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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（令和２年11月30日現在）

【医療・介護分野】（13団体） ※並びは五十音順

一般社団法人
くすりの適正使用協議会

「誰もが健康な生活を実現するため、信頼できる情報をもとに判断し、行動できる社会を
目指す」ことをVISIONに掲げ、医療用医薬品の患者向け情報「くすりのしおり®」の公
開、くすり教育支援、医薬品適正使用の啓発、「薬剤疫学」の普及促進を実施。

・中学・高校におけるくすり教育の支援活動、一般向けの医薬品適正使用の啓発活動を展開。この活動を通して、医療者
の指示により適正に医薬品が使用され、AMR対策に繋がると期待。
・2018年10月21日に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)との共催で一般向け公開シンポジウム『知っておきた
い「くすり」の話 ～すぐに役立つお得な情報～』を開催。その中で、「薬を自己判断で飲むのを止めると良くない場合があ
る」旨を啓発。(http://www.pmda.go.jp/safety/symposia/0011.html)
・月平均数百万人がアクセスする実績を持つ当協議会医薬品情報サイトに「抗生物質が効かなくなる？－薬剤耐性」と題し
たバナーを置き、「知ろうAMR、考えようあなたのクスリ 薬剤耐性について」（国立国際医療研究センターAMR臨床リファレ
ンスセンター）及び「STOP AMR とめよう！薬剤耐性」（日本製薬工業協会）の啓発動画へ誘導し、一般への情報拡散を継
続中。

公益財団法人
結核予防会

1939（昭和14）年に、内閣総理大臣に賜った皇后陛下の令旨を奉戴し、閣議決定により
設立された公益法人。全国の支部・婦人団体と連携し、結核予防全国大会の開催、複
十字シール運動の実施、「結核予防週間」には結核予防を呼びかける街頭キャンペー
ンを全国的に展開するなど、結核に関する知識を国民に正しく伝えるための普及啓発
活動に努めている。

・全国で発生する多剤耐性結核菌のサーベイランスおよびゲノム解析等を始め、多剤耐性結核に関する予防・診断・治療
に関連する研究を行っている結核研究所と厚生労働省から結核治療における「高度専門病院」（多剤耐性結核患者や治療
が困難な患者を受け入れ、外科治療等の高度専門医療を担う施設）の指定を受けている複十字病院が協働して薬剤耐性
対策に寄与。
・結核患者に対するDOTS手帳を使った服薬管理と共に、保健所や関係機関との定期的なDOTSカンファレンス・コホート検
討会を開催し、地域に応じた多剤耐性結核予防対策を推進。
・薬剤耐性率の高い外国出生結核患者の早期発見、診療（入院･外来）、支援等のシームレスな体制構築を目的に、予防
会事業所間連絡会議を立上げ、課題の整理および解決策の検討を行い情報の発信を図る。

全国保健所長会 全国の保健所の保健所長をもって組織し、保健所の連携と保健所相互の連携を図り、
公衆衛生の向上に寄与する事を目的として活動。

　保健所における薬剤耐性対策は、医療法（院内感染対策）及び感染症法関連業務のレベルアップが必要である。そのた
め、下記に示す事業で保健所職員の資質の向上に取り組み、管轄の医療関連感染対策のレベルアップ、さらには保健所
の地域感染症対策ネットワーク（仮称）への更なる関与を促している。

１．地域保健総合推進事業　薬剤耐性（AMR)対策等推進事業（以下AMR班）
①感染症法、医療法を担当する保健所職員と医療機関職員を対象に、AMR対策公衆衛生セミナーを国立国際医療研究セ
ンターAMR臨床リファレンスセンターと合同で実施（平成29年度1か所、平成30年度6か所、令和元年度1か所で実施した）。
②保健所の院内感染対応をAMR班メンバーが支援（専門家派遣、相談対応）。令和元年度は、バンコマイシン耐性腸球菌
（VRE）に関する事例、多剤耐性アシネトバクター（MDRA）に関する事例について相談があり、AMR班としてメールでアドバ
イスを行った。また、相談事例の概略を示した上で，保健所の質問についてAMR班が回答した一連のアドバイスをQuestion
& Adviceとしてまとめ、報告書に掲載し、公表した。

２．全国保健所長会研修会
令和元年度は、AMR対策への保健所の更なる関与の必要性を啓発するために、全国保健所長会研修会で「薬剤耐性菌
（AMR）対策」をテーマに、AMR班メンバー等を講師として講習を実施した。

公益社団法人
全国老人保健施設協会

全国の介護老人保健施設の一致協力によって、高齢者等が自立して生活できるよう、
地域社会の健全な発展を図るとともに、保健医療サービス及び福祉サービスの質の向
上確保に係る調査研究等を行い、もって高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進
に寄与することを目的とした公益社団法人。

・本協会が開催する研修会「老人保健施設管理医師総合診療研修会」の実施。・電子書籍「より良きケアを提供するための
老健施設ハンドブック」において情報提供。・「介護老人保健施設における薬物治療の考え方に関する調査研究事業」を実
施。

公益社団法人
全日本病院協会

全国の病院の一致協力によって病院の向上発展とその使命遂行に必要な調査研究等
の事業を行い、公衆衛生の向上、地域社会の健全な発展に寄与。

会員病院向けの周知広報活動の一環として、薬剤耐性（ＡＭＲ）対策国民会議の周知及び会議内容の周知等を行う。

公益社団法人
日本医師会

47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体「医道の高揚、医学及び医術
の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯
研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事
項など、様々な活動・提言を行う。

・院内感染対策指針のモデル（2007年10月）
・日本医師会雑誌にて特集（1997-2012年、計4回）
・日本医師会雑誌特別号「感染症診療update」（2014年10月）
・日本獣医師会との連携シンポジウム（2014年10月～）2020年12月3日開催
・第2回世界獣医師会・世界医師会“One Health”に関する国際会議（2016年11月10日、11日）
・日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム「“One Health”時代を迎えた薬剤耐性対策」（2019年11月25日）
・厚生労働省・日本獣医師会との共催シンポジウム（2016年3月20日～）
・啓発資料の配布
・地域医師会による研修会

団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組
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団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組

公益社団法人
日本看護協会

保健師助産師看護師准看護師が自主的に加入し運用する看護職能団体であり、都道
府県看護協会との連携のもと看護職が教育研鑽に根ざした専門性に基づき看護の質
向上を図ること、安心して働き続けられる環境づくり、人々のニーズに応える看護領域
開発・展開により人々の健康な生活の実現に寄与することを目的とする公益社団法人。

AMR対策に関連する内容を教育（感染管理認定看護師の養成教育及び特定行為研修）に取り入れている。また感染管理
認定看護師の教育に携わる教員等により、AMRに関する情報発信や関連会議で発言を行っている。

公益社団法人
日本歯科医師会

1903年(明治36年)11月に設立され、歯科医師の身分や業務を確立する歯科医師法の
制定を目指し、114名の歯科医師による「大日本歯科医会」として発足したのが始まり
で、2013年（平成25年）4月1日に公益社団法人に移行。
我が国の歯科医師社会を代表する唯一の総合団体であり、医道高揚、国民歯科医療
の確立、公衆衛生・歯科保健の啓発及び学術研修事業、並びに歯科医学の進歩発展
を図り、国民の健康と福祉を増進する事業等を行っている。また、国際的学術交流にも
力を入れており、世界歯科連盟（ＦＤＩ）に加盟し、年次歯科大会には代表団を派遣。
　そのほか政府関係の各種審議機関に参画するとともに、歯科関係団体、医療関係団
体とも緊密な連携をとり、我が国の歯科医療及び社会福祉の発展向上に努めている。

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院・AMR臨床リファレンスセンターとの共催で、「AMR対策歯科臨床セミ
ナー」を2020年9月27日にWEB配信にて開催した。今回のセミナーでは、歯科診療に携わる医療従事者にAMR対策の現状
を説明するとともに歯科領域における抗菌薬の適正使用や歯科診療における感染対策の考え方について講演を行った。

日本製薬工業協会 研究開発志向型の製薬企業72社（11月1日現在）が加盟する任意団体で、製薬産業に
共通する諸課題や医薬品に対する理解を深めるための活動、国際的な連携など多面
的な事業を展開するとともに、国際製薬団体連合会（IFPMA）の加盟協会として、地球
規模の疾患対策や発展途上国などにおける感染症対策をはじめ、世界の医療・医薬に
関わる諸問題に対応。

・ AMR対策の国の動き（抗微生物薬適正使用の手引き作成、添付文書改訂指示等）について必要な対応を行い、医療従
事者への情報提供等を引き続き適切に実施している。
・会員企業の中には感染対策コンシェルジェチームを編成するなど、一般の方から感染対策の専門家にまで対して、感染
対策、消毒薬の適正使用について相談対応を行っているところがある他、セミナーなどを通して学童を対象にした感染症教
室（手洗い実践教室）を実施しているところがある。
・また、薬剤耐性対策応援や啓発の趣旨で、抗微生物薬の適正使用や院内感染予防等に関する情報提供HPを開設して
いるところがある。
・会員企業の中には、関係学会と連携して、日本感染症学会総会（8月東京）や日本化学療法学会総会（9月神戸）におい
て、普及啓発の目的でシンポジウムを開催するなど多くの協力を実施（予定を含む）した。
・当協会国際委員会が中心となり、2017年からAMR対策普及啓発の取組推進のために作成した掲示用ポスター及び普及
啓発用動画について、関係団体と連携して利活用を図っている。また、これらポスター・動画についてアジアを中心に関連
団体等でも利活用してもらうべく英語版も作成し普及啓発に努めている。
・2018年11月8日、日本感染症学会など8学会によるAMRアライアンス・ジャパンの設立に産業界側から協力した他、2019年
にはAMRに関する取組みを含む提言書を日本政府に提出し、G20大阪サミット（2019年6月）宣言に反映していただいた。
・2020年7月10日には、当協会会員企業5社を含む日米欧の製薬企業23社が国際的な枠組みのもと、合計10億ドル（1070
億円）を拠出するAMRアクションファンドなるものを設立し、AMR関連新薬を開発するベンチャー企業に投資することを発表
した。発表イベントにおいては公的機関からのメッセージもいただいた。
・会員企業の中には、引き続きAMR対策も念頭においた新規の抗微生物薬の開発を進めているところもあり、新たな製造
販売承認を得た薬剤も出てきている。
GARDP（グローバル抗菌薬研究開発パートナーシップ；WHOとDNDi　が共同で設立した研究プラットフォーム）主催する
AMRスクリーニングコンソーシアムに参加し、開発断念した候補薬剤等を提供している会員企業も数社ある。
・会員企業の中には、これまでの研究開発の取組みの中で集積した臨床分離菌株について、研究協力の一環で、国立感
染症研究所へ無償譲渡を実施したところがある。

一般社団法人
日本病院会

1951年6月創立し、「病院の向上発展と使命の遂行を図り、社会福祉増進に寄与する」
ために、「医の倫理の確立」と「病院医療の質の向上」を目指して活動している。医療法
人を始め、全経営主体が加入し、日本の病院団体を代表する構成。

①医療従事者約300名を対象として、感染対策担当者のためのセミナーを年３回開催。「医療分野における薬剤耐性
（AMR）対策」と題して、講演を実施。AMR対策を国の感染対策の基盤整備と位置づけ、AMR対策アクションプランの説明
や現状について普及啓発および教育に取り組んでいる。
②感染症対策委員会を年数回開催して、感染症に関する様々な問題について議論し、その内容について、適宜会員病院
に対して情報の提供・共有を実施。
③医療の質を向上させることを目的として、約350の会員病院に対して抗菌薬の適正使用を含む医療の質を表す指標
（Quality Indicator：QI）を測定し公表する「QIプロジェクト」を実施。

一般社団法人
日本病院薬剤師会

都道府県病院薬剤師会との連携のもと、病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬
剤師の倫理及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより、国民の
健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

・感染症対策に関し相当の知識と経験を有すると認められる薬剤師を「感染制御認定薬剤師」又は「感染制御専門薬剤師」
として認定。
・年4回、病院診療所等に勤務する薬剤師を対象として、「感染制御専門薬剤師講習会」を開催。

公益社団法人
日本薬剤師会

本会は、都道府県を活動区域とする薬剤師会との連携のもと、薬剤師の倫理の高揚及
び学術の振興を図り、薬学及び薬業の進歩発展を図ることにより、国民の健康な生活
の確保・向上に寄与することを目的とする。

①抗菌薬の適正使用に係る患者へ向けての啓発
②日本薬剤師会生涯学習支援システムにおいて「薬剤耐性(AMR)を抑制するためのe-ラーニング資材」の作成・提供
③薬局における経口抗菌薬の使用状況調査

一般社団法人
日本臨床衛生検査技師会

臨床検査技師の職域団体 当会で実施している「日臨技精度管理調査　微生物部門」では、全国1800施設が参加している。この調査においては、フォ
ト問題と塗抹培養及び感受性の調査を実施し、薬剤耐性に関する設問を中心に出題している。その回答より得られた全国
的な傾向を詳細に分析し、今後の普及活動のための日臨技方針を示すとともに、都道府県技師会においては、この方針に
則って薬剤耐性の調査結果と、その検出法についてをテーマとした研修会を実施して広く啓発活動を展開している。
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【畜水産・獣医療分野】（33団体） ※並びは五十音順

一般社団法人
Jミルク

酪農乳業関係者が一体になって、生乳及び牛乳乳製品の生産・流通の安定
並びに牛乳乳製品の消費の維持拡大を図り、もって国民の健康の増進及び
食生活の向上並びに我が国の酪農及び乳業の発展に寄与することを目的と
し昭和55年に設立された団体。会員は、全国及び地域の酪農乳業24団体。
酪農乳業に関する調査分析及び課題検討並びに情報の収集、開発、提供並
びに共通する課題への対応等を行っている。

2020年10月の理事会において決定した「力強く成長し信頼される持続可能な産業を目指して～わが国酪農乳業
の展望ある未来に向けた戦略ビジョン～」（HP公開）の中で、酪農乳業の持続性を発展させるための改善・強化
策としてAMRへの対処を盛り込んだ。
この戦略ビジョンを推進するため、安全性確保品質向上委員会を立ち上げ、委員会の検討事項の一つとして「薬
剤耐性(AMR)に関する情報収集とその対応の検討」をテーマにあげ今後の対応について協議を進めていく予定。

全国鮎養殖漁業組合連
合会

全国の鮎の養殖団体 水産用医薬品残留検査の実施。

全国開拓農業協同組合
連合会

畜産専門農協の全国連合会。購買事業や販売事業、 また、これらを推進する
ための営農指導事業を実施。

担当者会議等において職員へ周知し、巡回の際には生産者へ普及・啓発を図っている。また、系統の情報誌に
おいても会員・生産者に情報提供をし、普及・啓発を実施している。

全国漁業協同組合連合
会

全国のJF（漁協）や連合会とともに、協同して組合員の漁業経営と生活を守
り、そして青く美しい海と豊かな海の幸を次の世代まで受け継ぐためさまざま
な活動を展開している。よりよい地域社会を築くこと、そして組合員の経済的、
社会的地位を高めることを目的としている。

会員・関係者を対象とした会議・研修会等を通じて普及啓発を行うとともに、機関誌・会報等でも周知を図る。

一般社団法人
全国動物薬品器材協会

動物用医薬品等の円滑な流通と普及を図るとともに、適切な情報の収集及び
提供を行うことにより、畜産の発展、動物の保健衛生の向上及び公衆衛生の
向上に寄与することを目的とする、動物用医薬品等の販売業者が参加する団
体。

農林水産省の人用抗菌剤調査に協力。
隔月発行の全動薬協会報にて関係通知やリーフレットを掲載。
新人販売員対象の研修会講義にでＡＭＲに関する内容を加味。
農林水産省委託事業（指示書電子化情報収集）の調査に協力。

全国肉牛事業協同組合 肉用牛及び酪農経営者からなる事業協同組合であり、組合員の相互扶助の
精神に基づき、その経済的地位の向上のため、牛の預託事業、資材の斡旋、
共同購入等の事業を実施。

地域ブロック会議等に農林水産省担当官を招き、薬剤耐性に関する講演及び意見交換を行うなど、組合員への
普及啓蒙活動を実施予定。

公益社団法人
全国農業共済協会

農業共済組合連合会等を会員とする中央機関であり、農業共済制度の円滑
な運営と発展を目的としている。畜産関係では、家畜共済制度に関連し、産業
動物獣医師確保対策や産業動物獣医師を対象とした診療技術研修などを
行っており、診療技術情報誌「家畜診療」も発刊。

NOSAIイントラネットへ薬剤耐性対策の関連通知を掲載し、NOSAI団体への周知を図るとともに、NOSAI家畜診療
等技術全国研修集会及び同地区別発表会における抗生剤関連研究の発表等を行っている。特に令和元年度
は、家畜診療等技術全国研究集会にて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課より石橋朋子調査官を招
き、「薬剤耐性問題と家畜における抗菌剤の慎重使用」をテーマとした講演を行った。

全国農業協同組合連合
会

JAグループの中で農畜産物の販売や生産資材の供給など経済事業を行う組
織。経済事業を通じてJAの事業をサポートし、JA組合員の農業振興、経済
的・社会的地位向上に寄与することを目的に活動。

全農職員の獣医師を対象とした牛病対策についての内部勉強会（令和元年８月22日、対象20名）及びJAグルー
プ（農協、連合会、関連会社）の獣医師を対象とした豚病対策についての症例検討会（令和元年11月29日、対象
36名）において、感染症対策を実施する際には、野外病原菌の薬剤感受性試験結果を用いて慎重使用をするこ
とについて認識を共有した。

全国農薬協同組合 全国の農薬卸業者で組織された中小企業等協同組合法に基づく協同組合。
農薬の安全使用、安全防除を指導する農薬一声運動を始め、講習会等を実
施して安全対策に取り組んでいる。

①農薬工業会作成のRACコード表(殺虫剤、殺菌剤)を全組合員に配布し、その後、希望組合員に対して追加で
流通(農協、小売店等)用に配布した。(2,500枚)
②農薬工業会作成のRACリーフレットを全組合員に配布。希望組合員に現在も配布中。（4,950部）
③当組合で毎年発行している農薬安全適正使用ガイドブック（2020年版は9,000部発行、8,156部配布）に、本年
12月発行予定のガイドブックの各農薬にRACコードを記載した。

一般社団法人
全国養殖魚輸出振興協
議会

日本の養殖魚を中心とした水産物の輸出拡大及び養殖業・漁業の発展と地
域活性化。

総会・会議等を通じて啓蒙活動及び普及活動を行っていく予定。

全国養鱒振興協会 ・養鱒業者の全国団体
・昭和35年設立
・会員団体数：21

研究機関の全国組織：全国養鱒技術協議会とも連携して、協会主催の研修会等において普及啓発活動を行い、
末端会員にも周知を図る予定。

全国養鯉振興協議会 ・養鯉業者の全国団体
・昭和42年施行平成26年改訂
・会員団体数：12

実施なし。

団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組
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団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組

全国酪農業協同組合連
合会

酪農専門農業協同組合の全国連として、会員組合の組織運営指導、生乳の
広域流通、乳製品類や食肉の製造販売、また酪農家への技術情報や生産資
材の提供など、日本の酪農･乳業の振興･発展のため多様な事業を実施。

・「薬剤耐性に関する最近の動き」と題して農林水産省　消費・安全局　畜水産安全管理課　専門官を招聘し弊会
全国購買・畜産課長会議にて研修会を開催。(令和元年12月19日)
・飼料工場に内部監査時に社員への周知を図った。(令和元年11月8日岡山県）
・令和2年度は新型コロナの関係で会議、研修等は未実施。

公益社団法人
畜産技術協会

畜産に関する技術の向上発達、国際協力及び国際交流の増進、緬羊及び山
羊の改良増殖の促進等を図り、我が国畜産の健全な発展及び国民生活に不
可欠な畜産物等の安定供給に寄与することを目的とする全国団体。月刊誌
「畜産技術」及び畜産技術に関する普及啓発書の発刊、セミナー・シンポジウ
ムの開催を通じ情報の提供を行っている。

「畜産技術」誌2020年5月号へ
研究レポート、「動物由来薬剤耐性菌の実態解明とその対策に関する研究」を掲載。

公益社団法人
中央畜産会

都道府県の畜産会・衛生指導協会や畜産に関係する中央団体と連携して、経
営指導をはじめ、資金の供給、情報の提供、畜産に関する諸調査、出版活動
等、畜産における幅広い分野で活動。
さらに、畜産分野における国産化の進展に伴い、畜産の総合的・中核的な団
体として海外情報の収集・提供にも務めている。平成21年4月、（社）全国家畜
畜産物衛生指導協会と合併し、家畜衛生・疾病防疫等、変化する畜産経営の
多様な期待に応えるべく、広範なより専門性の高い業務に取り組んでいる。

引き続き、HPで薬剤耐性対策の普及に努めた。

一般社団法人
中央酪農会議

「加工原料乳生産者補給交付金暫定措置法（不足払い法）」に基づき設立さ
れている指定生乳生産者団体と酪農関係全国機関（全中、全農、全酪連、全
開連、農中、全共連）を構成員とする、酪農指導団体。
実施している主な事業内容は、下記のとおり。
・指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に関する指導、あっせん等
・生乳の需給の安定及び国内生乳生産基盤の強化に関する事項
・生乳の需要の拡大に関する事項
・酪農業及び牛乳、乳製品に関する国民への理解促進に関する事項
・生乳の品質の改善及び安全安心の確保に関する事項
・前各号の事業に関する資料、情報の収集及び提供に関する事項

「生乳の安全・安心の確保のための指定団体担当者会議」等に農林水産省（消費・安全局畜水産安全管理課）よ
り講師を招き、薬剤耐性対策について講演と意見交換を実施予定。

一般社団法人
日本SPF豚協会

昭和44年設立。SPF養豚に関する技術研究、開発及び普及・促進活動を目的
とした全国団体。SPF豚農場認定事業を実施。

新型コロナウイルス感染拡大対策のため、日本ＳＰＦ豚研究会総会、協会セミナー等での啓発活動はかなわな
かったが、
①協会ホームページで配信の成績優秀ＣＭ農場表彰選考結果発表（選考委員長講評）の中でＡＭＲ対策に触
れ、抗菌剤に頼らない農場生産成績向上実現に向け努力を促した。
②令和2年3月期認定CM農場の抗菌剤およびワクチン使用の実態を調査・分析し、同年8月7日のピラミッド会議
で報告、会員農場の抗菌剤の適正使用啓発を図った。
③昨年同様、年4回(12月、3月、6月、9月)開催しているSPF豚農場認定委員会において、個々の農場の抗菌性
物質の使用状況をチェックし、特にテトラサイクリン系薬品の使用を極力避けるよう指導・徹底を図った。

一般社団法人
日本科学飼料協会

・科学飼料に関する知識の普及及び技術の指導
・科学飼料の品質向上及び規格の維持
・科学飼料に関する事業の奨励
・科学飼料に関する研究及び調査
・関係官庁及び諸団体に対する意見具申及び連絡
会員：飼料及び飼料添加物等の製造、輸入、販売業者等
会員数71社（平成30年3月31日現在）

農林水産省等からの通知等については、その都度会員に対して情報提供を行った。
また、今後も、関連情報の収集に努め、必要に応じて会員に周知していく予定。
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団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組

一般社団法人
日本小動物獣医師会

日本全国の小動物を診療対象とした開業獣医師の団体。学術部、獣医事部、
事業部などがあり、獣医師向けの講習会の開催、種々の啓発事業、学校飼育
動物支援活動などを行っている。

学術部感染症委員会が、会報誌やホームページに抗菌剤の適正使用や薬剤耐性菌の現状についての解説記
事を掲載し、啓発している。

一般社団法人
日本食鳥協会

食鳥産業における生産、流通の改善、消費の普及・増進等を目的に、昭和35
年に設立。種鶏孵卵から生産加工、荷受け、小売りまでを縦断的に包含し、会
員の国内生産に占めるシェアは95％とその太宗を占める。

農林水産省消費・安全局関係課の協力を得ながら、中央、地方の各種会合で、薬剤耐性対策に関する情報を紹
介。また、協会ホームページに薬剤耐性等に係る最新情報を掲載。

一般社団法人
日本植物防疫協会

農作物の病害虫防除に関する全国の指導研究機関及び業界関係者を会員と
する団体。農薬の登録支援、知識・情報の普及啓発等、植物防疫に関する広
範な活動を推進。

関連情報の収集に努め、必要に応じて会員に周知していく予定。

協同組合
日本飼料工業会

飼料製造企業47社を会員とする協同組合。
会員は傘下に73工場を持つ。

・令和元年12月２日開催の食品委員会第24回薬剤耐性に関するワーキンググループにおいて、「家畜にビコザ
マイシンを使用すること によって選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無
視できる程度」との審議結果が示されたことについて組合員に情報提供した。
・令和2年1月23日に開催された第２階薬剤耐性リスク管理検討会の議事概要について組合員に情報提供した。
・令和２年２月４日開催の食品安全委員会において、「家畜に使用するハロフジノンポリスチレンスルホン酸カル
シウム」に係る食品健康影響評価の結果、「ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウムを鶏に使用すること
に選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度」との審議結果が
示されたことについて組合員に対し情報提供した。
・令和２年２月４日開催の食品安全委員会において、硫酸コリスチンに係る再度評価が実施される旨、組合員に
情報提供した。
・令和2年6月26日開催の食品委員会第26回薬剤耐性菌に関するワーキンググループにおいて検討された「薬剤
耐性（AMR）対策アクションプランに係る食品安全委員会行動計画2016－2020」に係る進捗状況について組合員
に情報提供した。

公益社団法人
日本動物病院協会

動物病院と動物医療の充実のための継続教育事業、動物病院と動物医療に
関わる専門職の資格付与事業、動物病院による地域社会への貢献を推進す
る事業、アニマルセラピーの推進及び調査研究を公益目的事業とする、700余
の動物病院、会員総数約7,000名で構成される公益法人。

定期発送物に薬剤耐性対策関係資料を同封して、周知・啓蒙を図る。
（令和２年７月に会員動物病院へ会報誌に抗菌薬慎重使用の手引き・ツール・ポスターを同封）

全国55地方獣医師会（47都道府県、8政令市）を正会員とする。構成獣医師
は、公務員、産業動物診療（団体、個人）、小動物診療、企業等、獣医師の全
ての職域に及んでいる。本会の活動は、獣医師道の高揚、獣医事の向上、獣
医学術の振興・普及及び獣医師人材の育成を目的としている。

公益社団法人
日本獣医師会

①農林水産省からの通知「薬剤耐性対策推進月間（11 月）における動物分野の取組みについて」（令和元年11
月1日付）を地方獣医師会を通じて全国の会員獣医師に周知した。
②平成28年11月10・11日に北九州市で開催した第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
ついて議論するとともに、薬剤耐性対策に関する医師と獣医師の協力を含む「福岡宣言」を世界に向け公表し
た。「福岡宣言」について、内容を日本獣医師会雑誌の各号に掲載を継続中。
③農林水産省の協力により、平成28年9月号から平成30年5月号まで21回にわたり日本獣医師会雑誌に「動物
用抗菌性物質を取り巻く現状」を連載した。内容はホームページ公開中。
④農林水産省「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用に関するワーキンググループ」における検討に協力すると
ともに、取りまとめられた「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用の手引き-2020-」について、関連普及資材ととも
に日本獣医師会雑誌に同封発送し、周知した。
⑤農林水産省「令和元年度生産資材安全確保対策委託事業（動物分野における薬剤耐性対策普及啓発事業）」
を受託し、⑦のシンポジウムを開催するとともに、薬剤耐性普及啓発資材（小冊子及びDVD）を作成した。令和2
年度においても同事業を受託し、シンポジウムの開催及び薬剤耐性対策に係る映像教材の作成を実施予定。
⑥平成30年度及び平成31年度に農林水産省が実施した「健康な伴侶動物由来の薬剤耐性菌モニタリング調査」
について、趣旨を全国の地方獣医師会に周知し、調査に協力した。令和2年度実施の同調査についても調査協
力中。
⑦令和元年11月25日に日本医師会館において、日本医師会と日本獣医師会による連携シンポジウム「“One
Health”時代を迎えた薬剤耐性対策」を開催した。
⑧平成29年に"One Health"推進特別委員会の中に設置した薬剤耐性（AMR)対策推進検討委員会において、令
和元年6月に取りまとめた報告書「小動物獣医療における薬剤耐性(AMR)対策としてのリスク管理措置の在り方」
に基づき、新たなアクションプランの策定に向けた対応及び小動物診療分野における具体的対応の在り方につ
いて検討を継続。農林水産省と共同で小動物分野における人用抗菌剤の使用実態調査を計画中。
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団体名 団体の概要 普及啓発に係る取組

公益社団法人
日本動物用医薬品協会

動物用医薬品等の開発、改良及びその普及並びに調査研究の成果の活用を
図ることにより、動物の衛生の向上を推進し、人と動物の共生の増進を通じて
公衆衛生の向上に寄与することを目的とした動物用医薬品製造販売業者等
の団体。

農林水産省等からの通知等については、会員所社に送付するとともに協会HPにも掲載。また、協会HPに「薬剤
耐性（AMR）対策関連」のバナーを設置し、「動物用の薬剤感受性ディスク関連」等の情報を紹介。さらに広報・機
関誌にて薬剤耐性対策に関する国内外の情報を掲載し、紹介。これらの普及啓発活動については今後も継続し
て行うこととしている。

一般社団法人
日本養鶏協会

養鶏生産物の需給の安定、消費の促進及び養鶏に関する情報の収集、供給
等を行い、もって養鶏経営の安定に資するとともに国民食生活の向上と養鶏
産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

令和元年9月から12月に全国9ヶ所で実施する当協会主催のブロック地方大会を通じて、日本養蜂協会会員団体
構成員に対し、みつばち用動物用医薬品タイラン水溶散の適正な使用方法及び抗生物質の適正な管理並びに
「タイラン水溶散の使用に当たっての留意事項」の情報提供を実施した。
令和元年11月から令和2年1月に全国5ヶ所で実施する養蜂技術指導講習会において、各地域のミツバチの衛
生・飼養管理等の技術指導者である行政職員及び養蜂家に対し、タイラン水溶散の適正な使用方法及び抗生物
質の適正な管理並びに「タイラン水溶散の使用に当たっての留意事項」の情報提供を実施した。

日本養鶏農業協同組合
連合会

・会員及び畜産生産者等に配合飼料及び生産資材等供給
・会員及び畜産生産者等が必要とする情報提供
・環境対策・施設・設備等に関する相談

農林水産省などからの通知等については、その都度関係会員等に対して薬剤耐性対策等における情報等の提
供及び普及・啓発等を行う。

一般社団法人
日本養豚開業獣医師協
会

養豚専門の開業獣医師による団体で、養豚獣医療、生産現場の衛生レベル
の向上に向けて取り組むとともに、消費者に向けた養豚、国産豚肉について
の安全性についての周知を実施。

例年同様、会員に対して薬剤耐性菌及びその対策についての公的情報の普及啓発を行う。また、国立研究開発
法人農業・食品産業技術総合研究機構の薬剤耐性関連事業において検体採取などで協力するほか、農林水産
省の薬剤耐性対策関連事業に委員を派遣する。

一般社団法人
日本養豚協会

・養豚生産者の活動支援
・国産豚肉消費拡大活動
・種豚登録事業の実施
・国等に対する要請活動等

薬剤耐性対策の普及啓発活動として、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が作成した薬剤耐性菌に関
する資料を会員向けに周知する予定。

一般社団法人
日本養蜂協会

都道府県の区域を地区とする養蜂関係者が組織する団体。
会員数47団体。

・令和元年9月から12月に全国9ヶ所で実施する当協会主催のブロック地方大会をつうじて日本養蜂協会会員団
体構成員に対して、みつばち用動物用医薬品タイラン水溶散の適正な使用方法及び抗生物質の適正な管理並
びに「タイラン水溶散の使用に当たっての留意事項」の情報提供を実施した。
・令和元年11月から令和2年1月に全国5ヶ所で実施する養蜂技術指導講習会において、各地域のミツバチの衛
生・飼養管理等の技術指導者である行政職員及び養蜂家に対し、適正な使用方法及び抗生物質の適正な管理
並びに「タイラン水溶散の使用に当たっての留意事項」の情報提供を実施した。

日本養鰻漁業協同組合
連合会

ウナギ養殖業の生産者団体。
安心・安全で美味しいウナギの生産やウナギ資源の保全・管理、ウナギ消費
の拡大等、ウナギ養殖業の振興と発展を目的とした事業を行っている。

理事会の際に関係資料を配布する他、必要に応じてメール等で会員組合、会員組合員に対して情報提供する予
定。

農場管理獣医師協会 家畜の生産段階（主に肉牛）における食の安全への取組を行っている。 会員獣医師が関与する農場に向けて、薬剤耐性関連情報を普及啓発するとともに、獣医師自らが薬剤の慎重使
用に心掛けている。

農薬工業会 国内の主要な農薬製造業者を中心として組織された任意団体。
安全かつ持続的な農産物の生産に資することを基本方針としている。

関連情報の収集に努めていくとともに、具体的な取組については必要に応じ今後検討。
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