
内閣官房国際感染症対策調整室
薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議
第1回会合

11月1日 東京 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/amr_taisaku/dai1/index.html

内閣府食品安全委員会フェイスブック
https://www.facebook.com/cao.fscj

内閣府大臣官房政府広報室
政府インターネットテレビ　「徳光・木佐の知りたい
ニッポン！」（～薬剤耐性を防ぐ　いま私たちができ
ること）

11月11日掲載 インターネット http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg14422.html

日本科学未来館HP
http://www.miraikan.jst.go.jp/activity/costudio.html#p4

共同通信
※吉本明美
　 共同通信社編集委員・論説委員

医療新世紀（MEDICAL NEWS）
「知って防ごう薬剤耐性菌」

11月22日 インターネット http://www.47news.jp/feature/medical/2016/11/post-1604.html

内閣府大臣官房政府広報室
政府広報オンライン「お役立ち記事」　『抗菌薬が効
かない「薬剤耐性（AMR）」が拡大！一人ひとりがで
きることは？ 』

11月24日掲載 インターネット http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html

内閣府食品安全委員会e-マガジン
https://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_back_number_2016.html

政府広報、ＴＶ、新聞等のメディアを通じた国民全般に対する普及啓発

           「薬剤耐性（AMR）対策推進月間」における普及啓発に係る取組

取組名 実施時期 実施場所 備考（ＵＲＬ等）

内閣府食品安全委員会事務局

内閣府食品安全委員会フェイスブック
・11月は「薬剤耐性（AMR）対策推進月間」です
・家畜に使用される抗菌性物質「コリスチン」に対す
る薬剤耐性菌について、リスク評価結果をとりまと
めました

11月4日、11月24日 フェイスブック

日本科学未来館
※毛利衛　日本科学未来館館長

サイエンスミニトーク
「抗生物質の適性利用について」

11月12日～開催中
※冬期  1日1～2回程度開催
予定　回数は不定期、開催な
い日もあり

東京、日本科学未来館

内閣府食品安全委員会事務局
内閣府食品安全委員会e-マガジン【読み物版】「薬
剤耐性菌」について知ろう

11月25日 メールマガジン

平成28年12月28日

内閣官房国際感染症対策調整室

※薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議の構成員

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusai_kansen/amr_taisaku/dai1/index.html
https://www.facebook.com/cao.fscj
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg14422.html
http://www.miraikan.jst.go.jp/activity/costudio.html#p4�
http://www.47news.jp/feature/medical/2016/11/post-1604.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/2.html
https://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_back_number_2016.html


日本経済新聞社、内閣官房（共催）
厚生労働省・農林水産省（後援）

第4回日経アジア感染症会議プレイベント
「薬剤耐性に対するわが国の取り組み」

11月28日 東京

開会挨拶：尾身茂氏　地域医療機能推進機構理事長（日経アジア感染症会議議長）
基調講演：山田安秀　内閣官房国際感染症対策調整室室長
              石井健氏　日本医療研究開発機構戦略推進部部長
パネルディスカッション
モデレーター：宮田満氏　日経BP社特命編集委員
パネリスト    ：田中剛　内閣官房国際感染症対策調整室企画官
                  保富康宏氏　医療基盤健康栄養研究所霊長類医科学研究センター
                                    免疫動物ワクチンセンター長
                  舘田一博氏　東邦大学医学部微生物・感染症学教授
                  澤田拓子氏　塩野義製薬専務執行役員
                  星野一樹氏　北里第一三共ワクチン・研究開発本部ワクチン研究所所長
 
　※内閣官房の基調講演資料については、お問い合わせ頂ければお送りいたします。

内閣官房国際感染症対策調整室
「薬剤耐性へらそう！」応援大使（JOY氏、篠田麻里
子氏）委嘱式

11月29日 東京 http://www.cas.go.jp/jp/houdou/161129amr.html

日経DUAL
※阿真京子
   一般社団法人知ろう小児医療守
ろう子ども達の会代表　協力

「抗生物質　不適切に使用すると薬が効かなくなる」 11月30日 インターネット http://dual.nikkei.co.jp/article.aspx?id=9498&n_cid=DUALML01

NHK 「あさイチ」 　『薬が効かない！スーパー耐性菌』 11月30日 テレビ　（全国放映） http://www1.nhk.or.jp/asaichi/archive/161130/3.html

内閣官房
厚生労働省

Yahoo! ニュース意識調査 10月1日～11月30日 YAHOO! JAPAN
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/25663/result
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/26082/result
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/domestic/26422/result

＜塩野義製薬＞
　「薬剤耐性対策応援ページ」
www.shionogi.co.jp/amr/

＜大日本住友製薬＞
　HP 医療情報サイト
【e-院内感染対策室】
https://ds-pharma.jp/gakujutsu/contents/infection/

【耐性緑膿菌の出現抑止を目指して】
https://ds-pharma.jp/product/meropen/knowledge/video/movie/

農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/koukinzai.html

AMR対策推進月間を周知するとともに、畜産分野及び愛玩動物分野における対策の徹底
を依頼するために、10月19日付けで、都道府県や関連団体に対して発出した通知につい
ても掲載
○ 畜水産安全管理課長通知「薬剤耐性対策行動計画の周知と動物用抗菌性物質製剤
の慎重使用の徹底について」

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/attach/pdf/koukinzai-5.pdf

○ 畜水産安全管理課長通知「愛玩動物医療分野における薬剤耐性対策について」

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/attach/pdf/koukinzai-6.pdf

日本製薬工業協会
耐性菌や薬剤適正使用・院内感染予防に関する情
報提供HP開設

11月 HP

農林水産省
AMR対策推進月間を周知するリーフレットを掲載す
るなど、AMRや抗菌剤に関する当省ホームページ
の内容を充実

11月 農林水産省HP
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http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/attach/pdf/koukinzai-6.pdf


厚生労働省
感染症エクスプレス（メールマガジン）にてＡＭＲ周
知

11月4日 メールマガジン ―

日本獣医師会HP
http://nichiju.lin.gr.jp/mag/06911/index.html

公益社団法人
全国農業共済協会

機関誌「農業共済新聞」に薬剤耐性（AMR）対策推
進国民啓発会議の開催に関する記事を掲載

11月9日 全国 ―

公益社団法人
日本医師会

第2回世界獣医師会-世界医師会“One Health”に関
する国際会議

11月10・11日 福岡県北九州市 http://www.trans-uni.co.jp/2ndGCOH/

日本獣医師会HP
http://nichiju.lin.gr.jp/mag/06911/index.html

厚生労働省
第２回世界獣医師会－世界医師会"One Health"に
関する国際会議において厚生労働省セッション－薬
剤耐性（AMR）対策－を開催

11月11日 福岡県北九州市 ―

一般社団法人
全国動物薬品器材協会

動物用医薬品等販売者等新規認定研修会でリーフ
レットの配布・説明

11月11日 東京都千代田区 ―

一般社団法人
全国動物薬品器材協会

全動薬協会報11月号に農水省からの通知・リーフ
レットを掲載

11月14日発行 協会報掲載 ―

http://www.kaitakusya.or.jp/kaitaku_news/H28/2016.11.pdf
機関誌を生産者・関係者等に送付するとともに全国開拓振興協会のHPにも掲載

公益社団法人
日本医師会

第1回予防接種・感染症危機管理対策委員会 11月17日 東京 ―

全国保健所長会

全国保健所長会・保健所連携推進会議における薬
剤耐性（ＡＭＲ）対策の重要性に関する普及啓発
(1) 九州ブロック研修
(2) 近畿ブロック研修

(1) 11月17日
(2) 11月22日

(1) 福岡
(2) 京都

http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2016_H28.html

全国開拓農業協同組合連合会 機関誌に関連記事を掲載 11月15日 機関誌

公益社団法人
日本獣医師会

日本獣医師会雑誌において、農林水産省の協力に
よる「動物用抗菌性物質を取り巻く現状」のシリーズ
企画を掲載

11月8日 全国

公益社団法人
日本獣医師会

第2回世界獣医師会-世界医師会"One　Health"に
関する国際会議（日本医師会及び日本獣医師会を
加えた4者が主催）において世界及び国内における
薬剤耐性(AMR)対策について議論

11月10・11日 福岡県北九州市

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等に対する普及啓発

http://nichiju.lin.gr.jp/mag/06911/index.html
http://www.trans-uni.co.jp/2ndGCOH/
http://nichiju.lin.gr.jp/mag/06911/index.html
http://www.kaitakusya.or.jp/kaitaku_news/H28/2016.11.pdf
http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2016_H28.html


公益社団法人
日本獣医師会

農林水産省等からの通知「薬剤耐性対策行動計画
の周知と動物用抗菌性物質製剤の慎重使用の徹
底について」及び「愛玩動物医療分野における薬剤
耐性対策について」を地方獣医師会を通じて全国の
会員獣医師に発信

11月17日 全国 ―

公益社団法人中央畜産会ホームページ
http://jlia.lin.gr.jp

2016/10/07付け、お知らせ欄に掲載
同様の講習会を、12月１日に宮城県、12月15日に鹿児島県でも開催。また平成29年1月27
日に北海道で開催予定。

公益社団法人
日本動物用医薬品協会

薬事責任担当者会議におけるAMR対策の周知 11月22日 東京 会議資料に10月19日付け農水省課長通知のリーフレットを添付するとともに概要説明。

公益社団法人
日本獣医師会

小動物臨床委員会において普及啓発活動等の対
応策を検討

11月22日 全国 ―

農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/161104.html

（概要等については農水省HPで近日中に公開予定）

公益社団法人
日本動物用医薬品協会

「薬剤耐性対策行動計画の周知と動物用抗菌性物
質製剤の慎重使用について」及び「愛玩動物医療
分野における薬剤耐性対策について」（農水省畜水
産安全管理課長通知）の周知

11月25日
協会機関紙（動物薬事第
54巻第11号）に掲載

通知文及びリーフレットを掲載

全国肉牛事業協同組合
全国肉牛事業協同組合
青年部情報交換会

11月25日 東京 農林水産省より講師を招き、薬剤耐性菌等について、講演と意見交換を行った。

全国保健所長会
全国保健所長会事業（地域保健総合推進事業；新
興再興感染症等健康危機管理推進事業）による「感
染管理専門家の保健所支援事業」の周知

11月30日 全国保健所長会ＨＰ http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2016_H28.html

全国酪農業協同組合連合会
子会社の飼料工場の品質研修会において、研修の
後段にパワーポイントを用い20名程度の従業員に
説明し、薬剤耐性対策等について普及啓発を実施

11月30日 宮城県石巻市 ―

セミナー出席者全員に配布した資料に啓発リーフレットを同封した。
http://www.j-spf.com/

※ SPF（Specific Pathogen Free）豚とは、本協会が定めた基準に基づいて飼育され、豚の
健康に悪影響を与える特定の病原体を保有していない豚をいう。SPF豚の生産では、抗菌
剤を含む薬剤の使用に厳しい制限（上限）が課されている。

厚生労働省
Monthly IHEP No.258 2016年11月号にAMRに関す
る記事掲載

11月 雑誌 ―

農林水産省
動物分野における薬剤耐性対策シンポジウム～G7
獣医当局間の協力枠組活動の一環～

11月24日 東京

一般社団法人
日本ＳＰＦ豚協会 Ｈ28年度ＳＰＦ豚※セミナー 11月30日 東京

公益社団法人
中央畜産会

産業動物獣医師（開業、NOSAI、家畜保健衛生所・
県職等）を対象に全国5か所で実施する家畜伝染病
危等機管理講習会の中で、動物医薬品検査所より
講師を招き、「薬剤耐性対策について」各会場約2時
間の講演を実施

11月22日
11月28日

岡山
千葉

http://jlia.lin.gr.jp/
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/161104.html
http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2016_H28.html
http://www.j-spf.com/


日本製薬工業協会
日本外科感染症学会総会学術集会などのセミ
ナー・シンポジウムに協賛・協力

11月 東京、沖縄 ―

農林水産省
意見交換会を開催
（畜産関係者、水産関係者、消費者、製薬・飼料業
者、都道府県担当者等が対象）

11月 全国
11月は12回開催（宮城、千葉、東京、愛知、岡山、香川、熊本）
（10月は12回開催（北海道、岩手、東京、大阪、宮崎））

農林水産省 畜産関連誌等（11月号）に寄稿 11月 雑誌 ―

農林水産省
AMR対策推進月間を周知するリーフレットの雑誌へ
の掲載やはさみ込みを依頼

11月 雑誌 畜産関連誌等（11月号）への掲載やはさみ込みを依頼

公益社団法人
中央畜産会

①薬剤耐性（AMR）と畜産～あらためて考えよう、畜
産の発展と消費者の信頼確保にために～
②11月は薬剤耐性（AMR)対策推進月間です

11月

①畜産コンサルタント誌
11月号（No.623)ｐ22～ｐ
26
②表紙2（扉ｐ3）

公益社団法人中央畜産会広報紙で畜産業界、畜産農家、家畜衛生関係者等に広く関連
記事を掲載・普及

農場管理獣医師協会 会員獣医師が農場訪問時にAMRについて啓発 11月 埼玉、群馬 ―

本会ホームページ
http://www.jsava.org

一般社団法人
日本小動物獣医師会

本会会報誌に１１月がAMR対策推進月間である告
知記事を掲載。リーフレットなどはホームページから
ダウンロードできることを告知

11月 会報誌(JSAVAニュース) ―

一般社団法人
日本小動物獣医師会

本会ホームページ「トピック」に「愛玩動物医療分野
における薬剤耐性対策について」を掲載

11月 HP

http://www.jsava.org/


教員向けのwebサイトであるEDUPEDIAとの共同の取り組み。記事をEDUPEDIAに掲載し
た。
掲載記事のURL
https://edupedia.jp/article/580e1b2b01e1368209bd1a96

団体facebookページ
https://www.facebook.com/smilefuturejapan/

1) イベント掲載記事（11月18日河北新報、11月28日河北新報) イベント報道
http://ox-tv.jp/nc/p/search_list.aspx?t=share&d=20161120&no=6

Smile Future JAPAN
こどもとクスリの未来のおはなし（ポスターでの啓発
活動）

11月 沖縄県那覇市 ポスターを作成し配布

Smile Future JAPAN
親子で楽しく風邪やおくすりを学ぶワークショップ
『さよならバイキンだいさくせんーこの冬、風邪知ら
ずー』

11月20日 宮城県仙台市

Smile Future JAPAN
 【自由に配れる保健だより付き】未来の子どもたち
が危ない！？抗生物質の正しい使い方を考える（笠
井正志先生）

11月10日  EDUPEDIAウェブサイト

※本年11月に実施した取組のみ掲載しています。10月以前に実施した取組又は今後実施を予定している取組については、「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」中の「普及啓発に係る取組」をご参照ください。

（参考）「薬剤耐性（AMR）対策推進月間」について
　「薬剤耐性（AMR）対策推進月間（毎年11月）」には、政府機関だけではなく民間の様々な団体が一体となって、普及啓発に係る取組を重点的に実施していくとともに、以下の取組を通じて国民一人ひとりの主体的な取組を促していきます。
　　（１）政府広報、TV、新聞等のメディアを通じた国民全般に対する普及啓発
　　（２）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等に対する普及啓発
　　（３）上記専門職等を通じた国民に対する普及啓発

専門職等を通じた国民に対する普及啓発

https://edupedia.jp/article/580e1b2b01e1368209bd1a96
https://www.facebook.com/smilefuturejapan/
http://ox-tv.jp/nc/p/search_list.aspx?t=share&d=20161120&no=6
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