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Antimicrobial Stewardship における微生物検査室の役割

Verigene ®システム、診断支援に有用
遺伝子報告参考に抗菌薬の変更も
第32回日本臨床微生物学会総会・学術集会は2021年
1 月29日から1カ月間、ウェブで開かれ、教育セミナー
「Antimicrobial Stewardshipにおける微生物検査室
の役割」
（日立ハイテク共催）が行われた。大阪大学医学
部附属病院（大阪府吹田市、1086 床）の臨床検査部・
感染制御部の西功氏が
「感染症診療に活かす微生物検査」
と題して講演し、自動多項目同時遺伝子関連検査システム
「Verigene®システム」
（以下、Verigeneシステム）の
座長 三澤 成毅 氏
使用経験などを報告した。
順天堂大学医学部附属
座長は、同総会長の三澤成毅氏（順天堂大学医学部
順天堂医院臨床検査部
附属順天堂医院臨床検査部）が務めた。

西氏は講演で、微生物検査室の診断支援の取り組み
と、Verigene システムの使用経験の大きく 2 点につい
て述べた。同病院の微生物検査室は、ICMT5 人を含む
臨床検査技師全 9人の体制で、一般細菌約4 万件、抗酸
菌約2300 件など年間計約6万件
（2019年度）
の検査を行う。
西氏は、「検査前、検査、検査後の各ステップで、
抗菌薬適正使用支援の役割を実践し、より付加価値の
高い検査情報を提供できる体制を整える必要がある」
と微生物検査室の役割を強調。自院での支援例として、
C. difficile 感染症（CDI）の検査結果報告の運用見直し
について報告した。
同病院の CDI 検査は GDH、トキシン、トキシジェ
ニックカルチャーと進む 3 ステップ法を採用し、ブリ
ストル便性状スケールが 5 未満の検体が提出された場
合、検査室から提出側に便の性状を伝える、または検
査の理由を聞いて対応。また頻回の検査は意義が低い
として週 1 回という目安を設けている。
陽性例には原則個室隔離などの感染対策が講じられ
るが、入院 32 例の電子カルテを確認したところ、陽性
報告後の対応が不明な症例が 38％に上ることが判明。
GDH・トキシン検査で判定保留となり最終報告に時間
を要した症例や検体提出日に陽性報告したにもかかわ
らず対応不明の症例があり、主治医が検査結果に気付
いていないと考え、結果報告を変えたという。
具体的には、判定保留期間を短縮するため土日祝日
もトキシンチェックを行い、さらに、陽性結果は、
電子カルテへの記載に加え、主治医への伝言を電話で
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担当看護師に依頼。感染制御部にも電話連絡するよう
にした。また、判定保留時は最終報告予定日と判定保
留の意味を伝えた。
運用変更後に入院陽性 47 例を確認したところ、対応
不明の症例は以前の 38％から 6％に減少し、最終報告
日に何らかの対応があった割合が 34％から 68％に上昇
した。西氏は、検査結果に対する主治医の意識が向上
した結果だとし、結果報告の工夫は「臨床の動きを変
える可能性があり、すぐにできる支援になる」とした。

質量分析装置下での有用性検討
西氏はまた、日立ハイテクとの共同研究によりVerigene
システムを使用した経験についても報告した。
Verigene システムは、マイクロアレイ法により血液
培養陽性ボトル中の細菌や薬剤耐性遺伝子を 2～2.5 時
間で検出する。グラム陽性菌用の「BC-GP パネル」は
細菌 12 項目と薬剤耐性遺伝子 3 項目、グラム陰性菌用
の「BC-GN パネル」は同 9 項目、6 項目を検出し、敗血
症での検出カバー率（国内臨床評価試験）はそれぞれ
87.3％、80.5％とされている。
同病院では、血液培養検査の検体を24 時間受け付け、
担当の検査技師や当直担当者が装置にセットするが、陽
性時の対応は日中のみ。日中であればグラム染色と質量
分析装置による同定菌種を主治医と感染制御部に電話
連絡するが、質量分析装置による直接菌種同定は平日
16時までで、
それ以降はグラム染色像だけの報告となる。
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このため、平日 16 時以降や土日
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の後、主治医へのアンケート調査も
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その結果、グラム陰性桿菌（GNR）
を検出した 32 症例からカルテ記載が
コンサルト、感染症ラウンドが行われ、抗菌薬が変更と
不明の 4 症例を除いた 28 症例のうち、19 症例が抗菌薬
なった（図 1）。CPE の検出は過去 1 年なく、院内では
を変更。変更のタイミングは、薬剤耐性遺伝子検出有
「薬剤耐性遺伝子報告を驚きを持って受け止めた」
という。
無の報告時点が 9 例と最も多く、感受性試験結果の報
西氏は、Verigene システムがなければ、薬剤感受性
告時点が 8 例、同定菌種名の報告時点が 2 例だった。
報告のあった 3 病日目のコンサル・ラウンドになって
また、GNR 検出 32 症例のうち CTX-M を検出した
いたとし、薬剤耐性遺伝子の早期検出が有用だったこ
6 症例の治療経過を見ると、当初から MEPM を投与さ
とを示した。
れていた 2 症例は薬剤変更がなかった一方、残り 4 症
例は薬剤耐性遺伝子検出有無の報告後に ESBL 産生菌
をカバーできる抗菌薬に変更されていた。
薬剤耐性遺伝子検出・同定 9割の医師が「参考に」
西氏は、
「ESBL は市中に蔓延し、使用できる抗菌薬
また、Verigeneシステムによる薬剤耐性遺伝子検出・
が non-ESBL とは明らかに異なる。迅速で有効な抗菌
同定の結果を報告した主治医 42 人に対しその後アン
薬情報は、耐性菌の出現を防ぎ、医療コストの削減に
ケート調査を行ったところ、回答した 31 人のうちの
つながる」と述べ、CTX-M 検出の早期報告は有用だと
94％が「薬剤耐性遺伝子検出の報告は抗菌薬変更の参
の認識を示した。
考になった」とした。参考になった理由は、「投与中の
4 例のうちの1例は、CTX-MとIMPの両方を検出した
K. pneumoniae の症例だった。発熱があり血液培養が
抗菌薬が有効であると判断できた」が 66％を占め、対
行われ、1 病日目に CFPM が投与。13 時間後に陽転し、
象症例の 80％は薬剤耐性遺伝子を検出せず抗菌薬の
翌 2 病日目午前 10 時ごろに同定菌種名を、同 11 時ごろ
変更もない症例だった。次いで「抗菌薬変更の根拠と
に Verigene システムによる耐性遺伝子検出（CTX-M、
なった」
（21％）
、
「抗菌薬を escalation できた」
（7％）
など
IMP 検出）を報告した。その 20 分後には ICT による
の順だった（図 2）。
抗菌薬変更を検討したタイミング
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ステムの有用性を指摘。その上で「操
耐性遺伝子検出→ 抗菌薬変更
約 40 %
作が簡便であるため平日夕方や土日
② 21 %
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祝日の血液培養陽性検体の対応装置
① 66 %
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として有効だ」と結論付けた。
④ 抗菌薬をde-escalationできた。
⑤ その他
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