抗菌薬を処 方しな
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いことを補助するような仕組みということで、これは開発支援できない だろうか。
一例で申し上げ ますと、最近 、電子カルテ が急速に普及 してござい ますけれども 、電子
カルテの中で、細 菌名を出した ときに、それ に対応するよ うな処方薬 が、幾つか例 として
出てくるわけでご ざいますけれ ども、そうい ったものを単 に並列的に 出すのではな くて、
ある程度優先順位 をつけたよう な形で、電子 カルテ上に表 示されるよ うな、そうい った仕
掛けというものは、考えられないだろうかといったことも、１つの方法 だと思いま す。
また、次のポツ で、簡易検査 キットの開発 支援とござい ますが、百 日咳とか、肺 炎球菌
とか、ごく一部の 細菌につきま しては、簡易 検査キットな ども開発さ れてございま すけれ
ども、必ずしも広 くそういった 検査キットが あるわけでは ございませ ん。そういっ たこと
によって、より簡 単に、細菌性 であるかどう かということ の判別がつ くようになれ ば、適
正な処方にも資するのではないかと考えているわけでございます。
４つ目といたし まして、適正 使用に係る調 査研究の推進 ということ でございます が、急
性上気道感染症へ の処方薬に関 する研究を推 進していく。 ようやくレ セプトのデー タが、
NDBという形で集積 されておりま すので 、こういった ものを分析 することによ りまして 、ど
のような疾病に対 して、どのよ うな処方が行 われているか ということ を、データ的 に検証
することも可能に なってきてお るわけでござ います。そう いった研究 を推進するこ とによ
りまして、我が国 の実態を正確 に把握し、そ れに基づいた 対策を講じ ていくといっ たこと
が、１つ求められるところではなかろうかと思います。
続きまして、７ ページでござ いますが、専 門職に対する 薬剤耐性の 取り組みとい うこと
で、２つ掲げてございます。
１つは、専門職 の方々に対す る教育、研修 の推進のため の手段とい たしまして、 感染症
教育コンソーシア ムというもの を設立しては どうかという ことでござ います。こう いった
ことの教育、研修 を提供できる 人材は限られ ておりますの で、人材の プールが大事 でござ
います。医療、動 物、食品、感 染予防・管理 、抗菌薬剤の 適正使用と 、さまざまな 専門領
域があるわけでご ざいまして、 そういった枠 を超えて、ネ ットワーク をつくる。そ ういう
趣旨で、こういっ た関係予算も 、今、要求さ せていただい ているとこ ろでございま して、
こういったコンソーシアムの設立を進めてはどうかということでござい ます。
２つ目といたし ましては、先 ほど対策の中 で申し上げま したが、抗 微生物薬の適 正使用
の推進に資するガ イドラインを つくっていく ということで ございまし て、ことしの ６月で
ございますけれど も、私ども厚 生労働省の厚 生科学審議会 感染症部会 のもとに、薬 剤耐性
（AMR）に関する小 委員会を設置 いたしまし た。この中で 、抗微生物薬 適正使用（AM R）の
ガイドラインにつ いて、検討を 始めたところ でございます ので、こう いった場で、 専門的
な議論を交わして いただきまし て、ガイドラ インの整備を 進めていき たいと、今、 考えて
いるところでございます。
私ども厚生労働省からは、以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。
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それでは、引き続き、農林水産省、小川構成員から説明をお願いいた します。
○小川構成員

農林水産省でございます。

当省からは、資料２－２、動物分野における薬剤耐性対策について、 御説明しま す。
２ページをごら んください。 抗菌剤が使用 されている動 物分野につ いて、簡単に 御説明
します。
国民の皆様に国 産の畜産物を 供給するため 、我が国では 、牛が約400 万頭、豚が約 1,000
万頭、鶏が約3億羽 飼われていま す。また、 ペットの犬、 猫も、約1,00 0万頭ずつ、 合わせ
て約2,000万頭が飼われております。
３ページ目をごらんください。動物分野での抗菌剤の使用について説 明します。
動物分野では、 抗菌剤が動物 用医薬品とし て、また、家 畜用の飼料 添加物として 使用さ
れています。いず れも薬剤耐性 の観点から、 食品安全委員 会に人の健 康への影響評 価をし
ていただき、その結果を踏まえ、法令に基づいて、限定的に使用されて います。
例えば動物への 動物用医薬品 の使用は、健 康な家畜から 畜産物を安 定的に生産す るため
に必要ですが、法 令に基づき、 大臣が承認し たものが、獣 医師の診察 に基づき使用 されて
います。使用でき る家畜の種類 、使用できる 量、使用して はならない 時期なども定 められ
ています。
４ページ目をご らんください。畜産分野に おける薬剤耐 性の現状につ いて、説明し ます。
畜産分野では、1 999年から、 全国的な動向 調査を実施し 、薬剤耐性 の状況を監視 してい
ます。
この調査では、 国際的に指標 とされている 大腸菌などを 対象に、家 畜での使用が 多いテ
トラサイクリンや 、人の医療上 重要なフルオ ロキノロンな どに対する 耐性菌の割合 を調べ
ていますが、我が国の現在の状況は、欧米諸国とほぼ同水準と言えます 。
５ページをごら んください。 アクションプ ランに基づく 動物分野の 今後の取り組 みにつ
いて、説明します。
アクションプラ ンでは、動物 分野につきま しても、５つ の目標ごと に、さまざま な取り
組みが盛り込まれています。
例えば薬剤耐性 の監視・動向 調査ですが、 畜産分野と人 医療分野の 連携の一層の 強化、
水産分野の動向調 査の強化、ま た、世界的に も先進的な取 り組みとし て、ペットの 動向調
査を開始することとしております。
また、抗菌剤は 、法令に基づ き適正に使用 されています が、そこか ら一歩、二歩 踏み込
んで、慎重な使用を推進することとしています。
普及啓発につき ましては、こ れまで、獣医 師など、指導 者を重点に 行ってきまし たが、
畜産農家への普及 啓発も重点的 に行うことと し、既に説明 や意見交換 、リーフレッ トの配
付等を行っているところです。
最終ページにリ ーフレットの 一例を添付し ておりますの で、後ほど ごらんいただ ければ
と思います。
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６ページをごら んください。 そうした動物 分野の取り組 みの成果指 標について、 御説明
します。
動物分野では、ア クションプラ ンの成果指 標として、薬剤 耐性率の低 減を設定しま した。
家畜での使用量 が多いテトラ サイクリンの 耐性率を33％ 以下に下げ ることや、人 の医療
分野で重要なフル オロキノロン 等の耐性率を 、薬剤耐性対 策に積極的 に取り組んで いる他
のＧ７各国と同様に、低減させることを目標としています。
人医療分野への 影響が生じる ことがないよ う、薬剤耐性 対策は、動 物分野におい ても重
要な課題と捉え、関係者が一体となって、対策に取り組んでまいります 。
以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。

次に、日本医師会、釜萢構成員から説明をお願いいたします。
○釜萢構成員

私どもの資料をごらんください。

２ページであり ますが、日本医師 会は、医師30万人 のうち、16万7,00 0人の会員を 有する
学術専門団体であ りまして、医 療機関に勤務 する者と開業 をしておる 者が、ほぼ半 々でご
ざいます。1916年 から設立され ておりまして 、４段落目で ありますが 、国民が安心 して健
康に暮らすことを目的に、日々活動をしております。
３ページであり ますが、本日 のテーマの薬 剤耐性に対し まして、私 どもは大変強 い危機
感を持って、これ まで取り組ん でまいりまし た。もともと 抗菌薬は、 人の健康を守 るため
の治療薬として、 非常に重要な 役割を果たし てきて、そし て、歴史の 中にあるわけ であり
ますけれども、適正 な使用をさら にこれから しっかりと推 し進めなけれ ばいけないと いう、
強い意識を持っております。
2007年、平成19 年の４月に、 各医療機関に おいて、院内 感染対策の ための指針を 文書化
することが義務づ けられており まして、その1 0月にモデル を作成してお ります。病院 向け、
有床診療所向け、無床診療所向けの院内感染対策指針のモデルをつくっ ております 。
塩崎大臣のお話 にもありまし たけれども、 院内感染は、 耐性菌によ るものとそう でない
ものと、もちろん あるわけです が、耐性菌に よる院内感染 が起こりま すと、対応が 困難を
極めるということ で、そのよう な危機感は大 変強いものが ありまして 、そこに赤字 で書き
ましたけれども、 抗菌薬は、不 適正に用いる と、耐性株を 生み出した り、耐性株を 選択残
存させる危険性が あるので、対 象微生物を考 慮し、投与期 間は可能な 限り短くする という
大原則のもとに、対応しなければならないと考えております。
私どもの医師会 の雑誌、月１ 回発行してい るものでも、 特集号を発 行したりして 、そこ
に書きましたような対応に努めております。
一例を挙げます と、おめ くりいただき まして、４ページであ りますけれど も、これ は2008
年の特集でありま すが、抗菌薬 を賢く使うと いうことで、 そのような テーマについ て取り
上げております。
2012年は、外来 診療における 正しい抗菌薬 の使用という ことで、そ れらのテーマ につい
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て、きちっと解説をしております。
2014年10月に、 感染症診療ア ップデートと いう特集号を 組みまして 、その中で、 右側に
赤字で囲ってあり ますけれども 、抗菌薬の適 正使用、現在 問題となっ ている耐性菌 につい
てという情報提供をしております。
抗菌薬の使用に ついて、ガイ ドラインをわ かりやすく提 示し、そし て、医療現場 におい
て、それが適正に 使われること が大変大事で ありまして、 先ほど厚労 省の橋本構成 員から
もお話がありまし たけれども、 ガイドライン をしっかりつ くって、そ れを現場に普 及させ
ていくという作業を、さらに加速させなければいけないと思っておりま す。
６ページをごら んください。 薬剤耐性の対 策は、既にお 話が出てお りますけれど も、ワ
ンヘルスの考えの もとに、しっ かり対応しな ければならな いというこ とで、日本医 師会も
日本獣医師会と連携をとって、取り組んできております。
ことしの３月20 日に「人と動 物の一つの衛 星を目指すシ ンポジウム ～人獣共通感 染症と
薬剤耐性菌～」を 開きましたし 、また、獣医 師会の境先生 から後でお 話があるかと 思いま
すが、ことしの11 月に、一番最 後のページに なりますが、 第２回世界 獣医師会・世 界医師
会のワンヘルスに 関する国際会 議が、福岡県 で開かれまし て、これに もしっかり取 り組ん
で、準備をしておるところでございます。
抗菌薬は、人の 健康を守るた めに非常に大 事なものであ る。それを 大事に適正に 使わな
ければならない。 その使い方に ついて、さら に医療現場で の意識を高 め、やってい かなけ
ればいけないと思っております。
以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。

次に、日本獣医師会、境構成員から説明をお願いいたします。
○境構成員

日本獣医師会の境でございます。

資料２－４に基づきまして、御説明をさせていただきます。
２ページ目です けれども、獣 医師の就業分 野でございま して、獣医 師は、獣医師 法に基
づきまして、２年 に一度、12月 末現在の就業 動向を農林水 産省に報告 することにな ってお
ります。現在、その報告につきましては、総数３万9,100人でございま す。
そのうち、小動 物診療が１万5 ,200人とい うことで39％ 、産業動物診 療が4,300人 で11％
ということで、臨床関係が約半分ということになっております。
そのほかに、公務員、こ れは家畜衛生、畜 産関係、屠畜場と か、食品安全とか、保 健所、
そういった公衆衛 関係でござい ますが、9,50 0人というこ とで24％、そ れから、大学 とか、
製薬企業、飼料会社 、そういった ところに5,60 0人というこ とで、14％が 就業しており ます。
２番目の日本獣 医師会の活動 ですけれども 、２行目の右 側に「動物 と人の健康は 一つ。
そして、それは地 球の願い」と 書いておりま すが、いわゆ るワンヘル スを活動の理 念とい
たしまして、国民及 び地域社会の 理解と信頼 のもとで、獣医 師会活動を 推進しており ます。
具体的には、こ こに書いた７ つの分野です 。これに限り ませんけれ ども、こうい った広
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範な分野におきまして、いろんな対策についての検討を実施しておりま す。
特に薬剤耐性に つきましては 、この分野の うち、獣医学 術、産業動 物臨床、小動 物臨床
分野において、率先して対応をしております。
３ページをごら んください。 具体的な薬剤 耐性対策でご ざいますけ れども、まず 農林水
産省から通知をい ただきます。 厚労省からも いただきます けれども、 それを地方獣 医師会
へ周知しております。
日本獣医師会の 会員は、47都 道府県と８政 令市、合わせ て55の地方 獣医師会が会 員にな
っておりまして、地方 獣医師会のも とに、約２万7,000 人の獣医師 が、構成獣医師と して加
入をしております。
地方獣医師会を 通じて、構成 獣医師に周知 を図っている ということ で、平成25年 には、
畜産物生産におけ ます慎重使用 に関する基本 的な考え方、 27年には、 犬、猫に使用 実績の
ある人用医薬品を 愛玩動物用医 薬品として、 特例で承認す る場合の取 り扱い等につ いてと
いう通知を頂戴し た中で、抗菌 性物質製剤に おける要指示 医薬品制度 などの遵守の 徹底及
び慎重使用の推進ということで、周知を図っております。
２つ目に、機関 誌による普及 啓発でござい まして『日本 獣医師会雑 誌』という月 刊誌を
出しております。 この中で、こ としの第６号 は、お隣にお られます、 山本動物医薬 品検査
所長に薬剤耐性対 策アクション プランについ ての概説を書 いていただ き、９号から は、農
水省の担当課に分 担をしていた だき、約２年 間をかけて、連 載をする予 定にしており ます。
３つ目は、部会 委員会という ことで、先ほ ど７つの分野 があると言 いましたけれ ども、
それぞれに部会委員会を設置しておりまして、いろんな課題の検討を行 っておりま す。
産業動物関係は 、産業動物臨 床・家畜共済 委員会という ことで、産 業動物獣医療 提供体
制の整備に向けて という報告書 を、25年、27 年に出してお りまして、 特に養豚現場 では抗
菌剤の使用が多い ということで 、養豚の管理 獣医師がしっ かりと関与 していこうと いうこ
とで、徹底をしております。
また、４月には 、日本のアク ションプラン が出ましたの で、11月22 日に開催しま す、小
動物臨床委員会、 あるいは12月 に開催を予定 しております 、産業動物 臨床・家畜共 済委員
会におきまして、 アクションプ ランについて 紹介し、対応 についての 検討をする予 定にし
ております。
４ページですが、いろんな学会、シンポジウムも開催をしております 。
獣医学術学会年 次大会は、年 に１回開催し ておりまして 、ことしは ２月に秋田で 開催を
しました。この学 会の中には、 ３つの分野が ありまして、 ここに書い てある、産業 動物、
小動物、獣医公衆 衛生という３ つの分野に分 かれて、学会 を開催して おりまして、 ３日間
かけて実施をして おります。秋 田では、３日 のうちの28日 に、薬剤耐 性菌と抗菌剤 の慎重
使用ということで、産業動物分野のシンポジウムを開催しております。
②のところは、 先ほど釜萢先 生から御紹介 があった、厚 労省主催の ものに共催を したと
いうものでございます。
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３つ目も御紹介 がありました けれども、来 週、10日、11 日に、ワン ヘルスに関す る国際
会議を開催する予 定でございま して、現在、 41カ国、日本 を入れて42 カ国になりま すが、
五百数十名の参加 を見込んでお ります。この 中で、厚生労 働省主催と いうことで、 薬剤耐
性対策についてのセッションを設ける予定でございます。
この後に、福岡 県の県民公開 講座というこ とで、議長の 森先生に講 師をお務めい ただき
まして、宇宙から 見た地球生命 のつながりと 題して、講演 をいただく 予定になって おりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
来年の年次大会 は、石川で開 催しますけれ ども、来年は 、小動物分 野で教育講演 という
ことで、薬剤耐性菌を考えるということで、セッションを行う予定でご ざいます。
右のほうは、写 真があります けれども、第 １回の世界獣 医師会・世 界医師会ワン ヘルス
に関する国際会議 、昨年５月に 開催しました が、左が日本 医師会の横 倉会長、右側 が日本
獣医師会の藏内会長が講演をしているところでございます。
５番目に、国際 研修でござい ますが、来年 度から、アジ ア地域獣医 師総合研修事 業を開
始することにして おりまして、 アジア地域の 20カ国の獣医 師を日本に 招聘して、御 協力い
ただく12獣医系大 学に１年間研 修をさせてい ただくことに なっておりま して、その中 でも、
薬剤耐性菌の問題を取り上げていただこうと考えております。
最後の５ページ ですけれども 、今後の取り 組みというこ とで、小動 物、産業動物 の臨床
獣医師を対象とし た、薬剤耐性に 関する研修 会、講習会の開 催及び情報 提供の一層の 充実。
重点的には、薬 剤感受性試験 の実施による 有効な薬剤の 選択など、 抗菌剤の慎重 使用の
より一層の徹底。
犬、猫などの小 動物臨床現場 における抗菌 剤の慎重使用 、薬剤耐性 モニタリング への積
極的な協力・関与を行ってまいりたいと思っております。
御説明は以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。

次に、地域保健 の中核を担っ ておられます 、全国保健所 長会、宇田 構成員から説 明をお
願いいたします。
○宇田構成員

御紹介いただきました、全国保健所長会の宇田と申します。

アクションプラ ンにも、いろ いろと保健所 の役割を書い ていただき まして、あり がとう
ございます。
御紹介いただき ましたとおり、保健所は地 域における公 衆衛生の機関 ということで 、1947
年に設置がなされまして、来年で70年になります。
現在、480カ所の保健 所が全国にご ざいまして、地域 における健 康危機管理、例え ば災害
対策でありますと か、食中毒対策 であります とか、感染症対 策に関係を していると同 時に、
健康増進あるいは 難病対策、精 神保健福祉対 策などの地域 保健対策に も積極的に関 係をし
ている組織でございます。
そういうことも ございまして 、保健所には 、多くの専門 職が勤務し ています。獣 医師、
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薬剤師、保健師など 、医療関係の 多くの職種の 方々に仕事を していただ いております ので、
調整役として全国の保健所長は、基本的には医師がその役割を担ってい ます。
保健所というの は、どういう ものかに関し ましては、当 会のホーム ページをスラ イドの
一番最初につけてございます。
それぞれ臨床の 先生方が、お 一人お一人を 大事になさる ということ と比べまして 、私ど
もは、集団の健康 をいかに保持 ・増進させて いくのかとい うことを主 眼として活動 してい
る、そういう保健所の所長の集団ということでございます。
現在、保健所が行っ ていること、ある いはAMR関連で、関 連業務とし て活用できる ような
もの、これからや れるようなこ とを、簡単に ３枚ほどスラ イドを準備 してきており ますの
で、御説明をさせていただきたいと思います。
この会の本来の 趣旨でありま す、普及啓発 ・教育に関し ましては、 私どもは、地 域に設
置されている公衆 衛生の機関で ございますの で、市町村を 通じて、住 民の方々への 普及啓
発でありますとか 、ある いは高齢者施 設、住 民の方々に直 接、場 合によっては 、医師 会等々
の医療機関の方々 にも教育・研 修の場を準備 するというこ とで、教育 ・研修をする ことが
できます。
実際にいろいろ なところでや っておりまし て、右のスラ イドは、茨 城県の研修会 の模様
をスライドにして おりますけれ ども、こうい う形で、地域 の中で啓発 を図っている 。これ
はAMRに関すること をやっており ますけれど も、それ以外に、健康 に関すること、感 染症に
関することなど、そういう場をAMR対策に活用できるのではないかと思 っています。
２点目の動向調 査・監 視ですけれど も、御 承知のとおり 、感染 症法では 、１類から ５類、
あるいは新型イン フルエンザ等 まで、1 12の感染症を 、我が 国ではモニ タリングする という
仕組みになってご ざいますが、 その中には、 耐性菌を全数 把握する対 象が４疾患、 定点把
握する疾患が３疾 患、７つの疾患が 耐性菌という ことで、2.1にあ りますけれど も、感染症
法の動向調査の対象になっています。
ざっと申し上げ ますと、感染 症の患者さん を診察された 医師は、保 健所にその旨 届け出
をしていただくと いうことで、 地域の感染症 の発生状況を 早期に感知 することがで きる、
あるいはその情報 を地域に還元 することがで きるという役 割がござい ます。そのこ とで、
地域における普及啓発にもつながるのではないかと考えております。
３枚目のスライ ドですけれど も、感染予防 ・管理に関し ましては、 これも法律に 基づい
てですが、医療機 関、あるいは 先ほども申し 上げましたけ れども、高 齢者施設に立 入検査
でありますとか、 指導に出向く ことがありま す。その中で 、医療機関 あるいは高齢 者施設
が、院内感染対策 、あるいは所 内感染対策を どういうふう にやってい るのか、研修 はどう
いうふうにやって 、院内、所内 の全体の資質 の向上を図っ ているのか 、そういうと ころを
チェックいたしま して、必要に 応じて、指導 をするといっ たことを行 っています。 これも
ある意味、教育、普及啓発の一環ではないかと思います。
さらにさまざま な情報を提供 する場として 、地域の関係 機関の方々 にお集まりを いただ
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いて、さまざまな議論 をする中に、地域 の感染症情報、と りわけ今回は AMRの情報等 を積極
的に提供していけ るのではない かということ で、一番下に 、地域感染 症対策ネット ワーク
のスライドを示し ました。これ はいろいろな 名称がござい ますので、 仮称というこ とで書
かせていただいております。
左の下のところ に、私どもの保 健所の会議 の模様を写真 としてつけて おりますけれ ども、
行政が開催する会 議には、市長 さんとか、議 長さんとか、 医療関係以 外の方々にも 、御出
席いただけること もございます ので、こうい う場を通じて 、現状、課 題、方向性の 共有化
を図ることができ るのではない か。そういうこと を通じて、保健所 として、AMR対策 に関す
る普及啓発が行えるのでないかと考えています。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございました。

それでは、臨床 医の立場から 、普及啓発に 取り組んでい らっしゃい ます、具構成 員から
御説明をお願いいたします。
○具構成員

東北大学病院総合感染症科の具と申します。

臨床現場におります感染症医の立場から、お話をいたします。
資料２－６の２ 枚目をごらん ください。こ れまでにも何 度か言及があ りましたけれ ども、
日本での医療機関 における抗菌 薬の使用の状 況は、広域抗 菌薬の使用 割合が高いと いうこ
とが指摘されております。
中でも、外来、特に小児に対する処方頻度が高いということがありま す。
また、本来不要な抗菌薬使用がしばしば見られております。
抗菌薬を処方す る側の課題が 指摘される一 方で、処方さ れる側であ る市民の抗菌 薬に関
する知識は、十分とは言えない現状があります。
３枚目をごらん ください。抗 菌薬の適正使 用を進めるた めに、広く 問題意識を共 有する
必要があるわけで すが、医療機 関においては 、感染症の適 切な診断と 治療を行うと いうこ
と、そして、適切な感染対策を推進することが重要だと考えます。
また、市民レベ ルでの知識の 向上を図るこ とで、セルフ ケアの向上 ですとか、あ るいは
医療従事者との的確なコミュニケーションが促進されると期待されます 。
４枚目をごらん ください。昨年 、WHOが11月 に抗菌薬啓発 週間という時 期を設定しま して、
世界的なキャンペ ーンを行いま したが、日本 では余り動き がない状況 でしたので、 国際医
療研究センターの大曲先生や私を含め、有志がボランティアで啓発活動 を行いまし た。
時間的な限界か ら、主にイン ターネットを 通じたキャン ペーンとし まして、医療 機関や
市民向けのパンフ レットや動画 を作成したり 、あるいは各 国の資料を紹 介したりしま した。
これらは、現在も、そこにあるウエブサイトで利用できる状態となって おります。
啓発活動の輪を 広げるために 、全国各地の 有志にプロモ ーションへ の参加を呼び かけま
して、賛同する方 には、写真を 送ってもらう ようにお願い をしました 。それが５枚 目の写
真になるのですけ れども、さま ざまな医療機 関でポスター をはってい ただいたり、 あるい
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は院内向け、市民 向けの講座を 開催したりと いうことで、 現場の危機 感を持ってい る臨床
医を刺激するような形で、キャンペーンができたのではないかと考えて おります。
６枚目をごらん ください。最 近はインター ネット上のソ ーシャルネ ットワーキン グサー
ビスの活用が一般 的になってお ります。ここ ではフェイス ブックとツ イッターで情 報共有
と啓発を行っていることを紹介します。
これはいずれも 私が管理して いるものなの ですが、フェ イスブック では３年以上 、ツイ
ッターでも２年ほ ど前から、さ まざまな情報 を流して、誰 でも見るこ とができるよ うな形
になっております。
次第に参加者が 多くなってき ていますけれ ども、今のと ころは、医 療従事者を中 心とし
て、やや専門的な 話題が多くな っておりまし て、市民向け にわかりや すく情報を広 げてい
くことが、今後の課題だろうと考えております。
７枚目をごらん ください。医療 機関で抗菌 薬の適正使用 を進めるため には、体制づ くり、
あるいは人材育成 といったこと はもちろんな のですけれど も、成功事 例、すなわち グッド
プラクティスの共 有が有用だと 考えられます 。国内での抗 菌薬適正使 用チームの取 り組み
が、これから本格 的に取り組む 病院の道しる べになると考 えておりま す。実際、そ のよう
なさまざまな論文報告が出てきております。
外来診療での事 例は、まだ余 り報告されて おりませんが 、ある耳鼻 咽喉科クリニ ックか
ら、グラム染色を 活用した取り 組みなどが報 告されており ます。右の 図は、その論 文から
引用したものです けれども、グ ラム染色を活 用することで 、細菌感染 症とそれ以外 を区別
しやすくなって、抗菌薬の処方件数が激減したという報告があります。
全ての医療機関 で同じように というわけに はいかないと 思うのです けれども、こ のよう
な地道な取り組み とその成果を 共有すること で、抗菌薬適 正使用が進 んでいくこと を期待
していきたいと考えております。
先ほど御紹介し たソーシャル ネットワーキ ングサービス を用いた取 り組みでも、 このよ
うなグッドプラクティスの紹介を、現場の先生方に行っているところで す。
８枚目をごらん ください。市 民向けの啓発 活動には、さ まざまなも のがあると思 うので
すけれども、ここでは、私たちが東北大学で取り組んでいるものを紹介 します。
教育啓発の重要 なターゲット 層は、抗菌薬 が多く処方さ れる機会の ある子供たち とその
親世代だろうと考 えて、さまざ まな取り組み を行っており ます。風邪 を引いたとき の対処
といったような、 セルフケアの 向上を大きな 目標にしなが ら、その中 に、抗菌薬適 正使用
のメッセージを盛り込むように、心がけています。
これまでに東北 大学病院です とか、仙台市 医師会ととも にイベントを 開催してきま した。
右側のチラシがそ れなのですけ れども、今月2 0日には、東北 大学の医学 生が中心とな って、
抗菌薬適正使用を メインメッセ ージの１つと したイベント を行う予定 で、そちらの 支援を
行っているところです。
最後のまとめに なりますが、 薬剤耐性菌対 策、あるいは 抗菌薬適正 使用を進めて いくた
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めに、医療従事者・市民と広く問題を共有する必要があります。
医療機関では、 抗菌薬適正使 用に関する体 制の整備及び 事例の共有 といった、対 策推進
が効果的だと考えています。
市民を対象とした取り組みも有用だと期待しています。
各地の取り組み を共有するこ とは、大切な のですが、こ れまでは、 自発的な活動 が多く
て、継続性に問題 がございまし た。今回の国 民啓発会議が 継続的な取 り組みのきっ かけに
なることを期待し て、私のお話 を終わらせて いただきます 。御清聴あ りがとうござ いまし
た。
○毛利議長

ボランティアでの活発な活動、ありがとうございます。

同じように、有 志で普及啓発 活動をしてい らっしゃいま す、大曲構 成員、もし追 加がご
ざいましたら、お願いいたします。
○大曲構成員

国際医療研究センターの大曲と申します。

私は今後大きく 変えなければ いけない点が 一つあると考 えています 。それは抗菌 薬に対
する市民や・医療 者の意識です 。抗菌薬は、 現状ではいわ ゆる熱冷ま しのような形 で用い
られている場面が 多いように思 います。医療 者も、患者さ ん側もその ようにお考え のこと
が多いように思います。
医療者は、本来 は適切な診断 を下して抗菌 薬を使うべき ですが、こ れがないがし ろにさ
れています。患者 さんのほうで は、熱が出た ときに「抗生 物質を飲め ば、熱が下が るだろ
う」と考えてお薬 をお飲みにな るわけですが 、それは抗菌 薬の適切な 使いかたでは ありま
せん。
お薬とのつき合い 方、あるいは 風邪を初めと した健康の問 題に対するつ き合い方を 変え
ていく必要がある と思います。 具先生から、 きょう、活動 を御紹介い ただきました けれど
も、継続して続けてまいりたいと思います。
以上になります。
○毛利議長

ありがとうございます。

それでは、研修 医への教育に 取り組んでい らっしゃいま す、徳田構 成員から説明 をお願
いいたします。
○徳田構成員

JCHO本部の顧問をやっております、徳田安春と申します。

総合診療医をやっております。
そして、医学生、研修医、医師対象の教育活動を普段やっております 。
私たちは、総合 診療医を中心 とした有志で 、医療の賢い 選択キャン ペーンをして おりま
す。これはChoosi ng Wis elyキャンペ ーンというこ とで、国際 的に、今 、かなり大き く展開
しているところです。
2012年にアメリ カでスタート しましたこの キャンペーン は、先月の1 5日に、日本 でもキ
ックオフセミナー を開催するこ とができまし た。その２年 前から、我 々は活動して おりま
すが、今、日本も 含めてトータ ル17カ国、イ ンターナショ ナルな取り 組みとして、 さまざ
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まな情報交換をしながら、過剰医療を見直すためのキャンペーンを展開 しておりま す。
２枚目のスライ ドをお願いし ます。方略で すが、Choosi ng Wiselyの 参加及び対象 者は、
医師のみならず、 患者さんやメ ディアの方々 、製薬企業な どの方々に も参加してい ただい
て、キャンペーンの対象にもなってもらっています。
具体的な方略と しては、さま ざまなチャン ネルを使って 情報提供を していく、さ まざま
なメッセージを発信していくといった形で、世界的に展開しております 。
３枚目のスライドです。私たちは、医師向けにキャンペーンを展開し ております 。
２年前には『CHOOSING WISELY in JAPAN』という本を出しました。
ことしは『日本 の高価値医療 』という本を 出しました。 この本の中 には、日本の 低価値
医療のリストの中 に、風邪に対 する抗菌薬の 処方といった ものも入っ ております。 それに
対する具体的なケーススタディーも入っており、勉強になるようになっ ております 。
４ページ目です。C hoosing Wiselyキャ ンペーンでは、年に何度か、国際的な取り 組みを
しているメンバー と集まって、 成功例をシェ アすることに しています 。その中で、 幾つか
抗菌薬に関しての成功例をシェアしたいと思います。
Choosing W isely USAでは、さ まざまな州に おける、地域 別の抗菌薬 処方頻度のデ ータを
医療機関にフィー ドバックする ことによって 、医療機関の 行動変容を 促すといった 取り組
みが成功しております。
５ ペ ー ジ 目 を お 願 い し た い と 思 い ま す 。 一 般 の 人 々向 け の キ ャ ン ペ ー ン 例 で す が 、
Choosing Wis ely Ca nadaは 、パンフレッ トやビデオな どを用いて 、抗菌 薬を服用する 前に、
医師に尋ねるべき５つの項目で、キャンペーンを行って、着実に広がっ ています。
Choosing W isely Japanの活動 を展開する中 で、抗菌薬の 適正使用に 関しても、医 師の教
育だけでなく、一般の人々への情報提供、啓発につなげていきたいと思 います。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございます。

次に、小児科医 の立場から、 お母さん方へ の普及啓発に 取り組んで いらっしゃい ます、
宮入構成員からお願いいたします。
○宮入構成員

あ りがとうござ います。国立 成育医療研究 センター感 染症科の宮入 と申し

ます。国立成育医 療研究センタ ーは小児の専 門医療機関で 、前身は国 立小児病院と して知
られていた施設で す。抗菌薬の 適正使用を進 める対象とし て、小児は 重要な位置づ けにあ
りますが、どのような普及啓発をすべきかについてお話したいと思いま す。
資料２－８の２ ページ目をご 覧ください。 普及啓発を進 める中で、 臨床医として は一人
一人の患者さんや 保護者に対す る丁寧な説明 が基本になる と思ってお ります。しか し、そ
れだけでは、幅広 く情報が行き 渡らないので 、我々は有志 の団体、病 院、あるいは 小児病
院のネットワーク を通して、さ まざまな方を 対象に教育や 啓発を行っ ています。一 例とし
て、東京都立小児 総合医療セン ターによる普 及啓発活動が ホームペー ジに掲載され ていま
すのでリンクを挙げさせていただきました。
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さて、我々が普 及啓発活動を 進めるなかで 、伝えていく べきポイン トを４つに絞 って説
明させていただきます。
患者さんにお伝 えしているこ との１点目は 、ウイルスに よる感冒に 対して、細菌 を殺す
薬である抗菌薬は 効かないとい う事です。薬 ですので、副 作用は一定 の割合であり ますか
ら、害になるかも しれません。 したがって、 自己判断で家 に残ってい る抗生物質は 飲んだ
りしないようにお話をします。
４ページをご覧 ください。２ 点目になりま す。抗菌薬を ある目的を 持って使う場 合、タ
ーゲットとする菌 が決まってい るのであれば 、その菌だけ に効くよう な抗菌薬が最 も望ま
しいのです。どん な菌にでも効 果のある抗菌 薬というのは 、一見あり がたそうです が、他
の常在菌も殺して しまい、その 抗菌薬が効か ない耐性菌が ふえてきて しまうという 問題が
あります。
３点目は、少し 逆説的な話に なります。普 及啓発活動を していく中 で、風邪に抗 菌薬は
効かないという話 をさせていた だくのですが 、一方で「風 邪は万病の もと」といわ れるよ
うに、風邪にかか った後に中耳 炎を起こした り、副鼻腔炎 を起こした り、肺炎にな ったり
する患者は一定数 います。全体 の中で言えば 少ない割合な ので、見き わめは難しい のです
がこれを逃さない 事は非常に重 要です。保護 者の方には、 風邪であっ てもどこかの 時点で
細菌による感染症 を合併する事 がある事をお 話しして、経 過が思わし くない場合は 、もう
一度、病院に来て いただけるよ うに話をしな いといけませ ん。これを せずに普及啓 発を進
めて、思わしくな い結果を招い た場合には、 逆戻りしてい く可能性が あるのではな いかと
危惧しています。
4点目です。６ペ ージ目をご覧 ください。 予防が非常に 大切です。ま ずは予防接種 です。
ヒブワクチンが導 入されてから 、インフルエ ンザ桿菌（ヒ ブ）による 感染症はほと んどな
くなりましたし、肺炎球菌ワクチンにより肺炎球菌もかなり減りました 。
また、手を洗う などの基本的 な対策だけで も、風邪や胃 腸炎を半分 くらい予防で きると
いうデータもありまして、積極的に啓発しています。
最後に、普及啓 発活動を進め 、患者さんと 会話をする中 で気づいた ことがありま す。私
が風邪といった場 合はウイルス による感冒の 事を指してい ますので、 抗菌薬は要り ません
という話になりま すが、患者さ んによっては 、「風邪」は 細菌による 感染症も含め たもの
と理解している事 があります。 医師によって もその定義は 違うかもし れません。風 邪を細
菌による病気と理 解しているの であれば、抗 菌薬をなぜく れないのだ ろうかと思わ れても
仕方ないと思いま す。この活動 を推進してい く上で、誤解 が無いよう に丁寧な説明 と共通
の理解を築き上げていくことが必要ではないかと思っています。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございます。

次に、内閣官房 から、薬剤耐 性対策普及啓 発活動への賛 同団体にお ける取り組み につい
て、説明をお願いします。
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○山田構成員

資 料２－９をご らんいただき たいと思いま す。字が小さ いのですけれ ども、

薬剤耐性の対策の 普及活動に御 賛同いただい ている団体さ んは、たく さんございま す。た
くさんの団体さん 、医療介護分 野ですと11、 畜水産・獣医 療分野です と約40以上あ るわけ
ですが、それについて、簡単にまとめたものが資料２－９でございます 。
構成員の方々の 御発表とだぶ っているもの がありますの で、そこは 除きつつ、か いつま
んで、ポイントだけ御説明申し上げます。
まず１番目です けれども、く すりの適正使 用協議会、こ れは右側の 取り組みの例 にあり
ますが、中学 生の母親に 対して、全国約500名 医薬品適正使 用に関する 意識調査をし ており
ます。非常にいいデー タが出ており ますので、このURL を少し見て いただければ、取 り組み
の実態、課題の実態がわかると思います。
このページの一 番下、日本看 護協会、また 次のページの 下から２つ 目、日本病院 薬剤師
会、これは認定看 護師、あるい は認定薬剤師 に対して、講 習会等を精 力的にしてい ただい
ています。
畜水産・獣医療 分野のほうに おかれまして も、アクショ ンプランを 精力的に紹介 してい
ただいたり、抗生 物質が非常に 多く使われて いる肉牛のほ うですけれ ども、５番目 でござ
いますが、薬剤耐 性に関する講 習ですとか、 具体的には意 見交換の場 を設けたり、 そうい
うような普及啓発活動をしているというところでございます。
次のページの下 から２つ目で ございますけ れども 、日本SPF豚 協会ですが 、先ほど 今月を
月間として設定す るといたしま したが、この 11月に、薬剤 耐性につい ての情報提供 、普及
啓発を予定していること等ございます。
以上のように、 たくさんござ いまして、我 々としては、 この会議の 構成メンバー の団体
の方々以外のさま ざまな団体の 方々を含めて 、国民運動と して、大き な盛り上がり を進め
ていきたいと思っております。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございました。

それでは、ただ いま御発言い ただきました 、構成員以外 の御発言が もしもござい ました
ら、どうぞ。
文部科学省の板倉構成員、お願いいたします。
○板倉構成員

板倉でございます。

資料は御用意し ておりません が、文部科学 省でも、学校 教育でござ いますとか、 研究開
発でAMR対策に努めてございます。
大学における医 師、看護師等 の養成課程に おける教育に は、当然盛 り込んでいる ところ
でございますが、 中学校、高校 における保健 教育の一環と いたしまし ても、感染症 対策で
ございますとか、 医薬品を正し く使用するこ との必要性に ついて、指 導をお願いし ている
ところでございま す。また 、感染症に 対します 、新しい予防 診断治療法 の研究開発な ども、
文部科学省としても行っているところでございます。
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このような取り 組みを通じま して、アクシ ョンプランに のっとりま して、文部科 学省と
しても、AMR対策に取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。

そのほかにござ いますか。内 閣府の食品安 全委員会で、 きょうは川 島構成員のか わりに
東條さんがいらっしゃっていますね。どうぞ。
○東條氏（川島構成員代理）

食品安全委員会の東條でございます。

資料はありませ んけれども、 一言、食品安 全委員会の取 り組みを御 説明させてい ただき
たいと思います。
先ほど農林水産 省から、動物 分野の取り組 みについて、 御説明があ りましたけれ ども、
この動物分野にお きましては、 家畜の薬剤耐 性菌が食品を 介して、人 に感染する可 能性も
あるということで ありますから 、家畜に使用 する抗菌性物 質につきま しては、それ により
選択される薬剤耐 性菌が人の健 康に影響を与 えることがな いように、 それぞれの薬 剤ごと
に科学的なリスク 評価の結果に 基づいて、適 切に管理、使 用されるこ とが重要でご ざいま
す。
食品安全委員会 といたしまし ては、これま でも農林水産 省からのリ スク評価の要 請を受
けまして、動物用 医薬品や飼料 添加物として 、家畜等に使 用されます 、抗菌性物質 の人の
健康への影響につ きまして、本 日、この会議 のメンバーに もなってお ります、浅井 先生、
田村先生にも御参 加をいただき まして、科学 的なリスク評 価を実施し ているところ でござ
います。
この評価結果を 踏まえまして 、農林水産省 が、先ほど御 説明にあっ たような各剤 のリス
ク管理措置を策定し、実施をしているというシステムになっております 。
食品安全委員会 といたしまし ては、引き続 き、このよう なリスク評 価を適切に、 かつ速
やかに進めるとと もに、評価内容 や関連する 情報につきま して、ホーム ページ等を通 じて、
国民にわかりやすい情報提供を行ってまいりたいと思います。
また、農林水産 省、厚生労働 省や関係省庁 等と協力をし ながら、情 報発信やリス クコミ
ュニケーションを進めていきたいと考えております。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございます。

そのほか、ございますでしょうか。日本製薬工業協会の川原構成員、 お願いしま す。
○川原構成員

どうもありがとうございます。

製薬協の取り組 みにつきまし ては、先ほど も御説明いた だきました 、資料２－９ の２ペ
ージ目の上から２ 番目にござい ますけれども 、少し口頭で も補足させ ていただけれ ばと思
います。
製薬協は、新薬の研 究開発型の企 業73社の集ま りでございま して、AMRの関連 では、特に
新たな薬剤の開発 等を中心に、 期待をされて いると考えて おります。 この関係で、 これか
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ら関係省庁、学会、団体と協力してまいりたいと基本的に考えておりま す。
本件、AMR対策の 国の動きにつ きましては 、これまでも 製薬協の理事 会等におきま して、
適宜、報告してま いりましたけ れども、先日 10月20日に、 製薬協の総 会がございま したの
で、ここにおきま して、本件会 議の発足につ きまして、紹 介をいたし まして、会員 企業が
本件、AMR事 案の普及啓発 や積極的に取 り組むように 、改め て呼びかけ を行ったとこ ろでご
ざいます。
会員企業の中で 、右側にござ いますが、現 在、関連施設 の内藤記念 くすり博物館 、これ
は岐阜県内でござ いますけれど も、ここにお きまして、感 染症につい ての企画展を 実施中
でございます 。その企画 展の紹介も行 いながら 、AMR事案の 普及啓発に 広く努めてい ただく
ように、各社も同様の企画等を考えていただくように、お願いをいたし ました。
現在やっており ます、内藤記 念くすり博物 館の企画展自 体は、先ほ ど大臣のお話 があり
ました、GHITとい った、熱帯病 などとも関連 しているよう なものでご ざいまして、 必ずし
も日本での医療や 獣医療での耐 性菌という話 とは、違うの でございます が、耐性結核 とか、
耐性マラリアとい った、耐性の 問題も取り上 げておりまし て、感染症 対策の中で、 薬剤耐
性を考える上で、 有益だと考え ております。 今後も関係企 業とともに 、いろいろな 機会を
活用して、普及啓発に努力してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○毛利議長

どうもありがとうございました。

構成員の方々か ら、御説明を いただきまし たけれども、 ここで、こ れまでの御説 明に対
しまして、御意見 とか、あるい は御質問がご ざいましたら 、ぜひ活発 に10分ほどで すが、
お願いします。き ょうは、医療 を受ける側か らの方もいら っしゃって いるのですが 、例え
ば阿真さん、いかがでしょうか。
○阿真構成員

発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

さまざまな取り 組みのお話を 聞かせていた だいて、とて も心強い気 持ちもある一 方で、
通常、私たちは、 小さな子供た ちを育てる親 御さんたちに 、子供の病 気を医療者か ら伝え
るという活動を行 っておりまし て、その活動 の中で、親御 さんたちに 伝えていると きに、
耐性菌の問題をど んどん知って いる方がふえ てきています 。どんどん ふえてきてい て、医
療者との診察の場 面において、 医療者にこれ は本当に必要 なのかとか 、疑問を思っ たとき
に、私たちの活動 としては、医 療は一般市民 も、医療者も 一緒になっ てつくってい くもの
だという考えのも とでやってい るので、医療 者の方にこの 抗生物質は 必要なのかと いう疑
問を投げかけたり とか、ともに 考えてほしい というメッセ ージを伝え てほしいとい うこと
を、皆さんにお伝 えしているの ですけれども 、それは酷で あるという ことを親御さ んから
たびたび言われます。
一診療の場面に おいては、処方 されたもの とか、指示され たものに疑 問を投げかけ たり、
一緒にそれを考え ていこうとい う姿勢を築い ていくという のは、なか なか難しいと いうこ
とも聞かれますの で、一般市民 に広く伝える ということは 、とても大 切なことで、 全く御
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存じがない方には 、すごく有効 なことだと思 うのですけれ ども、一方 で、医療者が 適正に
出してくださると いうことを１ つの大事な柱 として、考え ていただき たい。今日こ れまで
のお話の中でも、たくさん出てきておりましたが、私もそう思うところ です。
もう一つですけ れども、薬剤 の耐性対策は 、とても大切 なことだと 思うのですが 、それ
だけを進めるので はなくて、そ もそも医療者 を除く私たち 一般の国民 は、医療とい うもの
について、まるで 知らないとい う現状があり ます。体の仕 組みとか、 病気とか、医 療その
もの、予防接種と か、そういっ たものについ て、学校教育 ですとか、 わずかにやっ ている
と思います。保健 所の母子保健 の教育や、両 親学級の教育 などでも、 医療について 習う機
会が継続的に、定 期的にきちん と受けられる という現状に はほとんど ないので、薬 剤の体
制対策も、もちろ ん大切ですけ れども、そも そもの病気の ことを理解 していると、 薬剤の
耐性がいかにして 防げるかとか 、そういった ことは、すご く頭に入り やすい。まず 病気と
か、医療のことを知るということが先にあるといいと感じます。
以上です。
○毛利議長

ありがとうございます。

本当にこの問題 は、さまざま な方々がステ ークホルダー です。第５ 期総合科学技 術・イ
ノベーション会議 の中でも、非 常に複雑な社 会問題を、ス テークホル ダーの皆さん に、合
意形成をしてもら う、共 創の過程はと ても大事です 。その 中でも 、今、国民といいま すか、
一般の方々に伝え るのは、メデ ィアがとても 重要になって きますので 、ここでメデ ィアの
お二方がいらっしゃいますので、どうぞお願いします。
○館林構成員

読売新聞の医療部の舘林と申します。お世話になります。

耐性菌の現行も、WHO の神戸の大臣 会合にあわ せて、特集をさせ ていただき、ここ の何人
もの先生にも、取材をさせていただきました。ありがとうございます。
これもグローバ ルな話という ことで、こと しの１月の紙 面では、１ 面でビル・ゲ イツさ
んにインタビュー させていただ いて、グロー バルヘルスの ことも書かせ ていただきま した。
去年は、高齢者の たくさんの薬 の飲み過ぎ のポリファー マシーという ものをやって いて、
これは、すごく受 けて、診療報 酬も少し変え ていただいた りとか、目 に見える成果 があっ
たのですけれども 、この仕事を していて、こ の大切さがす ごくよくわ かるので、こ れから
も皆さんに教えていただきながら、やっていきたいと思うのです。
外国のデータに 比べて、現状 が日本ではど れぐらい問題 になってい るのかという のが目
に見えにくくて、例え ばCDCだと、何千人 が亡くなって いるという 推計があると か、先ほど
大臣もおっしゃら れた、イギリ スの推計とか 、かなり伝え やすいもの のためには、 何らか
のデータがあると、ありがたいと考えております。
例えば人畜共通 感染症だと、 ペットなどに 関心があるの ですけれど も、ペットで どれく
らい耐性菌がいる のとか、それ がどう移ると か、高齢者の 方で、こん なに施設で大 変なこ
とが起きていると か、何か推計 でも何でもい いのですが、 どのくらい 使われていて 、どの
くらい深刻かとか 、私自身も、 阿真さんにも いろいろ教え ていただい ているのです けれど
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も、子供がおりま して、確かに 自分のかかっ ている子供の 周りは、マ クロライド系 は効か
ないとか、開業医 の先生レベル では、いろい ろ実際にそう いうことが 起きているの は感じ
ているのですが、 これが目に見 える形に専門 の先生がして いただける と、よりあり がたい
と考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○毛利議長

館林構成員、どうもありがとうございました。

もう一方、メデ ィアの立場か ら、吉本構成 員がいらっし ゃいますの で、お願いい たしま
す。
○吉本構成員

共同通信の吉本と申します。ありがとうございます。

非常に多岐にわ たる対策を御 紹介いただき まして、お医 者さんのよ うな専門家と 一般市
民が同じ目的を持って進んでいくことは、すごく大事だということを改 めて感じま した。
私も医療の記事 を書いていて 、耐性菌につ いては、折に 触れて書い ているのです けれど
も、この問題での キーメッセー ジで、一般の 方ができるこ とというの は、お医者さ んの指
示通りに薬を飲み 切るというの がまずは１つ 、明確に出せ るメッセージ だと思うので すが、
そうであるとする と、この問題 の対策の第一 は、あくまで 医療者であ って、市民が 同じ目
的を持って歩んで いくというの は、大事では あるのですけ れども、阿 真さんの御意 見にも
あったように、ま ずは医療者が 適正に出して いただくとい うことが最 大のことだと 思いま
す。
これまでは、例 えばお子さん が風邪かもし れない、熱を 出して、突 然ぐあいが悪 くなっ
て、お医者さんに かかったとき に、抗菌薬が 出るというの は、これは 漫然と出され ていた
可能性があるのか もしれないの ですが、外来 で、一見して みた患者さ んに対して、 これは
ウイルス性の風邪 か、それとも 、細菌感染症 かがわからな いというこ とが、抗菌薬 を出し
ているお医者さん寄りの立場で考えると、そういうことがあるのだと思 います。
入院ですと、ず っと経過を見 ていられて、 確かにその人 にはウイル スだ、この人 は細菌
だということがで きると思うの ですが、現状 は、ほとんど 外来で、ぱ っと見て出す という
ことになると、そ うそう簡単な ことではない と思うのです 。一方患者 さんの立場か ら見た
ときには、患者さ んというのは 、自分がもう ピンチの状態 でお医者さ んに行ってい るわけ
で、その状態で、 将来のために 抗菌薬を大切 に使いましょ うというこ とに、協力を しても
らわないといけな いとすると、 単に啓発、教 育するだけと いうのは、 少し足りない という
気がいたします。 より保護者な り、患者側の 支援という視 点も、啓発 の中には、ぜ ひ入れ
ていただきたいと思います。
例えば子供さん を医療機関へ 連れていくの に、働いてい る親御さん は大変です。 １日連
れていって、仮に 今までは念の ためといって 、抗菌薬を持 ち帰って、 １回で済んで いたと
ころを、抗菌薬な しでよく見て いたら、どう も風邪ではな いみたいだ から、もう一 回お医
者さんに行くとい うときに、職 場が休みやす いかとか、医 療機関があ いているかと か、そ
ういうところも含 めて、負担が ふえますので 、ただ、啓発 というだけ ではなく、支 援をし
ていただきたい。 支援には、予 防のための教 育というのも 、軽く済ま せる、予防す るとい
27

うための啓発もあわせて、支援として考えていただきたいと思います。
大臣のお話にも ありましたが 、この問題を 啓発していく 際、耐性菌 の原因という のは、
人間だけではなく て、動物の割 合も相当多い ということを 触れざるを 得ないと思い ます。
そのときに、保護 者とか、ピン チにある患者 の人が協力す る気になる ためには、自 分たち
だけが将来のため に我慢をして いるのではな くて、みんな 取り組んで いて、その取 り組み
の成果は、今、こ うなっている というデータ が、一般の人 たちに見え る形になるよ うにな
ることが大事だと思います。
舘林さんも御指 摘されました けれども、記 事を書こうと 思っても、 データがない という
ことが大変多いで す。取り組み がたくさんあ るということ は、すばら しいことだと 思うの
ですが、この取り 組みをしてど うなったかと いうことを、 ぜひデータ で一般の人に 見える
形にしていただきたいと思います。ありがとうございました。
○毛利議長

ありがとうございました。

この会議は、メ ディアが国民 の方々に発す る役割という のが、とて も大きいと思 います
ので、今、傍聴さ れている、後 の席にいらっ しゃる方々も 、きっとメ ディアの方が 多いと
思いますので、ぜひ広報をよろしくお願いします。
それと同時に、先 ほど第５期基 本計画の共 につくる、共創 という概念 をお話ししま した。
そのステークホル ダーの方々、 つまり専門、 国、行政、お 医者さん、 市民、メディ ア、そ
れぞれ関係の方々 が先ほど意見 を述べられた のですけれど も、そうい う専門家の方 と同時
に、今度は研究の 現場で、今回 、取り上げて いらっしゃる 方もいらっ しゃいますの で、例
えば館田さんはいかがでしょうか。
○館田構成員

東邦大学の館田と申します。

私は、感染症学 会と化学療法 学会を代表す るものの１人 として本会 議に参加させ ていた
だいています。皆 さま方のお話 を聞かせてい ただいて、改 めて感染症 学会、化学療 法学会
としてのさらなる 取り組みの必 要性を感じて おります。と いうのは、 もちろん耐性 菌の問
題に関して学会と しても長年に わたって啓発 ・教育活動を 行ってきた のですが、そ れは学
会員、感染症を専 門とする方を 対象にした活 動が中心であ り、一般の 方を対象とし た活動
がさらに必要であるということを改めて感じています。
感染症学会は、 会員が約１万2 ,000人で、 化学療法学会 は約7,000人 で、その多く は感染
症、化学療法の専 門家です。こ れまでの活動 で学会員に対 する教育、 啓発活動は順 調に進
んでいるのですが 、今日の状況 を考えるとそ れだけでは足 りない。す なわち、“ワ ンヘル
ス”という概念で 耐性菌の問題 を考えた場合 、病院だけで はなくて、 市中で、環境 で、食
品や動物、ペット の間でも耐性 菌が広がって いるという事 実を強く認 識して活動を 行って
いくことの重要性 、この点に関 して学会とし てどのように コミットし ていくか、活 動を展
開していけばいいのかを考えています。
耐性菌対策とい う点では、日 本の対策は世 界の中でも非 常にうまく いっている国 の１つ
だと思います。例 えば院内感染 対策加算とい う制度があり ますが、そ れは大学病院 と地域
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の基幹病院を連携 させる、お互 いに協力しな がら感染対策 を進めると いう制度で非 常にう
まく機能しており 、海外に比べ ても耐性菌感 染症は低いレ ベルに制御 されています 。しか
し今日の海外の状 況を考える、 このような制 度に加えて、 医療機関以 外の地域の感 染症対
策をどのように進 めて行くのか 、例えば長期 療養型の施設 やナーシン グホームの介 護士で
あったり、保育園 ・保育士であ ったりとか、 そういった地 域全体、一 般市民全体を 巻き込
んだ耐性菌対策を取っていかなければいけない時代になったことを痛感 しています 。
この点でこの国 民啓発会議は 重要であり、 こういうチャ ンスをいた だいて、学会 として
どのようにこの活動に貢献できるかを考えていきたいと思います。
それともう一つ 、学会という 立場、特に研 究という視点 で重要なこ とは、耐性菌 問題を
考える場合、診断 法の進歩とい うものが非常 に重要になっ てくると思 います。その １例が
風邪の診断という ことになるか と思いますが 、現在のとこ ろ風邪を正 しく診断する 検査法
はありません。風 邪の多くはウ イルスが原因 であり抗菌薬 は必要ない わけですが、 それを
正しく迅速に診断 できるように なれば、抗菌 薬の適正使用 が進むと思 います。先ほ ど宮入
先生がおっしゃっ ていましたけ れども、風邪 には抗菌薬は 使わない、 しかし細菌性 の２次
感染のリスクが高 い宿主には抗 菌薬の投与を 考慮する、そ の判断を助 けるような検 査法の
開発が必要であると思います。
○毛利議長

ありがとうございます。

まだ御意見をほ かの方々にも いただきたい のですけれど も、時間が迫 っております ので、
次の議題に移らせていただきたいと思います。
議題「３．薬剤耐性（AMR）対策推進 月間及び今後 の普及啓発の 取組について」内 閣官房
の山田構成員から、お願いいたします。
○山田構成員

資料３をごらんいただきたいと思います。

これから我々は 、普及月間と いうことで、 さまざまなメ ディア等を 通じて、進め ていき
たいと思っております。
時間もございま せんので、一 つ一つの説明 は割愛させて いただきま す。１ページ 目、ヤ
フージャパンさん と私ども内閣 官房、厚生労 働省さんと協 力をして、 現在、意識調 査をし
ております。意識調査と言いながら、これ自体が広報・普及啓発にもな っておりま す。
これまで、２つ 質問をしてお り、第１問目 は、「抗菌薬 は、風邪や インフルエン ザに効
果がないというこ とを知ってい ますか」とい う単純な質問 です。厚生労 働省の橋本構 成員、
あるいは宮入構成 員から、これ に関連した御 説明があった と思います が、57％の方 が知っ
ている。43％は知らなかった、ということです。
私どもとしては 、理解が進ん でいる、知識 が高くなって いるとはい え、まだ高い 水準に
なっているとは言 えないのでは ないか。これ はこの会議の 原点の１つ でもあります ので、
これをいかに高めていくのかということで、進めていきたいと思ってお ります。
また、現在、実 施中の第２問 目でございま すけれども、 「薬剤耐性 ということを 知って
おりますか」とい うことで、先 ほど阿真構成 員から、意外 と知ってい るのですとい う話が
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あったというとこ ろであります が、このデー タにもやや反 映されてい るのかと思っ ていま
すが、薬剤耐性に ついて、きの うの夕方時点 で、詳しく知 っているの は40％ぐらい 、名前
だけ知っているのは34％ということであります。
私どもとしては 、質といいま すか、具体的 にどういう深 さで知って いるのか、宮 入構成
員からもありまし たけれども、 風邪であって 、もうその抗 菌薬が必要 となる場合が あり得
るというお話もご ざいましたか ら、ここが患 者さん、ある いは国民だ けではなくて 、お医
者さんも含めて、 よりコミュニ ケーションが 進んでいくよ うな形の対 策の一助とし て、今
後、３問目、４問目とより深まっていくようにしていきたいと思ってい ます。
２ページ目、３ ページに書い てあることは 、先ほど申し 上げたとお り、これから1 1月の
月間に当たって、どんどんいろんなものを込めていきたいと思っていま す。
３ページ目の一 番最後に書い てありますけ れども、現時 点で、公表 可能な取り組 みのみ
を掲載しておりま す。公表可能 にこれからな ったものは、 どんどんこ れから込めて いきた
いと思っておりま すし。先ほど吉 本構成員か らもありまし たように、啓 発だけではな くて、
具体的な支援の取 り組みにもつ ながるような 、そういうこ とも含めて 、やっていき たいと
思っています。
その一環として でもあります けれども、資 料には書いて ございませ んが、私ども 内閣官
房としては、この 普及啓発を推 進するために 、仮称ではご ざいますけ れども、薬剤 耐性対
策広報大使という ものを設置す ることを予定 しております 。広報大使 は、国民に親 しみが
あって、また薬剤 耐性の問題に もご理解があ り、あるいは そのご支援 をしていただ けるよ
うな、そういうふ うに考えられ るタレントの 方を考えてお ります。関 係機関、団体 の皆様
におかれましても、御協力をいただければ幸い、と思っております。
私からは、以上でございます。
○毛利議長

ありがとうございます。

今、広報大使と いう話が出た のですけれど も、本当に全 国で活動を 広めるのに、 実際に
動き回ってくださ ると思います ので、ぜひ実 現してほしい と思うので すが、まだ内 緒なの
ですね。
○山田構成員

ま だお名前は、 公表できる段 階に至ってい ないといい ますか、整っ ており

ませんので、準備ができた段階で公表させていただきたいと思っており ます。
○毛利議長

楽しみにしています。

そのほかに、政 府ばかりでは なくて、さま ざまな関連団 体の方々、 特に企業の方 もそう
ですし、ぜひ御協 力をしていた だきたいと思 いますので、 私からもよ ろしくお願い いたし
ます。
今後、私たちが 普及啓発をし ていきますと 、いろんな実 践例あるい は効果的な実 例が出
てくると思うので す。そういう ときに、何と かそれがさら に推進され る方々にとり モチベ
ーションが上がるようなものにしていくことができればと考えています 。
例えば１つの御 提案なのです けれども、何 かいい実践例 とか、患者 さんの方も、 お医者
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さんの方も、いろん なところでこ ういうこと をしたという 実践例に対し て、表彰でき ると、
もっとこの普及啓発が進むのではないかと思うのですが、いかがでしょ うか。

○橋本構成員

厚生労働省でございます。

座長から大変魅 力的な御提案 をいただきま したので、前 向きに考え させていただ きたい
と思います。
○毛利議長

ありがとうございます。

どうぞ、お願いします。
○小川構成員

農林水産省でございます。

御提案に賛同いたします。前向きに検討させていただきます。
○毛利議長

ありがとうございます。

どうぞ。
○板倉構成員

文部科学省でございます。

今の毛利議長か らのすばらし い提案につき まして、私ど もも、その 実現に向けて 、前向
きに検討させていただきたいと思います。
○毛利議長

重要 な３省が既に 御賛同いただ きまして、心 強く思いま す。山田さん 、そう

ですね。
○山田構成員

ありがとうございます。

毛利議長、関係 省庁の皆様、 大変ありがと うございます 。ただいま 、毛利議長か ら御提
案がございました 、表彰のこと でございます けれども、関 係省庁とと もに、私ども 内閣官
房のほうで、できるだけまとめて、検討を詰めていきたいと思っていま す。
また、それに加 えてといいま すか、より広 い観点から、 この取り組 みの表彰をす ること
も必要だろうと思 っておりまし て、各省さん の表彰に加え て、内閣官 房としては、 毛利議
長からの表彰をし ていただく、 議長賞という ことで表彰し ていただく とするのがい いので
はないかと思っております。いかがでございますでしょうか。
○毛利議長

個人 というよりも 、この委員会 を代表した議 長というこ とで、これは 皆さん

の総意のもとに、 ぜひすばらし いものが出た ら、表彰させ ていただけ れば幸いだと 思いま
す。いかがですか。
（拍手起こる）
○山田構成員

毛 利議長、大変 ありがとうご ざいました。 皆様、大変 ありがとうご ざいま

した。
表彰の審査を行 う際には、審 査委員など、 議長を初め、 構成員の方 々にもぜひ御 協力い
ただくこともある と思っており ます。その際 は、どうぞよろ しくお願い したいと思い ます。
○毛利議長

ありがとうございました。

それから、私、 議長として、 もう一つ気に なることがあ るのですけ れども、一番 最初に
私が自己紹介する ときに、薬剤耐性対策 推進、す ごく長くて 、逆に国民 の立場からす ると、
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非常に難しいこと をやっている という気がし ます。先ほど 山田さんが 資料１を使わ れたと
きに、必要な場合 に抗菌薬の適 切な量と適切 な機関、適切 という舌を かみそうな言 葉が出
たのですが、もっ と身近にして いくためには 、もう少しな じみのある 標語といいま すか、
そういうもっと心 に訴えるもの が必要と思い ました。あら かじめいろ んな方に、官 房の方
とか、メディアの 方とかにお聞 きしたのです けれども、そ の中でいい と思ったもの を御紹
介させていただきたいと思うのです。
例えばキャッチ フレーズに、 「あなたのリ スク、ほどよ いクスリ」 という表現は いかが
でしょうか。ほど よい薬で、ま た薬というの はリスクです 、あなたが リスクをいつ も負っ
ているのですとい うことも含め て、そういう ようなキャッ チフレーズ をいつも広報 大使に
でも、繰り返し言 っていただく とか、あるい は学会のポス ターとか、 そのようなも ので、
共通して何か訴え ていただくと 、もっと親近 感が湧いて、 啓発会議の 重要さが広ま るので
はないかと考えています。そういうことはいかがでしょうか。
（拍手起こる）
○毛利議長

ありがとうございます。

それでは、早速 、広報大使に どなたが決ま るかはわかり ませんけれ ども、率先し て、ぜ
ひ全国にキャンペーンをしていただきたいと思います。
ありがとうござ いました。残 り時間があと 10分しかなく なったので すけれども、 何か今
回、言っておきたいという構成員の方、いらっしゃいますでしょうか。
柴山さん、どうぞ。お願いします。
○柴山構成員

国立感染症研究所の柴山と申します。

非常に多くの団 体の皆様が、 活発な活動を されていると いうことで 、どれも大事 だと思
いました。私が特 に地域に根差 した活動です が、草の根レ ベルといい ますか、フロ ントラ
インで頑張ってい らっしゃる先 生、そういう 先生たちに対 するキャンペ ーンといいま すか、
啓発活動は、非常に大事だと思います。
特に先ほどから 、現場で頑張 っている人、 具先生の大学 病院の活動 でありますと か、あ
るいは自治体、保 健所の活動の 御紹介もあり ました。この 地域での活 動というのは 、非常
に地域によって、 いろいろな状 況があると思 います。ある 地域では、 大学病院が頑 張って
おられて、いいネ ットワークを つくっておら れるし、別の ところでは 、自治体など がすご
くしっかりしたネ ットワークを 持っている。 地域によって 、いろいろ な特色がある と思う
のですけれども、 そういうもの のギャップが 生じてしまっ ている、そ ういうところ もある
のではないかと、私は危惧しております。
なので、そうい ったところが 、地域によっ ての地域格差 といいます か、そういっ たもの
がないように、国 全体がうまく いくように、 そういったこ とを何とか できればいい と思い
ます。
具先生の資料に は、行政のほ うがその辺を 取りまとめし てというこ とを、御提案 いただ
いていたのですけ れども、その 辺も自治体が いいのか、あ るいはどう いうところが やるの
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がいいのかというところも検討していかれればと思います。
○毛利議長

草の 根の活動が非 常に重要なこ とは、皆さん 、本当に認 識されている と思う

のですが、ほかにどうぞ。鶴田さん、お願いします。
○鶴田氏（川勝構 成員代理）

きょうは、全 国知事会の川 勝知事の代 理で来ている わけで

すけれども、私自 身は、全国衛 生部長会の会 長として、地 域での活動 をやっており ます。
１つは、この資料 ３にある意識 調査で、薬剤 耐性に詳しい 方が意外と 多いなという 感じが
しました。出され た資料は、何 で薬剤耐性が あると問題な のかとか、 そういう視点 でのプ
レゼンテーション がありません 。薬剤耐性菌 がふえると、 どういうこ とが起こるか という
ことを、いかにわ かりやすく提 供するかとい うのが必要で あって、先 ほどの宮入先 生の資
料の中には、分か り易い絵があ りました。最 近、細菌につ いての売れ ている本は、 漫画で
酵母を扱った菌で あるとか、ア ンパンマンに おけるバイキ ンマンであ りますが、耐 性菌の
立場からのプレゼ ンテーション はないのです 。耐性菌が増 えると、何 が問題かとい うこと
をプレゼンテーシ ョンとして、 国民がわかる ようなプレゼ ンテーショ ンも必要だと いう気
がします。
次に、医療と医療 ではない部分 があり、専門 家は専門家に 教育すれば いいと思いま すが、
患者さんは副作用 を自分で受け るけれども、 農水サイドの 人たちは、 本人は被害を 受けな
い、そういう観点 の違いがある ので、普及啓 発活動は人を 対象にして どうするか。 対象と
する人は、専門家 とか、患者さ んとか、農水 の人とかであ り、それぞ れに応じたプ レゼン
テーションの仕方 を考えるべき でしょう。先 ほど議長が言 われた好事 例を集めて、 それを
それぞれのポジシ ョンでプレゼ ンテーション を考えること が必要では ないかという 気がし
ました。都道府県もいろんな啓発活動をするのですが、方法論が大事だ と思ってい ます。
○毛利議長

ありがとうございます。

まさに私は科学 館におります けれども、薬 剤耐性という ものの基本 的な知識は、 ぜひい
ろんなところで発 信しなければ いけないと思 います。鶴田 さんがいら っしゃるとこ ろは、
「静岡科学館る・ く・る」とい う、非常にす ばらしい静岡 市の科学館 ですので、ぜ ひそう
いうところでも取り上げていただきたいと思っております。
そのほかに、皆 さんから発言 がないようで すので、最後 に古谷内閣 官房副長官補 より、
一言お願いいたします。
○古屋副長官補

内閣官房副長官補の古谷でございます。

本日は、こんな 遅い時間まで 、毛利議長を はじめ、構成 員の皆様方 に熱心に御議 論いた
だきまして、深く感謝を申し上げます。
ここに座って聞 かせていただ いておりまし て、薬剤耐性 の拡大を防 ぐということ に関し
しましては、国民 一人一人が正 しい知識、そ の知識に基づ いた実践が 大事だと思い ながら
伺っておりました。
宮入先生の資料 を見ながら、 私もこれから 病院に行って 、抗生物質 をくださいと 言わな
いようにしなけれ ばいかぬと、 国民といいま すか、市民の １人として 、素人の目で 、改め
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て今日はいろんなことを思わせていただきました。
そうした国民一 人一人の主体 的な取り組み を後押しする 意味でも、 先ほど毛利議 長から
お話がありました 、表彰という のは、有用で あろうと考え ますので、 各省におかれ ては、
速やかに具体的な 検討を進めて いただければ と思いますの で、よろしく お願いいたし ます。
また、本日 の会議です とか、薬 剤耐性対策 推進月間を通 じまして 、民間と行 政、そ して、
国民の皆様方と一 体となって、 薬剤耐性対策 を推進できま すように、 私ども政府と いたし
ましても、本日お 集まりいただ いた皆さん、 関連団体の皆 さんと連携 をして、取り 組んで
いきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、本日、取 材等でお越し いただいてい るメディアの 皆様方にお かれましても 、ぜひ
この問題の普及啓 発に一役買っ ていただけれ ばと思います 。今日、議 論いたしまし たよう
な取り組みについ て、積極的に 報道をお願い できればと思 っておりま すので、よろ しくお
願いいたします。
本日は、本当にありがとうございました。
○毛利議長

古谷副長官補、どうもありがとうございました。

それでは、時間となり ましたので、これ をもちまして「薬 剤耐性（AMR）対策推進 国民啓
発会議」を終了したいと思います。御協力どうもありがとうございまし た。
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