
平成 30 年 10 月吉日 
全国保健所長会 会員各位

平成 30 年度地域保健総合推進事業 
薬剤耐性（AMR）対策等推進事業 

分担事業者 永野美紀

薬剤耐性（AMR）対策等推進事業による 
保健所支援事業（主に医療関連感染対策）のご案内

平成 30 年度地域保健総合推進事業 「薬剤耐性（AMR）対策等推進事業」の実施にあた

りご協力感謝申し上げます。本事業では平成 28 年 4 月に出された薬剤耐性（AMR）対策ア

クションプランを基に，保健所の AMR 対策を支援する事業に，保健所メンバーと感染予防・

管理の専門家の両者が協力して取り組んでおります。アクションプランの中でも国民や専門

職に対する「普及啓発・教育」，及び医療関連感染対策を中心とした「感染予防・管理」を

二大柱としております。今回はその中で実施しております医療関連感染対策に関する事業の

ご紹介です。

１）薬剤耐性菌等による医療関連感染への保健所対応に対する協力専門家による支援事業

２）薬剤耐性（AMR）対策等推進事業班による保健所からの相談受付事業

上記１）は，薬剤耐性菌アウトブレイク等の医療関連感染に保健所が対応する際に，その

保健所を感染予防・管理の専門家（33名の協力専門家）が支援する事業です。対応に難渋

し，かつ管轄地域に専門家が不足している場合などの利用を想定しております。2～3頁の

事業の流れ，4頁の協力専門家リスト，5頁の規約をご参照ください。 

上記２）は電子メールにより事業班員（6 頁に班員記載）が保健所からの相談に対応する

事業です。 

ご不明な点は下記までご連絡ください。 

薬剤耐性（AMR）対策等推進事業 分担事業者 

福岡市早良保健所長 永野美紀  

〒814-0006 福岡市早良区百道 1－18－18 

TEL 092-851-6400（早良保健所代表電話） 

FAX 092-822-5733 



専門家は，保健所の医療機関等への対応を支援する 

（注）専門家が直接医療機関を支援するのではありません 

（注）旅費等の実費は本事業班において支出します 

（注）支援内容に関して，専門家は守秘義務を負います。 

本事業班より感染予防・管理の専門家を紹介 

本事業班に連絡 

連絡先：全国保健所長会アドレス shochokai@jpha.or.jp 

医療機関等への対応をする中で，保健所に対する感染予防・管理の専門
家の支援が必要と判断したが，地域において専門家の支援を得ることが
困難と判明。 

保健所が，医療機関等（*1）における薬剤耐性感染症等（*2）の医療関連感染
の報告又は相談を受け，対応する。 

＊１）社会福祉施設等も含む ＊２）薬剤耐性感染症以外も対応可能 

 

 

保健所による薬剤耐性感染症への対応に対して， 

感染予防・管理の専門家が支援します 

本事業班では薬剤耐性（AMR）対策に保健所と感染予防・管理の専門家が連携して対応するための事

業を行っております。 

事業班メンバーである専門家が保健所長の感染予防・管理に関する疑問，相談に答えるとともに， 

３３名の協力専門家が，医療関連感染対応に難渋している保健所に実地支援に伺います。 

事業１ 協力専門家が保健所の医療関連感染対応を実地で支援 



質問者に回答するとともに，質問者の了承を得た上で，Q and A
集を作成し，事業報告として全保健所に還元する。 

本事業班に連絡 

連絡先：全国保健所長会アドレス shochokai@jpha.or.jp 

本事業班メンバー（専門家メンバー，保健所メンバー）で質問，
相談内容を検討し回答等を作成。 

保健所長が薬剤耐性（AMR)対策や薬剤耐性感染症（ARI)対応等に関して，
感染予防・管理の専門家に質問や相談をしたい。

例) 医療機関への立入調査において，感染対策における質問を受けたが，教科書等の知識のみ
では対応が難しい 

事業２ 感染予防・管理への疑問に当事業班の専門家が対応 



薬剤耐性感染症等による医療関連感染への保健所対応に対する専門家による支援事業

規約 

平成 29 年11月 

1. 薬剤耐性感染症等による医療関連感染への保健所対応に対する専門家による支援事

業（以下，本事業）は、薬剤耐性感染症等による医療関連感染等に保健所が対応する際

に，現場の行政関係者および感染予防・管理の専門家が適切に連携して対応することに

資することを目的とする。

2. 本事業は，当面、地域保健総合推進事業「薬剤耐性（AMR）対策等推進事業」の活

動として行い、同事業の要綱に基づき必要な経費を支出する。

3．本事業の参加者は，原則として「薬剤耐性（AMR）対策等推進事業」の事業者と，本

事業へ協力する感染予防・管理の専門家（以下，協力専門家）とする。 

4. 本事業では、薬剤耐性感染症を中心とする医療関連感染等への対応について次のよ

うな活動を行う。

（１）管内の医療機関や社会福祉施設等に薬剤耐性感染症等の医療関連感染があり、

もしくは感染対策上の課題などがあり，当該機関から届出もしくは相談を受けた保健

所長が，その対応にあたって専門的な支援を求める場合において、可能な範囲で協力

専門家の紹介を行う。協力専門家は基本的には，保健所への支援活動をとおした（又

は、介した）支援を行う。なお，薬剤耐性感染症以外の医療関連感染症対応に関して

も，保健所が対応に難渋する等，協力専門家の支援を必要とする場合は，可能な範囲

で協力専門家の紹介を行う。

（２）上記（１）において，協力専門家は保健所の活動に対して専門的見地から支援

を行い，直接的に医療機関や社会福祉施設を支援するものではない。対象施設に協力

専門家が同行する場合は，相手施設の同意が必要である。また，支援に従事した協力

専門家は支援内容に関して，当該保健所や対象施設の同意なく公表してはならない。

5. 本事業に参加する協力専門家の名簿およびプロフィールは、原則として保健所長に

対して公開するとともに、同意があれば医療関係者にも公開する。

注 当面、本事業への協力専門家リストの管理者は  薬剤耐性（AMR）対策等推進事業の

分担事業者である 永野美紀  が担当する。



No 氏名 所属（大学等） 所属（部門） ブロック

1 石黒信久 北海道大学病院 感染制御部部長 北海道

2 森兼啓太 山形大学医学部附属病院 感染制御部部長 東北

3 萱場広之 弘前大学医学部附属病院 感染制御センター長 東北

4 吉田眞紀子 東北大学 感染制御・検査診断学分野 東北

5 中島一敏 大東文化大学 健康科学科スポーツ健康科学部　教授 関東甲信越静

6 森沢雄司 自治医科大学附属病院 感染制御部部長 関東甲信越静

7 徳江　豊 群馬大学医学部附属病院 感染制御部部長 関東甲信越静

8 人見重美 筑波大学附属病院 感染症科教授 関東甲信越静

9 細川直登 亀田総合病院 総合診療・感染症科部長 関東甲信越静

10 金井信一郎 信州大学医学部附属病院 感染制御室　副室長 関東甲信越静

11 山口敏行 東日本成人矯正医療センター 感染制御部門長 東京

12 吉田正樹 東京慈恵会医科大学附属病院 感染制御部診療副部長 東京

13 満田年宏 東京女子医科大学 感染制御科　教授 東京

14 佐藤智明 東京大学医学部附属病院 検査部　臨床検査技師長 東京

15 大久保　憲 東京医療保健大学 名誉教授 東京

16 坂本史衣 聖路加国際病院 QIセンター感染管理室マネージャー 東京

17 小野和代 東京医科歯科大学医学部附属病院 感染管理担当副看護部長 東京

18 菅原えりさ 東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科教授 東京

19 伊藤邦彦 結核予防会 総合健診推進センター呼吸器科 東京

20 松井珠乃 国立感染症研究所感染症疫学センター 第一室長 東京

21 具　芳明 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 東京

22 田辺正樹 三重大学医学部附属病院 感染制御部部長 東海・北陸

23 飯沼由嗣 金沢医科大学病院 感染制御室室長 東海・北陸

24 村上啓雄 岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター長 東海・北陸

25 八木哲也 名古屋大学医学部附属病院 臨床感染統御学教授 東海・北陸

26 朝野和典 大阪大学医学部附属病院 感染制御部部長 近畿

27 笠原　敬 奈良県立医科大学附属病院 感染症センター　准教授　感染管理室長 近畿

28 大毛宏喜 広島大学病院 感染症科教授 中・四国

29 武内世生 高知大学医学部附属病院 感染制御部部長 中・四国

30 千酌浩樹 鳥取大学医学部附属病院 高次感染症センター長 中・四国

31 青木洋介 佐賀大学医学部附属病院 感染制御部部長 九州

32 川村英樹 鹿児島大学病院 感染制御部門長 九州

33 高山義浩 沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科医長 九州

薬剤耐性感染症等による医療関連感染への保健所対応に対する専門家による支援事業
協力専門家リスト(平成30年10月現在）



薬剤耐性（AMR）対策等推進事業 

氏名 所属等 

永野 美紀 福岡市早良保健所 所長 分担事業者 

森兼 啓太 山形大学医学部附属病院 感染制御部長 協力事業者 

金井 信一郎 信州大学医学部附属病院 感染制御室副室長 協力事業者 

坂本 史衣 聖路加国際病院 QI センター感染管理室マネージャー 協力事業者 

松井 珠代 国立感染症研究所感染症疫学センター 第一室長 協力事業者 

島田 智恵 国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 協力事業者 

山岸 拓也 国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 協力事業者 

四宮 博人 愛媛県立衛生環境研究所 所長 協力事業者 

具 芳明 
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 情報・教育支援室長 
協力事業者 

藤友 結実子 
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 主任研究員 
協力事業者 

緒方 剛 茨城県土浦保健所  兼竜ヶ崎保健所 所長 協力事業者 

中里 栄介 佐賀県鳥栖保健所 所長 協力事業者 

長井 大 鳥取県鳥取市保健所 所長 協力事業者 

山中 朋子 青森県弘前保健所 所長 協力事業者 

豊田 誠 高知市保健所 副所長 協力事業者 

岩橋 慶美 広島市中保健センター 協力事業者 

近内 美乃里 神奈川県平塚保健福祉事務所 協力事業者 
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