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　函館厚生院函館五稜郭病院は、五稜郭のそばに立地す
る一般480床の急性期病院。病理診断科を含む27の診
療科を標榜し、2次救急医療機関の指定を受けている。
外来患者は1日平均976人（20年実績）、検体数は1日平
均678 ID（同）となっている。
　検査科は、臨床検査技師37人、メディカルアシスタン
ト4人の計41人。生理15人、臨床19人、病理7人の3つ
の検査室があり、このうち、検体検査などを行う臨床検
査室は、生化学・免疫・血液・尿一般をブランチの10人、
輸血・細菌・遺伝子・採血を病院職員の9人で行う。
　同病院は、血液培養自動分析装置に続き2019年4月、
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）の院内運用を開始。
血液培養陽性後、平均18時間で菌種同定（感受性）の結
果を臨床側に届ける迅速検査体制を整えた。
　現在の運用フローは図1のとおりで、血液培養の陰性
判定は1週間で行い、陽性の場合はグラム染色をした時
点で依頼医と感染情報管理室に報告を入れる。オーダー
があればVerigeneシステムによる遺伝子検査を行い、
検査結果を基にアンチバイオグラムを活用して抗菌薬を
決定する。外注の培養同定・薬剤感受性検査の結果が出
た段階で最終結果報告とする。
　以前は細菌検査は全て外注。菌種同定まで5 〜 7日か
かり、さらに「陽性率の低下という問題も発生していた」
という。

　血流感染症は早期診断と早期治療が患者予後に直結す
る。このため早期診断が可能になるよう2018年8月に血
液培養自動分析装置を院内に導入した。グラム染色まで
を院内で行い結果を臨床に報告するようになったが、菌
種同定・薬剤感受性検査は外注のままで、医師からは「グ
ラム染色の結果だけでは抗菌薬の選択ができない」との
意見が出ていた。そこでVerigeneシステムを導入した。
　Verigeneシステムは、マイクロアレイ法により細菌、
薬剤耐性遺伝子を2〜2.5時間で同時検出する。試薬キッ
トは「BC-GPパネル」と「BC-GNパネル」の2種類。それぞ
れグラム陽性菌12項目・薬剤耐性遺伝子3項目、グラム
陰性菌9項目・薬剤耐性遺伝子6項目を検出する。
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　第33回日本臨床微生物学会総会・学術集会は2022年1月28〜30日に
仙台市で開かれ、29日にイブニングセミナー 3「血流感染症と新型コロナ
ウイルス感染症の迅速検査体制の構築」（日立ハイテク共催）が開催された。
函館五稜郭病院（北海道函館市、一般480床）検査科の野渡裕之氏が講演し、
細菌検査室を持たない一般病院の検査室での遺伝子関連検査システムの導入
により迅速検査体制を構築したことを報告した。
　座長は、札幌医科大学医学部 感染制御・臨床検査医学講座の髙橋聡氏が務めた。
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　検体や試薬キットをセットするプロセッサー SPと、
結果判定のリーダで構成され、プロセッサー SPは32台
まで増設が可能となっている。
　プロセッサー SPの装置前面にあるボタン操作により
手前に引き出されるステージに試薬消耗品類と血液培養
液をセットし、再度ボタンを押すとステージが収納され
検査がスタートする。野渡氏は、「遺伝子検査は難しい
イメージがあり、技師の技術も必要だと思っていたが、
実際に（Verigeneシステムを）操作してみると誰でもで
きるという印象だった」と説明。操作の簡便さが導入の
決め手になった。
　同病院での菌種
カバー率（19年4月
〜21年11月）は、
グ ラ ム 陽 性 菌 が
97.9%（236/241）、
グ ラ ム 陰 性 菌 が
93.8%（212/226）。
また、血液培養陽
性から菌種（薬剤
耐性）同定までの
平均時間（n=83）

は、以前の114時間（約5日間）から18時間にまで大きく
短縮した（図2）。
　ESBL産生のE.coliを検出した症例では、前日夜に提
出された血液培養が陽性となり、午前10時半から遺伝
子検査を開始した。2時間後に結果が判明し、医師に報
告したところ、TAZ/PIPCからMEPMに抗菌薬が変更
となった。4日後の外注結果報告を待たず検体提出から
16.5時間で抗菌薬が変更できた（図3）。

8月28日 19：47 血液培養検査開始
8月29日 06：47 血液培養検査陽性
 10：00 グラム染色結果を医師へ報告（第1報）
 10：25 細菌遺伝子検査開始
 12：25 細菌遺伝子検査終了
  　　　（ESBL産生）検出➡医師へ報告

検体提出から16.5時間で菌種が同定でき、抗菌薬を変更
（血培陽性から5.5時間）

※外部からの結果は、4日後の9月2日14：30に報告

結果からTAZ/PIPC　　MEPMに変更

図3 効果の実例

　函館市では2020年2月に、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の初の陽性者を確認した。同病院でも同年
4月ごろから検査体制の整備を始め、抗体検査キットや
LAMP法、抗原定性検査キットを相次ぎ導入した。21年
1月には、全自動PCR検査システム「ジーンリード エイト」

（以下、ジーンリード エイト）1台を入れ、その後4台
にまで増設した。
　ジーンリード エイトは、核酸抽出からリアルタイムPCR
による解析までを完全自動化した国産の装置で、バッチ

処理により最大8検体を約2時間で検査する。
　反応系に持ち込む計算上の検体量が60μLと比較的多
く、LOD 32コピー/mLの高感度を確保。また、陽性・
陰性コントロールのモニタリング、抽出コントロールに
よる抽出工程の精度管理が可能という特長も持つ（図4）。
　幅35センチ、奥行き70センチ、高さ77センチのベンチ
トップ型で、「手狭な検査室でも置ける」（野渡氏）という。
同病院では、横に2台並べたテーブルの上に4台を設置
した。
　装置前面の扉を開け、室温保管が可能なプレパック方
式の試薬や消耗品、不活化処理した検体をセットして検
査を開始する。検査の予定が事前に分かれば、試薬など
をあらかじめセットしておき、検体が届いた時点で不活
化処理をして検査を開始できるという利点があるという。
　21年8月には院内クラスターの発生を経験した。病棟
職員がまずPCR陽性となり、接触者94人をジーンリード 
エイトで検査したところ、患者6人、職員4人の計10人
の陽性を確認。翌日、関連病棟職員・患者74人をさらに
検査し、最終的に計20人が陽性となった。
　当時、函館市では、Ct値の出るPCR検査陽性により

高精度と運用のしやすさを評価高精度と運用のしやすさを評価
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図2 導入後の効果
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目的を明確にした体制整備を目的を明確にした体制整備を 座長の髙橋氏がコメント

 PCR試薬の調製に係る様々なリスクを低減
 高感度検出（LOD：32コピー/ｍL）
 全自動化されたシステムに適したコントロールの採用

1

2

3

検体採取 不活化処理 核酸抽出・精製➡増幅・検出➡判定
（約120分）

3つの特長

測定フロー
検体・試薬・消耗品を装置に架設し、指定のプログラムを
実行する事で、核酸の抽出・精製からリアルタイムPCR法
による増幅・検出・判定までを全自動で行う。

図4 ジーンリード エイトの概要

提 供：株式会社日立ハイテク血流感染症と新型コロナウイルス感染症の迅速検査体制の構築

陽性を確定させていたという（現在は変更）。このため、
ジーンリード エイトが導入されていなければ、全て保
健所でのPCR検査が必要となり、クラスター対応に時
間を要した可能性があった。野渡氏は、保健所から濃厚
接触者とされなかった職員にも院内で迅速に検査でき、
結果として、3週間という比較的早期に院内クラスター
を収束できたとの認識を示した。
　現在はジーンリード エイトのほかに、反応時間5分の
抗原定性検査キット、同20分の迅速PCR検査機器を使
い、入院患者や術前など院内全ての検査を行う（図5）。
抗原定性検査キットは、反応時間がより短いキットに

2度にわたり変更し、現在のキットになった。
　COVID-19の検査体制について野渡氏は、「反応時間
で差別化している」と説明。待機者が1カ所に滞留しな
いよう、入院時はまず抗原定性検査を実施、陰性を確認
した上で病棟で待機してもらい、ジーンリード エイト
による検査を行う。
　検査法の使い分けについては、20年8月の院内クラス
ターの発生前後、22年1月からのオミクロン株の流行拡
大に合わせてその都度、変更してきた。野渡氏は「各地区、
各施設の感染状況に応じて検査法、検査体制の見直しが
必要だ」とアドバイスした。

　函館五稜郭病院で
は、細菌検査室を持た
ない検査室に各分析装
置を導入し、血流感染
症とCOVID-19の迅速
検査体制を整備した。
野渡氏は、「診療側の
ニーズをしっかりと把
握した上で新しい検査
を積極的に導入するこ
とにより、地域医療や

患者さまへの貢献が可能になる」と総括。限られた人員
や施設環境の下でも、目的を明確にした検査体制の整備

が可能なことを示した。
　野渡氏の報告を受けて座長の髙橋氏がコメントし、目
的を明確にした迅速検査体制の構築だとして評価する考
えを示した。分析装置や検査法は自院の規模や検査室の
人員などに応じて柔軟に選択すべきだとし、 函館五稜郭
病院でのVerigeneシステムの導入は「血液培養にはこれ
をやるという、フォーカスをきちんと絞った、とてもい
い体制ではないか」と述べた。
　髙橋氏はまた、ジーンリード エイトの有用性について
質問。野渡氏は、検体の到着前に試薬などをあらかじめ
セットしてしておく運用が可能なことを説明。また試薬
がプレパック方式でピペット操作がなく、小規模な検査
室でも運用しやすいとした。

札幌医科大学医学部 札幌医科大学医学部 
感染制御・臨床検査医学講座感染制御・臨床検査医学講座

座 長 髙橋  聡 氏

自動多項目同時遺伝子関連検査システム Verigene®システム（医療機器製造販売届出番号：22B3X10009000001）

全自動PCR検査システム ジーンリード エイト（医療機器製造販売届出番号：12B3X00033000006） ※製造販売元 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

図5 当院における検査体制
オミクロン株流行後（1 月18 日〜）
状況 検査方法

予約入院
抗原定性 ＋ ジーンリード エイト
※状況により迅速PCR

即日入院
小児入院付き添い家族
外来・紹介患者

抗原定性
外来気管支鏡
緊急（手術、カテーテル） 迅速PCR
緊急（お産）

抗原定性
出産立会いの夫
入院後の有症状者 迅速PCR
転院前検査 ジーンリード エイト
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