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I 活動報告 

 

平成 29 年度 広島文化学園大学看護綜合研究センター・FD 委員会主催 

研究会報告 

 

 

看護・綜合研究センター 

土肥敏博 森田克也 加藤重子 田村和恵 棟久恭子 瀬川英治 

FD委員会 

山内京子 加藤重子 岡本陽子 渡邊 満 前信由美 石川孝則 

進藤美樹 金澤 寛 今坂鈴江 佐藤敦子 

 

開催趣旨 

看護綜合研究センター・FD 委員会では、看護師さんを始め医療職従事者に対し、近年国際

的にも新たな問題となっている抗菌薬耐性菌問題に関する認識を高めて日ごろの業務、教育、

研究に役立てていただきたく、下記の研究会を開催した。 

 

日時：2018 年 2 月 5 日（月） 15：00～17：00 

場所：広島文化学園大学看護学部 205 講義室 

開会のご挨拶 山内京子学部長 

参加者 80 名（教員 20、大学院生 2、学部学生 57 JR 広島病院 1） 

 

講演タイトル 「新たな薬剤耐性菌の時代」 

講師 菅井 基行先生 

国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター センター長  

広島大学院内感染症プロジェクト研究センター代表 

菅井基行先生プロフィール  

・広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授 
・歯学部長 
・日本ブドウ球菌研究会 会長 
・広島大学院内感染症プロジェクト研究センター代表 
・医道審議会専門委員幹事委員（～平成 25 年 2 月） 
・広島県医療審議会委員（〜平成 28 年 3 月） 
・広島県感染症・疾病管理センター（ひろしま CDC）専門員 
・NPO 法人ひろしま感染症ネットワーク理事 
・内閣府 薬剤耐性菌ワーキング専門員（食品安全委員会） 
・内閣府 肥料飼料等専門調査会専門員（食品安全委員会） 
・17th ISSSI 2016 Seoul Co-chair （ブドウ球菌およびブドウ球菌感染症に関する国際シンポ
ジウム） 

・薬剤耐性菌研究会 会長 
・平成 8 年度 日本細菌学会黒屋奨励賞受賞 
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講演要旨 

“私どもは新たな“耐性菌の時代”を迎えている。2013 年に英国と米国の公衆衛生行政のトッ

プが時を同じくして耐性菌問題がテロや気候変動に匹敵する世界共通の重大問題であること

を発表した。2015 年 5 月には世界保健機構（WHO）総会で耐性菌に対する世界行動計画が採

択され、6 月にドイツで開催された G7 主要国首脳会議（サミット）でも首脳宣言に盛り込ま

れた。日本は 2016 年 4 月に薬剤耐性菌対策行動計画（アクションプラン）を完成させ、5 月

に伊勢志摩で開催された G7 サミットで議長国として、耐性菌対策を取り上げた。さらに 9 月

には“薬剤耐性菌”は国連総会（NY）で議題として取り上げられた。国連総会で人類の健康上の

脅威が議題になったのは今回を入れてわずか 4 回しかない。その４回目が耐性菌問題である。

新たな耐性菌の時代とはどういう意味なのか、なぜ、最近このように世間が耐性菌で騒がしい

のか？” 本講演では、図 1 に示す耐性菌の脅威について世界の現状、日本の現状について紹

介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 耐性菌問題への警鐘 

 

講演概要 

フレミングがペニシリンを発見し、感染症治療として世に登場したことはエポックメイキン

グな出来事であった。しかし、やがてペニシリン耐性菌が出現する。ペニシリン耐性菌は酵素

β-ラクタマーゼを獲得し、β-ラクタム環を開裂することによりペニシリンの効力を失わせ、ペ

ニシリン耐性を示す。抗菌薬を使用することにより必然的に発生する耐性菌である。しかし、

ペニシリンが世に出る前に β-ラクタマーゼ（ペニシリナ－ゼ）の存在が報告されたのは自然界

にはすでにそのような耐性菌が存在していたことを示している（図 2）。実際、ニューメキシコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ペニシリン耐性菌の歴史的存在      図 3 薬剤耐性菌の歴史的存在 
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の地下洞窟で 400 万年前の堆積物から得た環境細菌を調べたところその 7 割に抗菌剤に耐性

を示すものが見つかっているのは驚きである（図 3）。 

そこで、ペニシリナーゼにより分解されない第 2 世代セフェムや第 3 世代セフェムが開発さ

れるとこれらを分解する基質拡張型クラス Aβ-ラクタマーゼ（ESBL:extended spectrum beta-

lactamase）を産生する菌が出現した。こうした耐性菌に優れた抗菌活性を有するカルバペネ

ム が 使 用 さ れ る と カ ル バ ペ ネ ム 耐 性 腸 内 細 菌 科 細 菌 （ Carbapenem-resistant 

enterobacteriaceae、 CRE）が出現する。CRE のうち、カルバペネマーゼ産生菌は、多剤耐

性傾向が強いことから臨床的に問題となりやすい。さらに、IMP 型、VIM 型、NDM 型、KPC

型、および OXA-48 型の 5 種類のカルバペネマーゼ産生菌は、分離頻度が高く、院内感染事例

の報告も多い。この 5 種類のカルバペネマーゼ産生菌それぞれの分離頻度は国により大きく異

なる。わが国では、国内感染例のほとんどが IMP 型カルバペネマーゼ産生菌である（図 4）。 

一方、KPC 型は世界中で問題になっている 

カルバペネマーゼであり、海外で感染したと 

思われる患者からは KPC 型が分離されるこ 

とが多い。最近注目されているのは NDM-1 

（ニューデリー・メタロ-β-ラクタマーゼ）産 

生多剤耐性菌で、ほとんどの抗生物質を分解 

できる NDM-1 酵素をもつ菌で、インド人男 

性から見つかったが、欧米やアジアで大腸菌、 

肺炎桿菌など、日和見感染菌の間に広がって 

いるといわれる。日本でも数例確認されただ 

けであるが、要注意である。プラスミド性に 

伝達すると考えられており、耐性遺伝子は細 

菌間を接合伝達により渡り歩くことが示され  図 4 日本に多いカルバペネマーゼ型 

た。 

薬剤耐性（AMR:anti microbiral resistance）発現機構について、これまで問題視されてき

たグラム陽性菌の耐性化に対し、近年はグラム陰性菌の多剤耐性化が問題視されている（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 MRSA から CRE へ 
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インテグロン(integron)は、部位特異的組換えにより遺伝子カセットを組み込む能力を持つ

ことで特徴付けられる遺伝子の単位であり、ここに多種の耐性遺伝子を集積させることができ

る。こうしてできたインテグロンが他の細菌に伝搬することにより多剤性耐性が一挙に獲得さ

れるという、耐性遺伝子の接合伝達様式が紹介された（図 6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 多剤耐性発現機構 

 

他の DNA 断片を取り込んで自分の染色体 DNA に取りみ、幾つかの抗菌薬に対する耐性を

獲得した菌株が確認されている。日本感染症学会では、ニューキノロン系のシプロフロキサシ

ン、カルバペネム系のイミペネム、アミノグリコシド系のアミカシンの全てに耐性を示す菌株

を、多剤耐性アシネトバクター（multi-drug resistant acinetobacter:MDRA）としている。 

面白いことに都道府県別に見た第三世代セファロスポリン耐性大腸菌や CRE の分離率は広

島をはじめとする西日本に多いという地域性があることを国立感染症研究所薬剤耐性研究セ

ンターが明らかにしている。 

死亡率第 3 位に肺炎が浮上している。肺炎には入院後 48 時間以降に発症する院内肺炎（HAP）

と病院外で日常生活をしていた人に発症する市中肺炎（CAP）がある。それぞれはその原因菌

の頻度、患者背景、重症度が大きく異なることからその治療戦略も異なり、それぞれに対して

ガイドラインが示されている。米国では長期療養施設やナーシングホームに入所している高齢

者に発症する肺炎に対し医療ケア関連肺（healthcare-associated pneumonia:HCAP）という

概念が示された（図 7）。さらに日本では、特徴的な医療制度を考慮して医療・看護関連肺炎、

すなわち日本版 HCAP（nursing and healthcare-associated pneumonia:NHCAP）が提唱さ

れている（図 8）。NHCAP の原因菌、診療ガイドラインにおける治療区分について解説がなさ

れた。 

抗菌薬の不適切な使用や抗菌薬の病院廃液からの流出による環境汚染、食品汚染などを背景 
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図 7 医療ケア関連肺（HCAP）        図 8 日本版 HCAP（NHCAP） 

 

として、薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、新たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり、国際

社会でも大きな課題となっている。また、感染経路として看護師を含む医療従事者による感染

伝搬も問題である。従って、看護師も耐性菌に関する新しい知識を修得し、感染防御に細心の

注意を払わなければいけない。何といっても抗菌薬を使わないですむように感染を防御するこ

との大切さ、それにはワクチンと看護師さんの感染防御の役割が非常に大切であることが話さ

れた。 

 解説は非常に分かりやすく、参加者にも関心をもって受け止めていただいたようである。本

学看護学部でも、薬剤耐性問題と対策についての研究や学生の卒業研究テーマとして取り上げ

ていただければ面白いのではないかと思われる。 

 菅井先生におかれましては、広島大学歯学部をご卒業後ずっと歯学部および医歯薬学総合

研究科において、教育、研究、大学の管理運営に携わってこられ、歯学部長を 2 期務められ

るなど優れた業績を残されている。研究面では、菌の薬剤耐性発現の分子機構、黄色ブドウ球

菌が産生する溶菌酵素や黄色ブドウ球菌が産生する表皮細胞分化抑制因子（EDIN）の発見お

よびその作用機序に関する研究など世界をリードする研究を展開され、多数の論文発表、講

演や学会主催など学術面で多大の貢献をされ、また、多くの大学院生の指導に当たってこら

れている。 加えて、広島大学院内感染症プロジェクト研究センターを立ち上げられ、その代

表を務められ、広島県医療審議会委員、NPO 法人ひろしま感染症ネットワーク理事、内閣府 

薬剤耐性菌ワーキング専門員・肥料飼料等専門調査会専門員等々において社会貢献されるな

ど幅広く活躍されている。こうした実績が認められたのでしょう 2018 年 1 月 1 日から国立

感染症研究所 薬剤耐性研究センターへセンター長として赴任された。たまたま私が昨年末

に広島大学を訪問した折にこのお話を伺い、まだ広島在住の間に是非講演に来ていただきた

いとお願いいたしましたところご快諾をいただき、この度の運びとなった。菅井先生は、4 月

から東京暮らしと伺っていますが、これからも機会があれば本学部の教育にも参画していた

だけるご意向と伺い、大変心強く思っている。 

 広島を去られるのは寂しいですが、新天地の大きな舞台で今後益々ご活躍されます様お祈

り申し上げる次第である。 
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平成 29 年度私立大学教育研究活性化設備事業タイプ２ 

（オープンコモンズ・スペース）事業報告 

 

広島文化学園大学看護学部 

               讃井真理 土肥敏博 森田克也 岩本由美 

            田村和恵 新川雅子 平岡正史 

 

 

 平成 29 年度私立大学教育研究活性化設備事業である「第 3 回 未来の“健康”を守る集い」

を本学の阿賀キャンパスのオープンコモンズ・スペースで開催した。本年度は私立大学研究ブ

ランディング事業の「来んさいカフェ・呉」の高齢者カフェとの共同開催となった。 

 

開催日時 2018 年 3 月 24 日（土） 13：30～16：40 

場所 
広島文化学園大学看護学部 2 号館４階 

オープンコモンズ・スペース 

内容 

健康講座：「運動と認知症予防」 

 講 師： 土肥敏博 教授 

健康調査：一般調査、身体調査、認知機能評価、体組成（体内水

分量、体脂肪率、筋肉量）ロコモ（2 歩幅・Tims up & Go）、ヘ

モグロビン A1c 測定、血管硬化度とストレス、調査結果の説明と

相談、身体活動量計貸与、唾液中 BDNF 濃度測定 

対象 呉市阿賀地域に在住している高齢者 19 名（20 名定員） 

結果 

阿賀地区住民が中心で初めて参加の方は 1 名を含めて 19 名が参

加した。平均年齢は 69.7±5.3 歳であった。BMI が標準か僅かに

over の方が 15 名、水分量は低値を示す方が 2 名であった。HbA1c

は高値の方もあったが、すでに受療していた。自律神経測定値か

ら身体的ストレスを感じている人は多かったが、ストレス対処能

力は良好に保っている人も多かった。血管の老化が良好 3 名、注

意の段階 10 名、悪い段階 4 名であった。歩行スピードや歩幅が

標準を上回る方が多かった。現在の体調維持と自己の体力に合っ

た活動量を維持するため活動量計を貸し出した。今年度はブラン

ディング事業である「高齢者カフェ」を兼ねた実施であり、唾液

中の BDNF 測定及び血管の硬化度とストレス度測定を追加し、

より詳細な健康度測定の集いとなった。 
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１．趣旨 

「未来の“健康”を守る集い」は、28 年度から私立大学等教育研究施設整備費補助をうけて実

施している事業である。その主旨は大学の社会資源としての活用、及び地域住民の健康維持と

向上を目指した阿賀キャンパスの知的資源の活用、そして住民参画地域課題解決型学習プログ

ラムの実施である。さらに、本年度は私立大学研究ブランディング事業の看護・医療福祉研究

部門として展開している「高齢者カフェ」との共同開催となった。「高齢者カフェ」は、健康

長寿をめざして、健康のセルフチェックと健康を維持するための効果的なエクササイズの検討

を行う研究事業である。これらの事業展開を通して、地域住民の健康を守る集いの場の在り方

を追究していくことが開催の趣旨である。 

 

２．実施日時 

平成 30 年 3 月 24 日（土）13：30～14：00 健康講座 

            14：00～16：40 健康調査と健康相談 

３． 実施場所 

広島文化学園大学呉・阿賀キャンパス 4 階図書館、オープンコモンズ・スペース、及びセ

ミナー室 

４． 担当者 

健康講座：  土肥敏博 

健康調査等：土肥敏博 讃井真理 森田克也 岩本由美 田村和恵 新川雅子  

平岡正史 平光 修 

  学生サポーター：6 名 

 

５． 実施内容 

1）健康講座：「運動と認知症予防」；土肥敏博 

       広島県の女性の健康寿命は全国で最下位であるとの報告があったばかりであり、健康寿命

の延伸を、また何らかの支援を受けないでいる期間を少しでも短くすることが大切である。

健康維持には活動の量だけでなく、質が重要である。活動強度が測れる活動量計で、効果的

な活動強度とその時間を知ることは大切なこと。また睡眠の質は様々な身体のトラブルと

関連がある。運動は脳 BDNF を増やし認知症予防につながることが解説された。運動をす

る際に鍛える必要のある筋肉は下肢だけではないことなど、先生自身の経験を踏まえた健

康維持へのモティベーションにつながるお話を参加者だけでなく、学生サポーターも真剣

な表情で聞いていた。 

2）健康調査： 

①基本データ年齢、性別、現症状、主観的幸福度、活動・運動習慣、食生活、睡眠 

（全員） 

②一般調査：体重、血圧、握力（平光、学生サポーター2 名） 

③ロコモ検査：2 歩幅、Timed Up & Go 時間（新川 学生サポーター1 名） 
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④認知機能評価：物忘れ相談プログラム・タッチエム（讃井・田村） 

⑤体組成（体内水分量、体脂肪率、筋肉量 他)（平岡、学生サポーター1 名） 

⑥血管の硬化度とストレス測定（学生サポーター1 名） 

⑦ヘモグロビン A1c（岩本、土肥） 

⑧唾液中 BDNF IGF-1 濃度測定（森田、学生サポーター1 名） 

⑨身体活動量（活動量計；HJA-350IT）（森田 他） 

⑩精神的健康パターン診断調査（全員） 

3）結果説明と健康相談（田村・新川・学生サポーター1 名） 

    今後の健康維持活動への動機づけになるよう、各調査結果を支援的に本人へ説明した。また、

結果はファイリングして、本人にお渡しした。 

 

６． 結果 

阿賀地域在住高齢者 20 名を募集し 19 名が参加された。うち１名のみが１回目の参加で、ほ

とんどの方がリピーターである。平均年齢は 69.7±5.3 歳であった。男性 10 名、女性 9 名で、

睡眠は半数が何らかの不満足感を持ち、その不満足感のある全員が眠りが浅い時があると回答

した。食事は3食しっかり摂取している方がほとんどで、排泄状態も良好であると答えていた。

健康上で気になることは体重、筋力、認知症が上位であった。BMI は標準体重より高値を示す

方は 5 名、標準からかなり多い方が 4 名、標準か僅かに over の方は 15 名であった。水分量が

低い方は 2 名のみで、その 2 名も標準よりわずかに低い程度であった。歩行スピードや歩幅が

標準を上回る方が多かった。HbA1c は高値の方もあったが、すでに診療を受けている方であっ

た。自律神経測定値から精神的ストレスを感じている人は多かったが、ストレス対処能力は高

い人が多く、身体的ストレスは低い人が多かった。精神的健康パターン診断調査は、全員が「は

つらつ型」と「ゆうゆう型」であり、「ふうふう型」と「へとへと型」はいなかった。血管の

老化が「良好」が 3 名、「注意」の段階が 10 名、「悪い」の段階は 4 名で、血管の弾力性は

男性 2 名、女性 3 名が低い傾向にあった。物忘れ診断の得点は 12 点以下の人はないが、タッ

チエムは 40％台の方もおられ、一方では 90％以上の方もおられた。それぞれの項目間の関連

について、今後、分析を進めていく。 

 

７． 総括 

本年度で 3 回目となる「未来の“健康”を守る集い」へ、前年度、あるいは前々年度に参加さ

れた方々が、少しずつ健康変化を感じつつも、現在できる健康管理法を生活の中に取り入れ、

それぞれのペースで健康を維持する活動をされていた。精神的ストレスをコントロールし、他

者とのかかわりも上手に継続していることもうかがえた。物忘れ診断で満点であってもタッチ

エムでは 40 点台の方もおられ、縦断的に健康チェックに参加し自己コントロールできるよう

な健康支援を行う。そのためには、地域の住民の方にわかりやすい健康調査結果の提示と、そ

れぞれの関心に見合う機器の選択が必要と思われる。また、今回、学生サポーターが 6 名参加

した。異世代交流や互いの世代性発揮の場として、本事業が機能していくことを期待したい。 
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写真 1 健康講座「運動と認知症予防」 写真2 公開講座を真剣に聞く学生サポーター 

  

写真 3 ヘモグロビン A1c と心理調査記入 写真 4 A1c の自己採血 

  

写真 5 学生サポーターによる血圧測定等 写真 6 ﾛｺﾓｰﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑのチェック 

  

写真 7 血管の弾力性とストレスを測る 写真 8 筋肉量や水分量を測定 

  

写真 9 2step 幅測定中 写真 10 学生が自律神経系の調査をする 
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2018.03.24　第3回未来の健康を守る集いタイムスケジュール

日付 時間 場所 内容 担当

事前

3月22日 14:00 お弁当・お茶・お茶菓子等の購入 讃井

3月23日 14:00 オープンコモンズ 調査表等印刷・ファイル準備　必要物品準備 全員

3月23日 14:00 オープンコモンズ 全員

3月24日 9:30 オープンコモンズ 事前準備 讃井

10:30 学生集合 サポーター養成講座 讃井・森田

学生の担当操作確認

11:00 教員集合 担当教員と学生とで最終確認 全員

12：00～12：45 昼食・休憩　　（お弁当購入していますので、セミナー室で） 全員

13:00 玄関 受付開始　　随時オープンコモンズへご案内 田村・平岡・学生（皿田,北本,藪下）

13:00 オープンコモンズ 調査票バインダー配布準備

オープンコモンズ
　早く来られた方がおられたら、バインダーをお渡しし、自記式調査記入依
頼、ペットボトル一本お渡しする。今回は調査が終わってからカフェを準備
していることをお伝えする

13:30 オープンコモンズ ・始まり　（讃井）　・挨拶（山内先生）　

写真を撮ることの了承 讃井

講座開始

　・ブランディング

　・「活動と認知症予防」

　・活動量・唾液採取等説明

　 14:00 講座修了　調査の手順を簡単に説明 讃井

誘導開始　　①～⑥のテーブルから各担当者がバインダーをもって誘導する各調査担当者が案内

14:10 調査開始　自記式調査の調査記入依頼、担当者は測定結果を記入する 各担当

　・血圧・握力・体重等　　健康パターン調査　　終了した方のカフェ 岩本・平光・学生（長岡・木谷村）

　・インボディ２台　健康パターン調査 平岡・学生（松原）

　・ロコモ（２歩幅・Tims up & go） 新川・学生（薮下）

　・認知機能（物忘れ診断とタッチエム）：：検査室は静かに・見ない
　　　　　　　　　　　　　　　ただしタッチエムははじめはフォローが必要

讃井・田村（途中から相談へ）

　・ストレスと血管健康度の測定 学生（北本）・田村

　・活動量計と唾液検査 森田・学生（河本）

　・健康相談 田村・讃井（途中から）

　・ヘモグロビンA1c 土肥　岩本

15：00ころから

15:30 平光先生ありがとうございました

15:45 調査終了　お見送り 新川（学生へのアンケート前後）

調査終了後 片付け ２０４講義室へ移動させる 全員

16:30 片付け完了 全員

後日

3月30日 報告書指定様式作成＆統合研究センター年報担当分記載ご提出 讃井

4月～5月 教授会報告・対人援助研究センターへの報告書作成 讃井

土肥

準備・セッティング：体重・血圧・握力計・Step Up＆go・2歩歩幅・インボ
ディ・エコー・トュルーフィート・認知機能・血管健康とストレス・活動計・唾
液検査　→　相談
（氏名・年齢・性別・活動・食事・社会関係　心理調査

岩本・新川・平光・学生（松原,長岡,河
本,守本,木谷村）

すべての調査が終了すれば、健康パターン調査以外はスキャンして、パ
ソコンに入力する。結果を簡単に説明しファイルにとじてお渡しする（参考
までに平均値等の記載したものを手元に置いておきます）。
精神的パターン検査は結果を計算して、説明後に大学で預かる。表に番
号が書いてあることを確認すること。

終わったところは、それぞれまだのとこ
ろを手伝いに行く

資料 1 
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⑤

③
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ッ
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パ
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⑥

③血圧・握力

待ち

記入
待ち

記入

③体重（必要なら）

④ 2ステップ長、

Timed Up & Go時間、

図書館オープンコモンズスペース配置図（健康講座）

図書館オープンコモンズスペース配置図（健康調査）

土肥

岩本

平光・・

木谷村

平岡

松原

土

肥

新川

薮下

②

②A1c（ご協力いただければ）

①inbody２台

⑦調査終了後の

休憩スペース。

まゆっこで体操して

得点を出す

データの保存

結果の返却

⑦

ビデオ室

セミナー室1 セミナー室2

⑤認知症（物忘

れ診断2台。タッ

チエム１台）

⑥血管の健

康度・ストレス

北本

（田村）

讃井

（田村）

（讃井）

書庫

田村

書庫

書庫書庫

書庫

書庫

待ち

唾液・活動量計 ご

協力いただければ

森田・

河本 物忘れ診断

物忘れ診断

タッチエム

カフェ

⑦待ち

記入確認

⑥

待ち

記入

平光・

長岡

図 1 健康講座と健康調査の配置図 
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