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第3回　薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表彰式

救われる未来があるにゃ。みんなの「気づき」で

「薬剤耐性対策について」

みんなで輪になって
考える大切な一日

「薬を正しく飲み切ること。」
抗生物質が使える未来のために

私たちができること
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「薬剤耐性へらそう！」
応援大使

ご 挨 拶 皆さんの中には、これまでに、感染症にかかり、医師から薬を処方
されたことのある人は多いと思います。いくつかの種類のお薬を
もらった時に、何に効果のある薬かよくわかっていない人が意外に
多いことが調査などでわかっています。皆さんはいかがでしょうか。
皆さんには想像できないと思いますが、昔は、感染症で多くの人々
がなくなっていました。人類の歴史上、初めてアオカビから「ペニ
シリン」という抗生物質が発見されたのは、今から、９０年前の
ことです。その後、人類は多くの薬を開発してきました。その恩恵は、
私たち人類のみならず動物にも影響を与えてきました。しかし、
近年、抗生物質が効かなくなる時が割と早くやってくるかもしれない
ことがわかってきました。私たち人類が生き延びるために細菌を
やっつけようと創り出した抗生物質ですが、細菌の方も生き延びる
ために、やっつけられないように自らを素早く変化させて対抗して
いるからです。この抗生物質が効かない細菌を薬剤耐性菌と呼んで
います。
近年、この薬剤耐性菌の増加が世界的な問題となっています。そし
てそれは、我々人間が、抗生物質の使い方を正しく理解し服用して
いないことに原因があるということが分かって来ています。
薬剤耐性菌の増加にブレーキをかけ、今ある抗生物質を長く使える
ようにするためにも、まずは、私たち一人ひとりが抗生物質の使い方
や薬剤耐性菌に対する意識を高めていくことが大切です。
本日、受賞された方々は、更なる普及啓発の大きなミッションを
持ったと感じて頂き、これらの活動が広がり、一人ひとりが行動を
起こす大きな原動力となって、日本だけでなく地球規模での普及啓発
や課題の解決につながっていくことを期待しております。

日本科学未来館館長
薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議議長

毛利　衛さん
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「薬剤耐性へらそう！」応援大使による
ト ー ク イ ベ ン ト

プ ロ グ ラ ム

14:00～14:55
第3回 薬剤耐性（ＡＭＲ）対策

普及啓発活動表彰式

15:00～15:50
「薬剤耐性へらそう！」応援大使による

トークイベント

「薬剤耐性へらそう！」応援大使・・・JOYさん、篠田 麻里子さん

モデレーター・・・平川 恵さん（MC）

専門家・・・大曲 貴夫さん（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 センター長）

ゲスト

政府代表開会挨拶・・・内閣総理大臣補佐官　和泉 洋人

ご挨拶・・・日本科学未来館館長
　　　　　　  薬剤耐性（AMR）対策推進国民啓発会議議長　毛利 衛さん

表彰状授与

薬剤耐性対策推進国民啓発会議議長賞・・・三重大学医学部附属病院 感染制御部

文部科学大臣賞・・・大阪市立大学大学院医学研究科細菌学 金子 幸弘さん

厚生労働大臣賞・・・HAPPY Trial Research Team

農林水産大臣賞・・・千葉県農業共済組合連合会紫葉会情報技術部会

「薬剤耐性へらそう！」応援大使賞（JOYさん）・・・公益財団法人 倉敷中央医療機構 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  倉敷中央病院 佐藤 可奈さん

「薬剤耐性へらそう！」応援大使賞（篠田 麻里子さん）・・・獣医臨床感染症研究会VICA

記念撮影

閉会　15:50

さん
篠 田 麻 里 子

さん
Ｊ Ｏ Ｙ

さん
荒 牧 慶 彦

さん
Ａ Ｍ Ｅ Ｍ Ｉ Ｙ Ａ

※AMR：Antimicrobial Resistance（和訳：薬剤耐性）の略。
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受賞者一覧

薬剤耐性対策推進国民啓発会議議長賞

三重大学医学部附属病院 感染制御部

文部科学大臣賞

大阪市立大学大学院医学研究科細菌学 金子 幸弘さん
薬剤耐性をわかりやすくつたえる

厚生労働大臣賞

HAPPY Trial Research Team
兵庫県の休日夜間急病センターにおける小児に対する経口抗菌薬適正使用に向けた取り組み

農林水産大臣賞

千葉県農業共済組合連合会紫葉会情報技術部会
乳汁検査により耐性菌が出現した農場におけるテトラサイクリン系抗生物質の使用状況について

「薬剤耐性へらそう！」応援大使賞（ＪＯＹさん）

公益財団法人 倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 佐藤 可奈さん
外来結核患者に対する耐性菌を出さない、服薬中断患者０を目指した取り組み

「薬剤耐性へらそう！」応援大使賞（篠田 麻里子さん）

獣医臨床感染症研究会VICA
小動物臨床現場でのAMR（薬剤耐性）対策活動
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第3回
薬剤耐性（ＡＭＲ）対策普及啓発活動表彰式

薬剤耐性対策推進
国民啓発会議議長賞

三重大学医学部附属病院 感染制御部

AMR啓発グッズとラッピングバスを用いた市民啓発の取り組み

「薬剤耐性（AMR）」という言葉を一般住民に知ってもらうことを目標に、イメージキャラクターや

啓発グッズの作成、駅構内でのポスターの掲示、ラッピングバスの運行、市民公開講座などの

啓発活動を実施。

三重県全域に渡る活動であることや、従来の普及啓発活動にとらわれない多岐に渡る活動が

組み合わされていること、各種講演会や学会等において表彰事例の紹介を行い他地域への

発信に努めていることが評価された。

AMR啓発グッズとラッピングバスを用いた市民啓発の取り組み

イメージキャラクターや啓発グッズの作成と
市民公開講座での啓発活動の様子

ラッピングバスの運行による市民啓発の様子
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厚生労働大臣賞

HAPPY Trial Research Team

兵庫県の休日夜間急病センターにおける
小児に対する経口抗菌薬適正使用に向けた取り組み

県内の休日夜間急病センター2か所を対象に、出務医師に対するマニュアル作成・配布、ニュースレ

ターの作成・掲示、定期的なフィードバックの実施、患者家族への薬剤耐性についての教育を実施。

センターに出務機会のある医師の抗菌薬適正使用に関する意識が向上していること、小児と

保護者を対象にしていること、この取組が全国の急病センターへ波及することにより、さらに多くの

医師に対しての啓発につながること、ＡＭＲ対策アクションプランの成果指標に貢献する成果が

出ていることが評価された。

第3回
薬剤耐性（ＡＭＲ）対策普及啓発活動表彰式

文部科学大臣賞

大阪市立大学大学院
医学研究科細菌学 金子 幸弘さん

薬剤耐性をわかりやすくつたえる

細菌を分かりやすく描いたオリジナルキャラクター「バイキンズ」を作成し、大学内外のイベントや

講演・ウェブサイト等で、同キャラクターを利用した普及啓発活動を実施。

対象者が限られるセミナーだけではなく、ウェブサイトを活用してゲーム等のコンテンツを公開する

など、極めて多岐にわたる独創的な活動を行っていることや、受け手側自らが楽しめるコンテンツと

なっていること、クラウドファンディングの活用といった今後の資金確保策について積極的な

検討が進められていることが評価された。

オリジナルキャラクター「バイキンズ」を
利用した普及啓発活動

ウェブサイトを活用したゲーム

6 7

毎月更新のAMRニュースレター 抗菌薬適正使用マニュアルの作成と配布
出務医師と顔を合わせたフィードバック

施設背景に応じた
介入を実施
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6か月間の服薬が必要な結核治療の完遂率の向上を目指し、岡山県が作成したDOTS（直接

服薬確認療法）手帳に加え、独自の工夫を追加して取り組みを実施。

累積119名に及ぶ薬剤師への結核治療に関する座学及び実践形式の研修の実施、医療従事者

227名に対する想定訓練を行っていること、また、県内の結核治療患者全員が対象となっている

こと、DOTSの実施において県独自の手帳や受賞者オリジナルの副作用シートなどを導入し、薬剤

師が服薬指導をすることで治療脱落者をゼロにしたことが評価された。
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牛の生乳生産におけるテトラサイクリン系抗菌剤使用量と薬剤耐性菌の出現関係に正の相関が

あることを明らかにし、この成果をもとに抗菌剤の慎重使用について普及啓発活動を実施。

啓発対象である獣医師を通じて酪農場で広く菌剤の慎重使用が重要であるとの認識が

高まっていること、生乳生産に着目して薬剤耐性菌の出現関係を明らかにし、その結果も

踏まえて普及啓発を行っていること、ＡＭＲ対策アクションプランの成果指標に貢献する成果が

出ていることが評価された。

テトラサイクリン使用量 研究発表会の様子
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獣医臨床感染症研究会VICA

小動物臨床現場でのAMR（薬剤耐性）対策活動

愛玩動物（ペット）から分離される薬剤耐性菌を調査し、抗菌剤の適正使用・慎重使用の

重要性についての普及啓発活動を実施。

家畜に比べ薬剤耐性の普及啓発が進んでいないペットを対象とし、連携シンポジウム、

定期的な症例検討会、各種専門誌への投稿等の普及啓発活動を実施していること、獣医師

向けの抗菌剤使用ガイドラインの作成等が予定されていること等から、今後もペット分野における

薬剤耐性の普及啓発につながることが評価された。

東京大学弥生講堂にて 一条ホールで行ったシンポジウムの様子

10 11

みんなの「気づき」で、救われる未来がある。

薬剤耐性菌が増えると抗生物質の効かない未来となってしまいます。

薬剤耐性菌の増加の主な原因は、指示された量の薬を

個人の判断で飲み切らないことにあります。

もう、ひとりだけの問題ではありません。

みんなの心遣いで救える未来がある。

「薬を正しく飲み切ること。」
抗生物質が使える未来のために

私たちができること
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薬剤耐性が世界的な問題になっていること
知っていますか？
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抗生物質は正しく飲みましょう！抗生物質は正しく飲みましょう！抗生物質は正しく飲みましょう！

薬剤耐性って何？
抗生物質が効かなくなる未来って？
どういうことなの？

12

抗生物質が
効かなくなったら
大変ね...

なるほどっ
これはしっかり
覚えておこう！

不適切な抗生物質の飲み方って？
薬剤耐性菌はなぜ生まれるの？

オレたちに
抗生物質は
効かないぜ！

病原菌にも個性があり、抗生物質が効く菌だけでなく、抗生
物質に強い性質（薬剤耐性）をもった病原菌もいます。
抗生物質を飲む時に、症状が治まったからなどの自己判断で
飲む量や期間を減らして抗生物質の効果を下げてしまうと、
抗生物質に特に強い病原菌（これが薬剤耐性菌です）が生き
残ってしまい、体の中でそれら薬剤耐性菌だけが増えてしま
います。

薬剤耐性菌

13

風邪に抗生物質は
効きません！

風邪に抗生物質は
効きません！

風邪に抗生物質は
効きません！

「風邪をひいたら病院に行って抗生物質をもらおう…」
そんなふうに考えていないかにゃ？
じつは抗生物質は風邪やインフルエンザのウイルスには効か
にゃいこと知っていたかにゃ？
細菌はウイルスとは構造が違って、そこを抗生物質が攻撃す
るんだにゃ。
抗生物質は細菌特有の構造を利用して細菌をやっつけるお薬
だから、ウイルスには効果がないんだにゃ！

薬剤耐性（ＡＭＲ）とは、病原菌が変化し、抗生物質が効か
ない菌（＝薬剤耐性菌）となってしまうことです。薬剤耐性
菌に感染すると、抗生物質を飲んでも病気が治りにくくなっ
たり、治らなくなってしまうことさえあります。薬剤耐性菌
の拡大は、抗生物質を正しく使用しないことが主な原因と考
えられています。
現在、薬剤耐性によって世界では年間70万人が死亡しています。
何も対策を取らなければ、約30年後には1,000万人が死亡
すると予想されています。
これは、がんの死亡者数を上回る可能性があり、世界的な
問題となっています。

抗生物質は医師・薬剤師の
指示通り飲みきりましょう

抗生物質は余らせたり
とっておかない

抗生物質をあげたり
もらったりしない

自ら抗生物質の処方を
希望しない
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15

トークイベントに参加できるよ！

こっちが
ＹＥＳ！

こっちが
ＮＯ！

詳しい説明は会場でするよ！

薬剤耐性（AMR）対策について
も っ と 知 り た い ！

内閣官房国際感染症対策調整室

公式YouTubeチャンネル

内閣官房国際感染症対策調整室
公式Twitter

@Kanboukansen

政府広報オンライン
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？

内閣官房国際感染症対策調整室 公式サイト
「国際感染症対策調整室の取組」

登録
よろしく！

フォロー
よろしく！

救われる未来があるにゃ。
みんなの「気づき」で

「薬を正しく飲み切ること。」
抗生物質が使える未来のために

私たちができること

主催：内閣官房

第3回　薬剤耐性（AMR）対策
普及啓発活動表彰式

「薬剤耐性対策について」

みんなで輪になって
考える大切な一日

14

今日からすぐにできる
感染予防！

今日からすぐにできる
感染予防！

今日からすぐにできる
感染予防！

手洗い

咳エチ
ケット

ワクチン
接種

私たちの手には、目には見えないたくさんの菌が付着していて、
私たちは気が付かないうちに菌を取り込んだり、運んだりしてい
ます。
手洗いは、感染経路を遮断するためにとても大切です。

「まずは手洗い」を習慣化しよう！

マスクはしっかり手洗いした
後、隙間の無いようにあご
まですっぽり隠れるように
付けます。
とっさのときは、ハンカチ等
で口と鼻を覆いましょう。

感染症にはワクチンで予防
できるものがたくさんあり
ます。ワクチンを接種して
おくと、その病原菌に対し
免疫を獲得し、病気になり
にくかったり、症状が軽く
済んだりします。
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