第 47 回薬剤耐性菌研究会プログラム
平成 30 年 11 月 16 日（金）
12:55～18:30
12:55～13:00
開会の挨拶

菅井 基行（広島大学）

一般演題：発表 12 分、討論 3 分
13:00～

座長：平川 秀忠（群馬大学）

ESBL 産生菌
腸内細菌科細菌に見出される ESBL 遺伝子の多様化・進化における水系環境の役割
○田中隼斗 1, 林 航 1, 谷口 唯 1, 松尾奈緒 2, 前山佳彦 1, 小出将太 1, 川村久美
子 2, 長野由紀子 2, 荒川宜親 2, 長野則之 1
（1 信州大学大学院 医学系研究科, 2 名古屋大学大学院 医学系研究科）
基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生肺炎桿菌の次世代シーケンスによる網羅的解
析
○野々垣里奈 1, 飯島杏奈 1, 鈴木匡弘 2, 荒川宜親 3, 川村久美子 1
(1 名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻, 2 藤田医科大学医学部微生物学
講座, 3 名古屋大学大学院医学系研究科分子病原細菌学)
在宅医療患者および高齢者施設入所者から分離された基質特異性拡張型β-ラクタマ
ーゼ(CTX-M-27)産生大腸菌が保有するプラスミドの解析
○松尾奈緒 1, 林謙吾 2, 藤本修平 3, 村上啓雄 4, 飯沼由嗣 5, 荒川宜親 6, 川村久
美子 1
（1 名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻, 2 名古屋大学医学部附属病院検
査部, 3 東海大学医学部基礎医学系生体防御学, 4 岐阜大学医学部附属病院生体支
援センター, 5 金沢医科大学感染症学, 6 名古屋大学大学院医学系研究科分子病原
細菌学）
13:45～

座長：多田 達哉（順天堂大学）

ゲノム解析
ドラフトゲノムによる IMP-1 保有プラスミド拡散様式の検討
○鈴木匡弘 1, 伊藤亮太 1, 和久田光毅 2, 石井潤一 2, 土井洋平 1
（１藤田医科大学医学部, 2 藤田医科大学病院）

次世代シーケンス解析による Klebsiella pneumoniae の遺伝学的解析
○飯島杏奈 1, 鈴木匡弘 2, 川村久美子 1, 土井洋平 2, 荒川宜親 3
（1 名古屋大学大学院 医学系研究科 医療技術学専攻, 2 藤田医科大学 医学部 微生
物学講座, 3 名古屋大学大学院 医学系研究科 分子病原細菌学）
Genomic surveillance of Neisseria gonorrhoeae to investigate the distribution and
evolution of antimicrobial resistance determinants and lineages
○Koji Yahara1, Shu-ichi Nakayama2, Ken Shimuta2, Ken-ichi Lee2, Masatomo Morita2, Takuya
Kawahata3, Toshiro Kuroki4, Yuko Watanabe4, Hitomi Ohya4, Mitsuru Yasuda5, Takashi
Deguchi5, Xavier Didelot6, Makoto Ohnishi1,2

on behalf of Antibiotic-Resistant Gonorrhea

Study Group
(1 Antimicrobial Resistance Research Center, National Institute of Infectious Diseases,
2

Department of Bacteriology I, National Institute of Infectious Diseases, 3 Division of

Microbiology Virology Section, Osaka Institute of Public Health, 4 Department of Microbiology,
Kanagawa Prefectural Institute of Public Health, 5 Department of Urology, Graduate School of
Medicine, Gifu University, 6 Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial College)

〜

〜

14:45～

〜coffee break 14:30～14:45 〜

〜

〜

座長：山田 景土（東邦大学医療センター大森病院）

グラム陽性菌
愛玩動物臨床材料由来 MRSA の特性解析; ヒト臨床材料由来株との系統発生学的比
較
○谷口 唯 1, 小出将太 1, 前山佳彦 1, 2, 林 航 1, 田中隼斗 1, 飯村将樹 1, 玉井清
子 2, 鈴木匡弘 3, 長野由紀子 4, 荒川宜親 4, 長野則之 1
(1 信州大学大学院 医学系研究科, 2 ミロクメディカルラボラトリー, 3 藤田医科大
学医学部, 4 名古屋大学大学院 医学系研究科)
同一医療施設におけるペニシリン低感受性 B 群レンサ球菌 sequence type 1 の長期流
行期間における血清型変遷事象の解明
○小出将太 1, 長野由紀子 2, 林 航 1, 谷口 唯 1, 田中隼人 1, 前山佳彦 1, 鈴木匡
弘 3,木村幸司 2, 荒川宜親 2, 長野則之 1
(1 信州大学大学院
大学 医学部)

医学系研究科, 2 名古屋大学大学院 医学系研究科,3 藤田医科

日本のペニシリン低感受性 B 群レンサ球菌における、比較的高いセフォタキシム、セフト
リアキソン非感性株の割合
北村柾騎, ○木村幸司, 井戸綾香, 関友望, 坂野弘嗣, 金万春, 和知野純一, 山
田景子, 荒川宜親
(名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学)
15:30～
座長：鈴木 匡弘（藤田医科大学）
診断・検出と抗菌素材
多剤耐性グラム陰性菌に有効な抗菌ポリマーの開発
成瀬秀則 1, 一久和弘 1, 井本裕顕 2, 平林亜希 3, 柴山恵吾 4, ◯鈴木仁人 3
(1JSR 株式会社, 2 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科, 3 国立感染症研究所薬
剤耐性研究センター, 4 国立感染症研究所細菌第二部)
耐性菌定義ファイルの標準化と標準化ファイル作成ツールの開発、公開
○藤本修平 1, 谷本弘一 2, 富田治芳 2, 八木哲也 3, 柴山恵吾 4, 荒川宜親 3, 村上
啓雄 5
(1 東海大学, 2 群馬大学, 3 名古屋大学, 4 国立感染症研究所, 5 岐阜大学)
LAMP 法によるβ-lactamase 遺伝子(OXA-48)検出
○笹野

まり a,b，関

みつ子 a,c，高野

智圭 a，早川

智a

（a 日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野, b 日本大学医学部 脳神経外科学系
神経外科学分野, c 明海大学歯学部 口腔小児科学分野）
16:15～
座長：林 航（信州大学）
クラス A、B、C、3 種のβ-lactamase を同時に検出する簡易迅速法
○松本佳巳 1, 2, 松永直樹 2, 中山典久 2, 霞 征和 2, 御子柴 孝晃 2
(1 大阪大学産業科学研究所, 2 株式会社フコクμTAS 事業ユニット)
新規 DSTM チップを用いたカルバペネム耐性大腸菌のβ-ラクタマーゼの迅速検査
○小川美保 1, 坂田竜二 1, 市村禎宏 1, 霜島正浩 1, 御子柴孝晃 2, 松本佳巳 2,3
(1（株）ビー・エム・エル総合研究所, 2（株）フコク マイクロ TAS 開発グループ,
3

大阪大学産業科学研究所)
〜

〜

〜 coffee break 16:45～17:00〜

〜

〜

17:00～17:25

座長：富田 治芳（群馬大学）

ミニシンポジウム 1

医療関連感染を察知する
川上 小夜子（国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター）

17:25～17:50
ミニシンポジウム 2

日常検査における薬剤耐性菌の検出
－表現型検査の使い方・考え方－
中村 文子（順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床検査部）

17:50～18:30

座長：長野 則之（信州大学）

特別講演

JANIS からみたわが国の薬剤耐性菌の現
状

柴山 恵吾
（国立感染症研究所
細菌第二部・薬剤耐性研究センター）

2 日目

平成 30 年 11 月 17 日（土）
9:00～12:20

一般演題：発表 12 分、討論 3 分
9:00～
座長：和知野 純一（名古屋大学）
カルバペネム耐性
日本の医療施設で伝播・拡大する GES-5 カルバペネマーゼ産生 MDRP の分子疫学解
析
○菱沼知美 1, 多田達哉 2, 霜島正浩 3, 切替照雄 2
(1 順天堂大学医学部 微生物学, 2 順天堂大学大学院医学研究科 微生物学, 3 株式
会社ビー・エム・エル)
広島県にて海外渡航者より分離された blaNDM-7 保有株および blaKPC-2 保有株の解析
○鹿山鎭男 1,2, 森三郎 1,3, 池田光泰 1,2,4, 鈴木仁人 5, 矢原耕史 5, 柴山恵吾 6, 大
毛宏喜 1,7, 菅井基行 1,5,8
(1 広島大学 院内感染症プロジェクト研究センター, 2 広島大学大学院

医歯薬保

健学研究科 細菌学, 3 尾道市立市民病院 中央検査室, 4JA 広島総合病院
究検査科, 5 国立感染症研究所

臨床研

薬剤耐性研究センター, 6 国立感染症研究所 細

菌第二部, 7 広島大学病院 感染症科, 8 広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 薬
剤耐性学講座)
海外渡航歴のない患者より初めて確認された blaNDM-7 保有 Escherichia coli ST1585 及
び Citrobacter freundii の解析
○飯村将樹 1, 白石淑子 2, 鷲野恵一 2, 小出将太 3, 林航 3, 谷口唯 3, 田中隼人 3,
前山佳彦 3, 長野由紀子 4, 長野則之 1,3
(1 信州大学医学部 保健学科, 2 長野赤十字病院 検査部, 3 信州大学大学院 医学系
研究科,4 名古屋大学大学院 医学系研究科)
9:45～
座長：鹿山 鎭男（広島大学）
洗浄用シンクより検出された NDM-1 産生 Acinetobacter pittii の解析
○春日恵理子 1, 名取達矢 1, 林航 2, 長野由紀子 3, 長野則之 2, 堀内一樹 1, 根岸
達哉 1, 松岡美奈 1, 樋口祥子 1, 松本剛 1, 本田孝行 1

(1 信州大学医学部附属病院 臨床検査部, 2 信州大学大学院 医学系研究科, 3 名古屋
大学大学院 医学系研究科)
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌病原体サーベイランス、2017 年
○松井真理 1, 川上千晶 2, 鈴木里和 1, 松井珠乃 3, 大石和徳 3, 菅井基行 1
( 1 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター, 2 国立感染症研究所 実地疫学専門
家養成コース, 3 国立感染症研究所 感染症疫学センター, 全国地方衛生研究所)
メタロ-β-ラクタマーゼ阻害剤開発の試み
◯和知野純一, 金万春, 木村幸司, 荒川宜親
(名古屋大学大学院医学系研究科 分子病原細菌学)

〜

〜

〜 coffee break 10:30～10:45〜

〜

〜

10:45～
座長：鈴木 仁人（国立感染症研究所）
コリスチン耐性（mcr-1）
日本の医療施設で分離された mcr-1 陽性コリスチン耐性腸内細菌科細菌
○内田大貴 1, 多田達哉 1, 上地幸平 2, 菅原美絵 3, 宮入烈 3, 藤田次郎 2, 切替照
雄1
(1 順天堂大学大学院微生物学, 2 琉球大学医学部附属病院, 3 国立成育医療研究セ
ンター)
水系環境から検出されたコリスチン耐性腸内細菌科細菌の耐性機序の多様性と長期定
着の危険性
○林航 1, 田中隼斗 1, 谷口唯 1, 松尾奈緒 2,小出将太 1, 前山佳彦 1,川村久美子 2,
長野由紀子 2, 荒川宜親 2, 長野則之 1
(1 信州大学大学院 医学系研究科, 2 名古屋大学大学院 医学系研究科)
11:15～
座長：鈴木 里和(国立感染症研究所)
疫

学

高齢者介護施設における多剤耐性菌保菌の実態と保菌リスク因子の検討
○小椋正道 1, 阿部敏子 2, 大島利夫 3, 大楠清文 4, 藤本修平 5
(1 東海大学医学部看護学科, 2 特別養護老人ホームたまプラーザ倶楽部, 3 千葉科
学大学危機管理学部, 4 東京医科大学 微生物学分野, 5 東海大学医学部 基礎医学

系生体防御学)
臨床材料由来 Campylobacter jejuni の薬剤感受性と遺伝的特徴
○山田景土 1, 齋藤良一 2, 武藤沙起里 3, 佐々木雅一 1, 村上日奈子 1, 青木弘太
郎 4, 石井良和 4, 舘田一博 4
(1 東邦大学医療センター大森病院臨床検査部, 2 東京医科歯科大学大学院, 3 東京都
保健医療公社豊島病院, 4 東邦大学医学部微生物・感染症学講座)
JANIS 検査部門における検査材料別薬剤感受性集計の検討
○島川宏一 1, 川上小夜子 1, 安齋栄子 1, 平林亜希 1, 筒井敦子 1, 矢原耕史 1, 柴
山恵吾 1,2, 菅井基行 1
(1 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター, 2 細菌第二部)
JANIS 公開情報における薬剤耐性菌の動向と地域別分布状況（2017 年）
○川上小夜子 1, 島川宏一 1, 安斎栄子 1, 平林亜希 1, 筒井敦子 1, 矢原耕史 1,柴
山恵吾 1, 2, 菅井基行 1
(1 国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター,

12:15～12:20
閉会の挨拶

1, 2

細菌第二部)

