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菌9項目・薬剤耐性遺伝子6項目を
検出する。
　小倉記念病院では2019年2月から
運用を開始した。血培陽性は直ちに感
染管理部に電話連絡が入り、コンタミ
ネーションの可能性などを踏まえて
Verigeneシステムの検査対象とする
か判断する。鼠径部から採血した検体
はコンタミが疑われるため対象としな
い。その後、細菌検査室で検査が行
われる。結果は感染管理部が電話か
電子カルテで担当医に報告し、予測す
る菌種や推奨の抗菌薬を伝えている。
　Verigeneシステムの検査件数は、
導入から21年12月までの約3年間
で955検体。うちグラム陽性菌（447
検体）は90.2％、グラム陰性菌（528
検体）は94.5％の検体で解析結果が
得られ、高い検出カバー率を示した。
　従来法の全自動同定感受性検査シ
ステムとの同定結果一致率は、グラ
ム陽性菌で72％以上、グラム陰性
菌で91％以上。グラム陽性菌では
Streptococcus spp.が72％、S.pneumoniae

が75％だった一方、検出割合の多い
S.aureusは96％、Staphylococcus spp.
は96％を示し、ブドウ球菌は特に高い
一致率となった。グラム陰性菌はより
一致率が高く、検出の半数以上を占
めるEscherichia coliが98％を示した。
　耐性菌については、ESBL産生
Escherichia coliが88％、ESBL産生
Klebsiella pneumoniaが89％。MRSAは
96％と高かった。
　宮﨑氏は、一部の結果解離は運用
で対処する必要があるとしつつ、「遺
伝子解析のなかで非常に（Verigene
システムが）有用だろう」と述べた。

カルバペネムを使う必要は……

　宮﨑氏はまた、治療薬選択につい
ても解説。グラム陽性球菌は、抗
MRSA薬、セファゾリン、ペニシリン
を菌種に応じて選択する一方、グラム
陰性桿菌はアンチバイオグラムを参
考にするとし、菌種ごとの具体的な
考え方を示した。

　小倉記念病院（福岡県北九州市、
656床）の感染管理部の宮﨑博章氏は、
VerigeneシステムによるAS活動の
成果を報告した。同病院では血液培
養陽性の診断に使い、耐性因子を考
慮した抗菌薬選択を臨床現場に提示
している。宮﨑氏は、「90％以上、順
守されており、ある程度信頼を得て
いるのではないか」と述べ、Verigene
システムが適切な抗菌薬投与につな
がっているとの認識を示した。
　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2 ～ 2.5時間で同時検
出する。「BC-GPパネル」と「BC-GN
パネル」の2種類の試薬キットがあ
り、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

　　

Verigeneシステムを用いた血流感染症の適正な抗菌薬選択Verigeneシステムを用いた血流感染症の適正な抗菌薬選択演題1

演 者 宮﨑 博章 氏［小倉記念病院 感染管理部］

宮﨑氏
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専門医、感染制御部の薬剤師が自施設の取り組みを説明し、臨床上の有用性を報告した。専門医、感染制御部の薬剤師が自施設の取り組みを説明し、臨床上の有用性を報告した。
　座長は、愛知医科大学病院感染症科の三鴨廣繁氏が務めた。　座長は、愛知医科大学病院感染症科の三鴨廣繁氏が務めた。
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　菌血症のESBLs産生大腸菌54株
について抗菌薬ごとに早期（30日）
死亡率を検討したところ、「カルバ
ペネム継続」の群が13.3％だったの
に対し、「カルバペネム継続からタ
ゾピペ・セファマイシンへデスカレー
ション」の群は0.0%、「タゾピペ・
セファマイシン継続」の群は3.2％
だったと説明（表）。宮﨑氏は、菌血

症のESBL産生大腸
菌について「状況を
見た上で（の判断）だ
が、必ずしもカルバ
ペネムを継続する必
要はないかもしれな
い」とし、今後さら
に検討を進める考え
を示した。

とし、早期の血中濃度測定が課題だ
と指摘。そのため塩田氏が担当し、
LM1010で血中濃度を測定する観察
研究を行っているという。
　LM1010は、分析前のコンディショ
ニングや分析条件の設定、日常的な
性能確認を自動で行うソフトウエア
を搭載し、操作者の知識や経験に左
右されない測定環境を提供するのが
特徴。QCサンプル測定による精度
管理を装置が行い、検量線作成から
前処理、サンプル測定、結果出力ま
での作業が効率化されている。
　日立ハイテクサイエンスが保守点
検を含む機器貸与方式で提供してお
り、導入する医療機関側にとっては
初期の導入コストを抑えながら、常
に最良のコンディションで使用でき
るという。
　使用に当たり同病院でLC-MS/MS
との相関を検討（n=29）したところ、
slopeは0.983となり、LM1010の測
定精度を確認した。

肝障害の発現リスクを早期に感知

　観察研究では、新型コロナウイル
ス感染症肺炎（中等症Ⅱ）の84歳の入
院男性患者に対し、LM1010による血
中濃度測定をレトロスペクティブに
行った。男性からは、Scedosporium 
apiospermumが検出され、入院10日
目からVRCZが投与されている。

　入院17日目の外注検査でVRCZの
トラフ値は、GLの上限値を大きく
超える14µg/mL超と分かり、入院
20日目から投与用量を半分に調整
した。
　一方、LM1010による観察研究で
VRCZのトラフ値を後から測定した
ところ、肝障害などの発現リスクが
高まるとされる4µg/mLを入院14日
目ですでに超え、入院17日目には
13µg/mLを超過。入院20日目には
14µg/mLを超えていた。結果として、
肝障害の発現リスクが長く続いてい
たことになる。
　また、入院20日目に悪心や頻脈を
認めたことから、併用しているテオ
フィリンの血中濃度を測定した結果、
中毒域にあたる27.8µg/mLとなり、
投与中止となった。VRCZのトラフ
値が高値となり、相互作用によるテ
オフィリン濃度の高値につながった
可能性が考えられた。
　男性は退院後、VRCZを内服に変
更。しかし42日目にLM1010で測定
した結果0.670µg/mLと低値であるこ
とが早期に判明し、確認したところ、
薬剤を服用していなかったことが分
かった。
　塩田氏は、「LM1010は自施設で
簡便に血中濃度モニタリングが可能
になる」とし、VRCZのTDMにおい
て「自施設での早期結果判明は有用」
と結論付けた。

　愛知医科大学病院の感染制御部の
塩田有史氏は、LM1010を使った
TDM （治療薬物モニタリング）の観
察研究について報告し、院内での迅
速な血中濃度測定が患者の副作用防
止につながることを示した。
　説明によると同病院では、病棟、
TDM、ASTの各担当薬剤師が情報
共有し、協働してTDMを行ってい
る。TDMに必要な血中濃度測定は、
バンコマイシンのみ検査部で院内測
定するが、ほかは外注検査。結果報
告はテイコプラニンやアルベカシン
が当日中、アミカシンやゲンタマイ
シンが最短翌平日だが、ボリコナ
ゾール（VRCZ）は3 ～ 5日後になる。
　ボリコナゾールは、有害事象の防
止などにTDMが有効とされる薬剤
の一つで、ガイドライン（GL）では、
血中濃度が定常状態になる投与5 ～
7日目のTDMが推奨されている。
しかし同病院では血中濃度測定が外
注のため、GLの推奨どおり採血し
ても、測定結果を受けて最初に用量
調節できるのは投与8 ～ 12日後。塩
田氏は「有効性や安全性を担保する
上で（TDMの遅延が）問題になる」

演 者 塩田 有史 氏［愛知医科大学病院 感染制御部／薬剤部］

抗微生物薬の効果をどう評価・管理するか 抗微生物薬の効果をどう評価・管理するか ～適正な投与設計と血中濃度管理～適正な投与設計と血中濃度管理演題2

塩田氏

抗菌薬 症例数
（54）

30日死亡数
（3）

早期死亡率
（5.6%）

カルバペネム継続 15 2 13.3%

カルバペネム継続から
タゾピペ・セファマイシン 
へデスカレーション

8 0 0.0%

タゾピペ・セファマイシン
継続 31 1 3.2%

表 血液培養陽性ESBLs産生大腸菌54株
抗菌薬選択と予後
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果を指摘し、LM1010についても早
めにTDMを行い投与量を調節する
ことで副作用のリスクを最小化でき
るとの考えを示した。
　討論に先立ち行われた塩田氏の講
演では、LM1010による迅速な血中
濃度測定が、深在性真菌症治療薬ボ
リコナゾールの副作用防止に有用だ
とする報告があった。
　この関連から座長の三鴨氏は、感
染症リスクが高く、特に真菌感染症
の予防が重要とされる造血器悪性腫
瘍に話題を展開。コメントを求められ

た宮﨑氏は、「血液内科は抗真菌薬の
選択肢が限られているぎりぎりの状
況。有用な情報があればわれわれも
積極的に薦められるし臨床医も使え
る」と院内TDMの有用性を指摘した。

コスト負担と運用の課題コスト負担と運用の課題

　装置導入にはコスト負担や運用体
制整備の問題が避けて通れない。三
鴨氏は、2019年からVerigeneシス
テムをいち早く導入した小倉記念
病院の取り組みについて「どう院内

2つの装置を用いるメリット2つの装置を用いるメリット

　まず話題になったのは、2つの装
置を使ったAS活動支援のメリッ
ト。宮﨑氏は、AS活動では「臨床に
正確な情報を適切に提示することが
重要だ」とした上で、抗菌薬の適切
な選定とともに投薬の安全性も考慮
する必要があると指摘。一方、塩田
氏は、Verigeneシステムの検査結
果により抗MRSA薬を早期に中止
することが可能になると医療経済効

敗血症の国際ガイドライン改訂を解説敗血症の国際ガイドライン改訂を解説
座 長 三鴨 廣繁 氏［愛知医科大学病院 感染症科］

三鴨氏

　同日のシンポジウムでは座長の三
鴨氏が企画の趣旨を述べ、「敗血症
診療国際ガイドライン2021」（SSCG 
2021）の改訂のポイントを解説した。
　三鴨氏は、2016年版では敗血症
認知後、1時間以内に抗菌薬投与を
開始すべきとされてきたが、2021
年版では、敗血症の可能性があるも
ののショックを伴わない場合、3時
間以内に抗菌薬投与するとされたこ
とを説明。これが最大の改訂ポイン

トだとし、「Verigeneシステムを含
めて迅速診断ができるようになり、
きちんと診断して抗菌薬投与するこ
とが言われている」と解説した。
　その上で、敗血症の治療最適化に
向けて、自動多項目同時遺伝子関連
検査システムにより適切
に薬剤を選択し、同時に
TDMにより投与量を最適
化する重要性を指摘（図）。
院内で迅速に血中濃度測
定し投与設計に生かして
いく有用性を示した。
　LM1010は血中濃度測
定のクロマトグラフを
簡易にできることから、

「こうした装置をASTに

かかわる薬剤師が実際に使用するこ
とは極めて意味がある」と述べた。
　SSCG2021の改訂のポイントにつ
いてはほかに、敗血症スクリーニン
グにqSOFAスコアを単独で使わな
いよう推奨していることを挙げた。

　同日のシンポジウムでは演者2人からの報告を受けた後、座長の三鴨氏を交えた討論があった。Verigene
システムとLM1010を活用したAS活動支援の有用性について意見が一致する一方、装置の導入には運用面の
体制整備などが課題であることを確認した。

総合
討論

「 2つの装置でAS 活動支援 」 有用との考えで 一致「 2つの装置でAS 活動支援 」 有用との考えで 一致

Verigene®システム

抗菌薬の選択

LM1010

投与量の最適化

敗血症における治療最適化例図
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関係部署と協力関係を構築したの
か」とアドバイスを求めた。
　宮﨑氏は、院内の了解を得るため
の苦労を率直に語りつつ、「感染対
策や抗菌薬の適正使用に有用である
ことを感染対策委員会や運営委員会
で説明して理解してもらった」と説
明。その際、院内感染が1例でも発
生すると多大な費用負担を強いられ
るというリスクマネジメントの視点
も含めて説明するよう促した。
　小倉記念病院で仮にLM1010を導
入する場合を問われたのに対し宮﨑
氏は、まず薬剤部の理解が必要だろ
うと応じ、導入のメリットを薬剤師
自身も感じられることがポイントに
なると強調。Verigeneシステムの導
入では、臨床医からの問い合わせが
減り、臨床検査技師にもメリットが
あったとし、「最終的には、装置を
導入すると薬剤部にもメリットがあ
ることが重要」と述べた。
　一方、塩田氏が所属する愛知医大
病院では現在、研究費でLM1010を

使用する。今後本格導入する際の課
題について塩田氏は、土日を含めた
人員体制の整備を挙げ、三鴨氏も、
病院経営層に増員を求めたり休日の
日勤者に測定を担当してもらったり
して、休日を含む毎日運用の体制を
しっかりと整備すべきだとの考えを
示した。

臨床側の体制臨床側の体制

　休日に検査を行ったとしても結果報
告を受ける臨床側の体制がなければ、
有用性は発揮されない。三鴨氏は、
医師の働き方改革との関連から臨床
側の体制整備を話題に取り上げた。
　宮﨑氏も臨床側の体制が重要であ
ると同調。小倉記念病院では心臓外
科や循環器内科は24時間体制で、迅
速な対応が必要な症例には感染管理
部から連絡しているという。宮﨑氏
は、「それで臨床側が助かることが

あり、助かると（以後は）期待してく
れる。こっちもやりがいが出る。互
いのキャッチボールが必要で、そこ
は一方通行ではない」とし、コミュニ
ケーションを取りながら関係性をつ
くり上げていくことが重要だとした。
　三鴨氏は、LM1010ではポサコナ
ゾールやリネゾリド、メロペネムな
どの血中濃度測定ができることを指
摘。宮﨑氏も臨床上有用との考えで
一致した。

薬剤部か検査部か薬剤部か検査部か

　LM1010を導入する場合、測定部
署は薬剤部か検査部かという質問が
参加者からあった。
　演者3人は「薬剤師がやりたい」

（塩田氏）、「やはり薬剤部だろう」 
（宮﨑氏）など薬剤部にすべきとの考
えで一致し、三鴨氏も「AS活動のな
かで薬剤師がやるべきだ」と述べた。

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）
高速液体クロマトグラフ LM1010 （医療機器製造販売届出番号：22B3X10009000003）
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