
　第29回日本臨床微生物学会総会・学術集会で2月10日、共催
シンポジウム「Verigene 敗血症パネルの検査実施指針と臨床応
用」（共催：日立ハイテクノロジーズ）が開かれた。日本臨床微生物
学会と日本感染症学会が策定した「新しい敗血症診断用検査薬を用
いた遺伝子関連検査Verigeneの実施指針」の概要が解説された
ほか、質量分析装置と併用している施設の事例報告、薬剤耐性遺
伝子検出の有用性とピットホールの解説が行われた。
　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）と三鴨廣繁氏（愛知医科大学大学院医学研究科臨
床感染症学）が務めた。
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第29回 日本臨床微生物学会総会・学術集会

　三鴨氏はまず、AMR対策が国際的な課題となってお
り、日本では感染症対策として、12年に診療報酬で感
染防止対策加算が設けられたほか、14年12月に厚生労
働省医政局の通知「医療機関における院内感染対策につ
いて」が出されていると紹介した。同通知では、カルバ
ペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）、バンコマイシン耐
性黄色ブドウ球菌（VRSA）、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、
バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、多剤耐性アシネト
バクター属（MDRA）の5種類の多剤耐性菌について、保
菌も含めて1例目の発見からアウトブレイクに準じた感
染対策が求められている。こうした背景を踏まえ、三鴨
氏は「薬剤耐性菌と薬剤耐性遺伝子を同時に検出するこ
とが重要になった」と指摘した。
　三鴨氏は、Verigeneシステムは迅速で特異度が高く、
確定診断につながり、検査者間差が生じにくい利点があ
ると強調。さらに、Verigene敗血症パネルには保険点数
として1700点が付き、厚労省は保険適用の留意事項とし
て、関連学会の実施指針を遵守することを求めている。

感染防止対策加算、1又は2の施設に適用
　日本臨床微生物学会と日本感染症学会が17年3月に公
表した実施指針（図）では、推奨される保険医療機関とし
て、感染症専門医もしくは臨床検査専門医、感染制御認
定臨床微生物検査技師（ICMT）、認定臨床微生物検査技
師が在籍することを挙げており、検査結果を適正に判断
するために、感染症専門医もしくは臨床検査専門医は必
須と位置付けていると説明した。
　医療機関では臨床検査部門の検査技師による検査報告
が、感染制御部門による処方抗菌薬や院内感染対策など
のコンサルテーションにつながり、さらに臨床部門の感
染症医や集中治療医による適正な抗菌薬治療により、患
者の早期治癒に貢献することが重要と説明。「臨床検査

部は、敗血症の治療に必要な検査情報を、臨床部門に迅
速に提供することで、敗血症の早期治癒と診療の効率化
に貢献すべき」と話した。

●  新しい敗血症診断用検査薬を用いた遺伝子関連
検査 Verigeneの実施指針（抜粋）

1 推奨される保険医療機関
　感染症専門医もしくは臨床検査専門医に加え、感染制御認
定臨床微生物検査技師（ICMT）もしくは認定臨床微生物検査技
師が在籍する医療機関での検査を推奨する。

2 対象患者
　敗血症あるいは血管内留置カテーテル関連血流感染症を疑
い血液培養試験が陽性となった患者に対して検査を実施する。

3 検査の目的・位置付け
　血液培養液中の菌特異遺伝子と薬剤耐性遺伝子の同時検出
による治療薬の選択を目的とし、血液培養試験陽性判定後、
グラム染色試験と合わせて本検査薬による検査を実施する。

4 検査のタイミング・頻度
　血液培養試験陽性判定後、出来るだけ速やかに実施する。原則
として、1患者1エピソードに付き１回とするが、再感染や異菌種
による複合感染等を疑う場合は、その限りではない。

5 対象検体
　血液培養陽性液を測定検体とする。ただし、陽性ボトルの
種類や本数、グラム染色試験結果等により、検出対象外とな
る真菌類や、汚染菌でないことを確認し、BC-GP あるいは
BC-GN を選択し検査を実施する。

6 結果解釈
　検出された菌の菌名と薬剤耐性遺伝子の結果に加え、患者
の病態並びに院内におけるAntibiogram 等を十分に考慮し
て、有効かつ適正な抗菌薬剤を選択する。

愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学／愛知医科大学病院感染症科　三鴨 廣繁 氏

AMR対策の観点から「Verigene実施指針」を解説
　三鴨氏は、国際的にAMR（薬剤耐性）対策が課題となっており、薬剤耐性菌と薬剤耐性遺伝子の検出が重要になっ
ていると指摘。Verigeneシステムの構成や利点を紹介した上で、日本感染症学会感染症遺伝子検査委員会（委員長＝
栁原克紀氏）と日本臨床微生物学会感染症領域新規検査検討委員会（委員長＝三鴨廣繁氏）が2017年3月に策定した

「新しい敗血症診断用検査薬を用いた遺伝子関連検査Verigeneの実施指針」を解説した。

講演1  新しい敗血症診断用検査薬を用いた遺伝子関連検査Verigeneの実施指針

座長からの提言
　栁原氏は本シンポジウムの開催に際し、座長の言葉として長崎大学病院での血液培養ボトル複
数セットの経時的推移を示し臨床現場で血液培養の複数セット化が徹底されてきたことを紹介し
た。そしてまさに今、強く求められている感染症の課題は「迅速化」であると指摘し、Verigeneシ
ステムのような全自動遺伝子検査システムが、菌種同定・薬剤耐性遺伝子検出を迅速化し経験的



　国立国際医療研究センター病院（781床）は、特定感染
症指定医療機関で、2017年4月にはAMR臨床リファレ
ンスセンターが設置され、日本のAMR対策の拠点と
なっている。ASTは感染症医（常勤2人、フェロー 4人）、
薬剤師3人、細菌検査技師2人で構成。感染症コンサル
テーション、血液培養陽性例への介入、血液培養迅速診
断検査、カルバペネム長期使用患者への介入などに取り
組んでいる。同病院では、毎朝、微生物検査室で血液培
養陽性例を確認し、陽性例についてはカルテを確認する
という流れで実施しており、適切な抗菌薬が投与されて
いない場合は、主治医に電話して抗菌薬を推奨したり、
感染症コンサルテーションによる介入も推奨している。
　忽那氏は、同病院で17年4月から導入したVerigeneシ
ステムの活用方法を説明。▽カルバペネム投与中▽グラ
ム陽性球菌（GPC）陽性―のいずれかで、血液培養で陽性
となった例を対象とし、グラム染色を実施した上で
Verigeneシステムを活用。GPC・グラム陰性桿菌（GNR）
以外は、質量分析装置により直接同定を行うと解説した。
Verigeneシステムの対象菌種以外であることが強く予想
される場合も直接、質量分析装置で同定を行う。
　Verigeneシステムの導入当初は、対象患者
をカルバペネム使用中に血液培養が陽性と
なった症例と、ASTが必要と判断した症例に
絞っていたが、17年6月に保険適用となった
ことを受けて、同年7月からはグラム陽性球
菌が2/2セットで陽性となった症例を加え、
さらに同年12月からグラム陽性球菌が1/2
セットで陽性となった症例を加えており、
徐々に対象を広げている。
　忽那氏は、17年4月から18年1月までの血液
培養迅速診断検査の結果を報告。対象は54症
例あり、このうちVerigeneシステムを使用し

たのは53症例、質量分析装置を使用したのは1症例（H. 
influenzae）だった。
　Verigeneシステム使用例のうち、カルバぺネム使用
中で血液培養陽性は16例、グラム陽性球菌が2/2セット
で血液培養陽性は32例、グラム陽性球菌が1/2セットで
血液培養陽性が9例だった。
　Verigeneシステムの結果に基づいて、抗菌薬を変更
したのは30例（56.6％）で、de-escalationを実施したのは
13例（24.5％）だった。安全にde-escalationができると考
えられるのに実施しない症例が9例（16.9％）みられた。

早期段階からの感染症コンサルが重要
　忽那氏は、Verigeneシステムについて、あらかじめ主
治医にde-escalationの実施の有無を確認してから活用す
るとコストパフォーマンスが良いと指摘。ブドウ状グラム
陽性球菌が血液培養で陽性となった症例はVerigeneの活
用に適していると説明した。また、de-escalationの実施率
の低さは、感染症コンサルテーションの介入を必須とし
ていないことが一因と考えられるため、早期段階からの
介入を必須とするよう検討すべきとの考えを示した。

国立国際医療研究センター国際感染症センター　忽那 賢志 氏

質量分析装置との併用運用を報告
　忽那氏は、Verigeneシステムをはじめとする多項目測定遺伝子検査システムの利点を紹介した上で、2018年度の
診療報酬改定で「抗菌薬適正使用支援加算」が新設されるなど、AMR対策に関連して遺伝子検査に注目が集まってい
ると解説。国立国際医療研究センター病院のAST（抗菌薬適正使用支援チーム）の取り組みを紹介し、Verigeneシス
テムと質量分析装置MALDI TOF MSを活用した血液培養迅速診断の実績について報告した。

講演2  VerigeneとMALDI-TOF MSを用いたAntimicrobial Stewardship Program

Verigene敗血症パネルの検査実施指針と臨床応用共催シンポジウム

● Verigene 敗血症パネルの適応と抗菌薬の変更例
Verigene敗血症

パネルの適応
①カルバペネム使用中
に血液培養陽性となっ
た症例

②2/2セ ット で グ
ラム陽性球菌が陽
性となった症例

③1/2セットでグラ
ム陽性球菌が陽性
となった症例

症例数
（2017年4月～ 2018年1月）

16例
（GPC 4例,GNR 12例） 32例 9例

Verigeneの結果に基づいて
抗菌薬を変更

9/16例
（56.3%）

23/32例（71.8%）
うち11例でVCMに

変更または追加
2/9例

（22.2%）

Verigeneの結果に基づいて
de-escalation施行

5/16例
（31.3%）

9/32例
（28.1%）

1/9例
（11.1%）

感受性のない抗菌薬から感受
性のある抗菌薬への変更

1/16例
（6.3%）

12/32例
（37.5%）

1/9例
（11.1%）

その他 ―
VCMへの変更

または追加を回避
13/32例（40.6%）

早期にコンタミ
ネーションと判断
7/9例（77.8%）

※①と②に重複する症例あり

治療からEscalation または de-escalationへの時間を劇的に短
縮することが可能になることを示した。日本国内でも、保険収
載などにより遺伝子検査を多くの施設に普及させることが重要
であると提言し、本シンポジウムの内容に期待を寄せた。

1日目
20min抗原検査

（e.g. Influenza virus）
30min

2日目 3日目 4日目

（e.g. グラム染色）
塗抹検査

培養検査
培養結果1

純培養
自動同定

感受性装置

中間報告
最終報告

培養結果2 菌種MIC

遺伝子検査 遺伝子検査による菌種、薬剤
耐性遺伝子、病原遺伝子の同定

経験的治療 Escalation or de-escalation

微
生
物
検
査

全自動遺伝子検査システムによる菌種同定・薬剤耐性遺伝子検出の迅速化



AMR対策に有用Discussion

　石井氏はまず、病原体核酸検査には「迅速性」「多項目同
時検出」の2つを追求する方向性があるとした上で、
Verigeneシステムに言及。同システムが採用するマイク
ロアレイ法は、遺伝子増幅ではなくシグナル増感すると
いう測定原理上の特徴があるとし、遺伝子増幅で生じる
増幅プライマーとの3’側のマッチ度によるバイアスがな
いことを強調した。さらに、BC-GPパネルで3項目、
BC-GNパネルで6項目と、多くの薬剤耐性遺伝子が検出
できることを挙げた。

日本国内で有用な薬剤耐性遺伝子を
　日本国内で出現頻度の高いblaIMP、blaCTX-Mが同時
に検出できる検査システムは非常に有用であるという意見
を述べた。また、同システムはプラスミド性薬剤耐性遺伝
子の検査項目としており、染色体上の遺伝子と区別されて
いるほうが良いという考えを示した。
　Verigene敗血症パネルによる検査の結果に基づく治療
薬選択について、検出9項目の耐性遺伝子それぞれについ
て、考慮すべき治療薬を提示（表）。「適
切な抗菌薬を選んで投与することが重要
だ」と述べ、感染症の専門家が所属する
施設では、Verigeneシステムによる薬剤
耐性遺伝子の検出が、適切な治療薬選択
につながるとの考えを示した。
　Verigene敗血症パネルの実際の運用に
ついては、治療1日目にグラム染色と血液
培養を行って経験的治療を開始し、2日目
に菌の発育を認めた場合は、グラム染色と
Verigene敗血症パネルの結果から菌種や

耐性遺伝子を確認して抗菌薬を見直すと説明。3日目に通常
の同定検査・抗菌薬感受性検査により、治療方針を再確認
するという流れを示した。
　石井氏は「われわれが最も捉えないといけないのはCPE
だ」とし、大腸菌と肺炎桿菌の菌種においてとくに注意す
べきだとの認識を示した。
　その一方で石井氏は、核酸検査の結果と感受性検査の
結果が稀に一致しないケースがあることを指摘。核酸検
査により耐性遺伝子が検出され、薬剤感受性検査が感性
の場合、結果不一致の原因として遺伝子が発現していな
いことを挙げた。逆に核酸検査で耐性遺伝子陰性で感受
性検査で耐性の場合は、主として▽検出項目以外のまれ
な菌種▽検出項目以外の耐性遺伝子の保有―という2つ
の原因が見込まれるとした。カルバペネム耐性肺炎桿菌
において、外膜透過障害（OmpK35/OmpK36欠損）により
カルバペネム耐性が生じる報告があることも解説した。
　さらに精度管理の確保も課題だとし、日本臨床微生物
学会が中心となり対応していくことに期待を示した。

東邦大学医学部微生物・感染症学講座　石井 良和 氏

核酸検査のピットフォールを解説
　石井氏は、様々な病原菌核酸検査の方法が開発されていることを紹介し、それぞれの検査法が持つ有用性とピット
フォールについて述べた。特に、日本国内で検出される耐性遺伝子が項目としてラインアップされていることが重要で
あると強調した。まれに核酸検査の結果は必ずしも耐性因子の存在と一致しない場合があるとし、核酸検査陰性時に
は検出対象以外の項目を考慮することも重要だとした。

講演3  病原体核酸検査による薬剤耐性遺伝子検出の有用性とピットフォールに対する省察

第29回 日本臨床微生物学会総会・学術集会

　演者の一人の石井良和氏（東邦大学医
学部微生物・感染症学講座）が、Verigene
システムにより「効かない治療薬の投与
が避けられる」と述べたのに続き、忽那
氏も「早く診断されることで広域抗菌薬
を使用する時間が短縮できる」と、抗菌
薬の適正使用につながる効果を指摘し
た。一方、三鴨氏は、Verigeneシステム

を真に使いこなすためには、感染症専門
医や臨床検査専門医、感染制御認定臨床
微生物検査技師などの専門人材の関与が
欠かせないことを強調。「さらにこれを
厳密に捉える方向性にしないといけな
い」と述べ、2018年度の診療報酬改定
で「抗菌薬適正使用支援加算」が新設さ
れることからも、専門人材の専従化を国

に求めていくべきだとの考えを示した。
またAMR対策として、Verigeneシステ
ムのような先端技術を日本国内で普及さ
せるためには、検査部内での収支を明確
にするべきであり、そのためには包括医
療の中に含めず出来高算定として運用出
来るよう働きかけていきたいと三鴨氏は
述べた。

● Verigene 敗血症パネルの結果解釈と治療薬
Verigeneによる検査結果

薬剤耐性菌 治療薬＊
菌　名 薬剤耐性遺伝子

ブドウ球菌 mecA MRSA、
MRSE

ダプトマイシン、バンコマイシン、アルベカシン、
テイコプラニン、リネゾリド

腸球菌 vanA/vanB VRE リネゾリド、キヌプリスチン・ダルホプリスチン

対象全菌種 blaCTX-M ESBL産生菌 カルバペネム（重症感染症の場合）

対象全菌種

blaKPC
blaNDM
blaVIM
blaIMP
blaOXA

CPO 薬剤感受性検査成績を基にした治療
カルバペネムと他剤との併用

＊：治療薬は敗血症の治療薬を記載した訳ではありません。
治療薬は添付文書の効能・効果にしたがって選択してください。


