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沖縄赤十字病院（2018年）

病 床 数 302床
平均在院日数 13.6日

診療報酬算定 感染防止対策加算1
（感染防止対策地域連携加算）

臨床検査技師数／
細菌検査室人数 23人／ 4人（うち2人は兼務）

細菌検査件数 1万1954件／年
血液培養件数 約5600件／年

 

　沖縄赤十字病院（那覇市、302床）の細菌検査室は、Verigeneシステムと質量分析装置を
備え、血液培養陽性検体のコロニー発育の有無により両装置の運用を変えている。血液培養
陽性の半数にVerigeneシステムを使用し、結果の報告においては、電子カルテを確認した
上で解釈コメントを付記する。抗菌薬変更などの効果が出ているという。

沖縄赤十字病院 医療技術部 臨床検査課　上間 寛嗣氏

質量分析装置と組み合わせて使用

血培陽性、夜間休日も報告

　同病院は、ICU、HCU、NICU、GCUを持ち、地域
医療支援病院として急性期医療を提供。感染症対策の
診療報酬は「感染防止対策加算1」「感染防止対策地域
連携加算」を算定する。
　臨床検査技師は23人で、うち2人が細菌検査を担当。
ほかに兼務者が2人いる。細菌検査の提出件数は年約
1万2000件（2018年度）。
　検査機器は血液培養装置から同定感受性分析装置、
自動遺伝子解析装置、質量分析装置までがそろう。

Verigeneシステムはプロセッサー 1台・リーダー 1台
の構成で導入した。
　血液培養の提出件数は年約5600件（18年度）、陽性
率は8.8%。2セット採取率は年々上昇し、18年度には
94.4%（小児科を除く）にまで高まった。
　細菌検査の特徴の一つが、担当技師以外も夜間休日
の血液培養陽性を臨床に報告すること。グラム染色と
サブカルチャーを行い、グラム陰性桿菌と酵母様真菌
は全例を報告し、グラム陽性球菌・桿菌とグラム陰性
球菌は経過時間30時間未満であれば報告する。

施 設 紹 介

第31回 日本臨床微生物学会総会・学術集会

臨床の期待に応える微生物検査室の実現に向けて  ～ Verigene システムの実運用 ～教育セミナー24

Verigeneシステム、どう運用するかVerigeneシステム、どう運用するか

提供：株式会社 日立ハイテク

　第 31 回日本臨床微生物学会総会・学術集会は 2020 年 1 月 31 日〜 2 月 2 日に
金沢市で開かれ、2 日には教育セミナー「臨床の期待に応える微生物検査室の実現
に向けて〜 Verigene システムの実運用〜」（日立ハイテク共催）が行われた。沖
縄赤十字病院、小倉記念病院からVerigene システムの運用方法について報告
があり、抗菌薬使用の適正化につなげていることを示した。
　座長は栁原克紀氏（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学
分野）が務め、栁原氏は「血流感染症の遺伝子診断は、今後の新しい微生物検
査のひとつになる」とVerigene システムへの期待を示した。

座 長 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 栁 原  克 紀 氏

質量分析装置と組み合わせた運用

　血液培養陽性は夜間休日でもサブカルチャーが行わ
れるため、日勤帯にコロニーが発育していることも多
い。このためコロニー発育の有無で検査フローを分け、
発育していれば質量分析装置で、していなければ
Verigeneシステムで検査する（図1）。また質量分析の
結果に応じてVerigeneシステムを使う。
　18年12月から19年11月の血液培養陽性288件のう

運用フロー
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第31回 日本臨床微生物学会総会・学術集会

ち、Verigeneシステムを使用したのは154件（53.5％）。
複数菌を含む160件で見ると菌名と耐性遺伝子の報告
は147件（91.9％）だった。
　臨床への報告については、グラム染色とサブカル
チャーを実施した時点で電子カルテで患者の状況を確
認し、グラム染色結果とVerigeneシステムの結果報告
予定時刻を報告する。Verigeneシステムの結果、薬剤
耐性遺伝子が検出された場合は、担当医に電話か院内
メールで検査結果と解釈コメントを伝え、さらに感受
性結果報告の予定時刻も添える。
　一例として、「S.aureus、耐性遺伝子mecAが検出さ
れました。遺伝子検査結果よりMRSAが推定されるこ
とから、抗菌薬の変更をご検討ください。感受性検査
に関しては明日12時ごろの報告予定」などとコメントす
る。グラム陽性菌ではほかに心エコーの実施やカテー
テル感染の有無などを付記し、グラム陰性菌では耐性
菌の検出歴やアンチバイオグラムからの抗菌薬選択の
コメントも加えるという。
　報告の結果、グラム陽性菌ではS.aureus の9例のうち
MSSAと報告した3症例が抗菌薬の変更や中止につなが
り、MRSAは6例のうち5症例で抗MRSA薬に変更され
るなどの効果が見られた。グラム陰性菌は、E.coli の36

例のうち4例で、E.coli ESBLは17例のうち2例でそれ
ぞれde-escalationが行われた。

AST との連携で効果最大化

　臨床検査課の上間寛嗣氏は、Verigeneシステムの運
用に当たり、遺伝子検査はあくまで細菌検査の一つのツー
ルであることを強調。グラム染色の結果や陽性ボトルの
種類、溶血などの検体情報から菌が推定できることに言
及し、遺伝子検査結果以外の情報や抗菌薬適正使用支
援チーム（AST）との連携などにより、抗菌薬治療の適正
化と効果の最大化を目指すべきだとの考えを示した。

　日立ハイテクの自動多項目同時遺伝子関連検査システ
ム「Verigeneシステム」は、マイクロアレイ法により、検体
中の細菌と薬剤耐性遺伝子を同時に検出する。同システ
ムの敗血症パネルは、細菌同定と耐性遺伝
子検出を約2.5時間で行えることから、早
期の適切な抗菌薬選択につながることが期
待される。
　敗血症パネル2製品は、体外診断薬として
2017年6月に保険収載された。「Verigene 
血液培養グラム陽性菌・薬剤耐性核酸テス
ト（BC-GP）」は、血液培養陽性の培養液
中のグラム陽性菌12項目と薬剤耐性遺伝
子3項目を同時に検出。「Verigene 血液
培養グラム陰性菌・薬剤耐性核酸テスト

（BC-GN）」は、グラム陰性菌9項目と薬剤
耐性遺伝子6項目を同時に検出する。
　従来の培養法では結果報告までに1～ 2
日が必要となる。これに対し、Verigene
敗血症パネルの検査時間は約2.5時間。薬
剤耐性遺伝子の検出は適切な抗菌薬選択

につながり、病態の早期改善や薬剤耐性菌の感染制御に
貢献するとしている。診療報酬点数は「D023 微生物核
酸同定・定量検査」（1700点）。

Verigeneシステム敗血症パネル 細菌と薬剤耐性遺伝子を同時検出

試薬キット Verigene敗血症パネル

製　　品 Verigene血液培養グラム陽性菌・
薬剤耐性核酸テストBC-GP

Verigene血液培養グラム陰性菌・
薬剤耐性核酸テストBC-GN

検査時間 約2.5時間 約2時間
検査材料 血液培養検査 陽性検体

検出対象

菌種および属：12項目 菌種および属：9項目
・Staphylococcus spp.
  S.aureus
  S.epidermidis
  S.lugdunensis
・Streptococcus spp.
  S.pneumoniae
  S.pyogenes
  S.agalactiae
  S.anginosus group
・Enterococcus faecalis
・Enterococcus faecium
・Listeria spp.

・Acinetobacter spp.
・Citrobacter spp.
・Enterobacter spp.
・Proteus spp.
・Escherichia coli
・K.pneumoniae
・K.oxytoca
・Pseudomonas aeruginosa
・Serratia marcescens

薬剤耐性遺伝子：3項目 薬剤耐性遺伝子：6項目
・mecA
  ＊S.aureus、S.epidermidis のみ。
・vanA、vanB
  ＊E.faecalis、E.faecium のみ。

・CTX-M　　　　・KPC
・NDM　　　　　・VIM
・IMP　　　　　　・OXA

2016年4月に体外診断用医薬品、2品目の製造販売承認取得

質量分析

コロニーの発育の有無

薬剤耐性遺伝子

Verigene

Verigene

報告

報告

報告

Yes

Yes

No

No

図１● 血液培養  陽性検体運用フロー
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小倉記念病院（2018年）

病 床 数 656床（うち無菌室15床）
平均在院日数 10.6日

診療報酬算定 感染防止対策加算1（感染防止対策地域
連携加算）（抗菌薬適正使用支援加算）

臨床検査技師数／
細菌検査室人数 60人／ 3人

細菌検査件数 3万1356件／年 ※2019年

血液培養件数 7213件／年 ※2019年

施 設 紹 介

運用フロー

 

　小倉記念病院（北九州市、656床）は2019年2月に「Verigeneシステム」を導入した。
細菌検査室にほかの遺伝子検査装置や質量分析装置はなく、血液培養陽性時の菌種同定や薬
剤耐性因子の検出、CREなどの薬剤耐性菌の確認に使用する。血液培養陽性の結果報告は導
入以前から約1日早くなり、感染管理部の関与のもと、抗菌薬治療の適正化につなげている。

小倉記念病院 検査技師部・輸血・細菌検査課　大井 慈文氏

血培陽性の同定・薬剤耐性因子検出に活用

提供：株式会社 日立ハイテク

質量分析装置は未導入

　小倉記念病院は、循環器疾患をメインとする地域の
基幹病院で、冠動脈インターベンション（PCI）治療件
数は年1898例、カテーテルアブレーション治療は年
1162件と多く、心臓血管外科の手術件数も年740例を
超す。診療報酬は「感染防止対策加算1」のほか、抗菌
薬適正使用支援チーム（AST）の設置が要件の「抗菌薬
適正使用支援加算」を算定する。
　検査技師部には臨床検査技師60人が所属し、うち
大井慈文氏ら3人が細菌検査室を担当。ICT、ASTの

活動にも検査技師が参加する。細菌検査室の総検体数
は年約3万1000件で、血液培養は年約7200件、陽性
率は約10%。平日のみの稼働だが、連休時は臨床検査
技師が出勤する。
　検査機器は、自動同定感受性装置、血液培養装置が
あるが、質量分析装置はない。19年2月、プロセッサー
2台、リーダー 1台の構成で「Verigeneシステム」を導
入し運用を開始した。

菌の同定と薬剤耐性の確認に使用

　Verigeneシステムは、血液培養陽性検体における菌
の同定と薬剤耐性因子確認の2つの目的で使用する。
　血液培養陽性に対しては、細菌検査室がグラム染色
を行い、感染管理部に電話連絡し、遺伝子検査の対象
になるかどうかを判断する。同時に担当医にも連絡
し、血液培養陽性と遺伝子検査結果の報告時間の目安
を伝える。遺伝子検査の結果は、感染管理部の医師が
担当医に電話か電子カルテにより伝え、その際、同定
菌種、薬剤耐性因子の有無とともに推奨の抗菌薬を提

示する（図2）。
　以前は、血培陽性の
同定感受性検査の結果
報告は翌朝以降だった
のに対し、Verigeneシ
ステム導入後は午前に
血液培養陽性となった
検体であれば当日昼ご
ろには結果報告ができ
るようになった。
　Verigeneシステムの
対象とするのは、グラ
ム陽性菌ではブドウ球
菌属（1ボトルのみ陽性
も含む）と腸球菌属、

細菌検査室 感染管理部 担当医師

感染管理部と担当医師へ
直ちに連絡

Verigene検査実施
結果を感染管理部に報告
●  同定菌種
●  薬剤耐性遺伝子有無
●  その他検査等の情報

●  同定菌種
●  薬剤耐性因子有無
●  推奨抗菌薬
●  その他の対応

治療方針検討

治療方針検討

治療方針検討

感染管理部と細菌検査室が、Verigene検査対象となるか判断

約2.5hr

1～2日

Verigene
検査対象の
場合

細菌培養実施
結果を感染管理部に報告
●  同定菌種
●  薬剤感受性
●  その他検査等の情報

Verigene
検査非対象の
場合

血液培養
陽性

担当医師に報告

●  同定菌種
●  薬剤感受性
●  推奨抗菌薬
●  その他の対応

担当医師に報告

図2 ● 血液培養検体におけるVerigene敗血症パネルの運用フロー
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小倉記念病院 感染管理部　宮㟢 博章氏

　小倉記念病院の宮﨑博章
感染管理部長は感染症専門

医の立場から、Verigeneシステムの運用について
報告した。同システムにより菌種と耐性遺伝子が
迅速に判明する有用性を指摘する一方、臨床所見を
加味して実際の抗菌薬選択につなげる院内の運用
が重要であることを強調した。
　同病院では、血液培養陽性で感染管理部が必要と
判断した場合などにVerigeneシステムで遺伝子検
査を行い、検査結果は感染管理部が電話連絡か電子
カルテで臨床医に報告する。その際、自院のアンチ
バイオグラムから決めた推奨抗菌薬も提示する。
　運用フローは、宮﨑氏が中心となり、担当の臨床
検査技師3人と相談して決めた。検査部に新たな負
担をかけず、かつ、臨床医に検査結果をスムーズに
報告することを重視したという。
　宮﨑氏はVerigeneシステムの有用性について、
血培陽性後、2.5 ～ 3時間で菌種と耐性因子が判
明し、ピンポイントで抗菌薬が選択できる可能性が
あると指摘。狭域の抗菌薬は耐性菌を惹起するリ
スクが小さい上、広域抗菌薬に比べて一般に安価で

医療経済的にも有用だとした。
　検査結果を基に推奨抗菌薬を臨床医に提示する
際には、自院のアンチバイオグラムによりあらかじ
め菌種別に抗菌薬を決めておくようアドバイス。
ほかに、臨床所見を考慮する、自院なのか他院由来
の感染症かどうかを考慮することも挙げ、まれに発
生するエラーに対応できるような慎重な対応が求
められるとした。
　担当医への報告については、検査結果と臨床所
見を基に宮﨑氏がコメントを作成する。検出・非検
出の菌種と薬剤耐性因子のほかに、▽外来・入院由
来か、自院か他院か▽診断に必要な追加検査▽ア
ンチバイオグラムから推奨される第1選択薬とオプ
ション—などを書き込むという。
　宮﨑氏は、患者の予後が良ければASTは担当医
から信頼されるとし、ASTが担当医師との信頼関
係を構築するためには、迅速に具体的な治療方針を
提示することや、1回だけでなく継続してフォロー
する姿勢が重要であることを指摘。担当医の受け
入れが悪くても根気よく取り組むことも必要と述
べた。

有用性引き出す院内運用が重要
治療方針の提案が鍵

第31回 日本臨床微生物学会総会・学術集会

グラム陰性菌では腸内細菌科、緑膿菌が推定される場
合。一方で、鼠径部からの採取検体はコンタミが多い
ため原則として対象外とし、グラム染色の結果で対象
外と判断できる場合も検査しない。通常1日1 〜 2例
の検査だが、4例と多い日も時々あるという。
　血液培養陽性390件（19年2 〜 11月）のうちVerigene
システムで検査したのは291件で、結果報告までの時間
は平均2.60時間だった。
　Verigeneシステムは耐性菌検査にも活用する。発
育したコロニーから検査し耐性因子を確認する。CRE
やVREなどの検出時に使用し、特にCREの検査結果
はベッドコントロールや転院調整に使うという。

　CREが検出された場合、細菌検査室から臨床に報
告し、さらにICTにはVerigeneシステムの結果を報
告。ICTが担当医に遺伝子検査の結果を連絡する。

少ない人数で運用可能

　大井氏は、菌名や耐性因子が迅速に判明し、少ない
スタッフでも運用可能なことがVerigeneシステムの
メリットだと説明。運用に当たっては「感染症専門医、
臨床医とのコミュニケーションが大切」だとし、臨床
検査技師はグラム染色を含めた経験を積むことが大切
だとした。最終的に薬剤感受性試験結果を確認する重
要性も示した。


