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定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告定期講習会報告    

・・・・『『『『2011201120112011年年年年 CLSI M100 CLSI M100 CLSI M100 CLSI M100----S21S21S21S21のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて』』』』    

『『『『薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性データデータデータデータとそのとそのとそのとその耐性機構耐性機構耐性機構耐性機構』』』』    

    

ばくとおやじばくとおやじばくとおやじばくとおやじのののの知識箱知識箱知識箱知識箱    

・・・・Capnocytophaga canimoCapnocytophaga canimoCapnocytophaga canimoCapnocytophaga canimorsus rsus rsus rsus 感染症感染症感染症感染症    

・・・・血液培養装置血液培養装置血液培養装置血液培養装置『『『『VersaTREKVersaTREKVersaTREKVersaTREK』』』』    

    

バイキンバイキンバイキンバイキン QuizQuizQuizQuiz    

 

（敬称は略させていただきました） 

    

    

    

８８８８月月月月のののの定期講習会定期講習会定期講習会定期講習会ははははおおおお休休休休みですみですみですみです。。。。    

 

白 金 耳 

市村 佳彦 

宇都宮 孝治 

中家 清隆 

大友 志伸 
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５月定期講習会報告 

『『『『2011201120112011年年年年 CLSI M100 CLSI M100 CLSI M100 CLSI M100----S21S21S21S21のののの主主主主なななな変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて』』』』    

『『『『薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性データデータデータデータとそのとそのとそのとその耐性機構耐性機構耐性機構耐性機構』』』』    

大阪赤十字病院 市村 佳彦 

 

定期勉強会の報告をします。今回は、2011 年 CLSI ドキュメントの変更点について、及び

薬剤感受性データとその耐性機構の２つのテーマで、前者のテーマはシーメンスヘルスケ

ア・ダイアグノスティクス株式会社の山田 幸佑先生、後者のテーマは同上の上田 修先生

に御講演をいただきました。 

 

☆☆☆☆2011201120112011 年年年年 CLSICLSICLSICLSI ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの変更点変更点変更点変更点    CLSI M100-S20-U(2010 年 6 月アップデート) 

    

■ カルバペネムカルバペネムカルバペネムカルバペネム系薬系薬系薬系薬ののののブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント変更変更変更変更    

 ＊2010 年 6月に CLSI M100-S20-U が追補版として発刊 

Supplemental Table 2A-S2 が分割された 

カルバペネマーゼ産生 Enterobacteriaceae のためのスクリーニング及び確認試験 

 ・Supplemental Table 2A-S2 ⇒ 新ブレイクポイント 

 ・Supplemental Table 2A-S3 ⇒ 旧ブレイクポイント 
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＊新旧ブレイクポイント使用時の対応（CLSI コメント） 

 新ブレイクポイントを使用時は、患者治療上の改良 Hodge テストが不要、感染管理上

の依頼においては改良 Hodge テストを実施するが、陽性であっても耐性変換は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊カルバペネム系薬のコメント変更 

  ☆カルバペネム系薬の MIC もしくは阻止円帯の判定が中間(I)を示す菌による感染で治療

の選択肢が限られる場合、臨床医はカルバペネム系薬について上限投与量や可能な限り長

期の静注投与を用いた投与設計を計画してもよい。 

  

  ☆カルバペネム系薬のが中間(I)または耐性(R)を示す菌については、感染症医と相談する

ことを推奨します。 

 

  ☆Proteus spp,Providencia spp,Morganella morganii のイミペネム MIC は、カルバペネ

マーゼ産生以外のメカニズムにより MIC が高い可能性があります。 

 

＊カルバペネム系薬の用法用量のコメントの追加 

 CLSI コメントと日本の用法用量の比較 
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■腸内細菌科腸内細菌科腸内細菌科腸内細菌科ののののセファゾリンブレセファゾリンブレセファゾリンブレセファゾリンブレイクポイントイクポイントイクポイントイクポイントのののの変更変更変更変更 

 ＊セファゾリンブレイクポイントの変更 

 

＊用法用量及び新ブレイクポイント採用時の情報共有の重要性 

 Table 2A のコメント(3)にある用法用量について 

 新ブレイクポイントを採用する際は、検査室は用法用量に関する情報を感染症対応者や薬

剤師、薬事委員会、感染対策委員会と共有することを強く推奨する。情報発信の際は、再度

確認を行い、施設の臨床医は、特定の患者には感染症を治療するために用法用量の説明をし

なければならない。 

 

 

■緑膿菌緑膿菌緑膿菌緑膿菌のののの判定基準判定基準判定基準判定基準、、、、用法用量用法用量用法用量用法用量ののののコメントコメントコメントコメント 

 ＊セフェム系の一部の抗菌薬のブレイクポイントが削除 

    CPZ,CTX,CTRX,CZX,LMOX が Table 2B-1 の判定基準から削除 

 

 ＊用法用量のコメントが追加 

  ・セフタジジム…8時間毎に 2g または、6時間毎に 1g 

  ・セフェピム…12時間毎に 2gまたは、8 時間毎に 1g 

  ・アズトレオナム…8 時間毎に 2gまたは、6時間毎に 1g 

 

■ブドウブドウブドウブドウ球菌球菌球菌球菌 

 ＊誘導性βラクタマーゼ試験に関するコメントの変更 

  PCG の MIC 値が≦0.12 あるいは阻止円径が≧29 の感性の全ての S.aureus は、報告する

前に誘導性βラクタマーゼ試験を実施してください。 

ブドウ球菌で稀に、βラクタマーゼ産生遺伝子を保有しても、誘導性βラクタマーゼ試験陽

性とならない可能性がある。従って、重大な感染症でペニシリン治療が必要な場合、検査室

は同一患者からの全ての分離株に対し、薬剤感受性試験及び誘導性βラクタマーゼ試験を実

施しなければならない。βラクタマーゼ産生遺伝子の blaZ を検出するための PCR 試験も検討

する。 
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■ββββ溶血性溶血性溶血性溶血性 StreptococciStreptococciStreptococciStreptococci 

  ＊非感性(NS)を示すβ溶血性 Streptococci が稀に検出 

    

ペニシリンとアンピシリンはβ溶血性 Streptococci による感染症の治療に選択され

る薬剤である。β溶血性 Streptococci よる感染症の治療の為に FDA に承認されたペニシ

リン系薬と他のβラクタム系薬の薬剤感受性試験は、日常的に実施する必要はありませ

ん。β溶血性 Streptococci で NS(ペニシリン MIC>0.12μg/ml)、アンピシリン MIC>0.25

μg/ml）を示す株の検出は稀であり、S.pyogenesに限っては報告されていません。再試

験を実施し、β溶血性 Streptococci の分離株で NS が確認された場合はリファレンスラ

ボに提出しなければなりません。 

 

 ＊報告例 

   日本(1995-2005 データ)：14 株のペニシリン非感性株(MIC0.25-1μg/ml)の報告 

               PBP(PBP2X,その他)による変異 

               その他のβラクタム系薬の MIC 上昇 

               (Kimura,et al 2008.AAC 52:2890) 

   米国(1999-2005 データ)：4株に PBP2X 変異を確認(S.pneumoniae と類似) 

               (Dahesh,et al,2008 AAC 52:2915) 

ペニシリンを長期投与された患者から検出された菌では、ペニシリン MIC が

0.06-0.25μg/ml まで上昇したという報告(Gaudreau et al, 2010.J Antimicrob 

Chemother. 65:594) 

 

 

＊誘導性クリンダマイシン試験 

患者背景を考慮し、誘導性クリンダマイシン試験を実施 

 

すべてのβ溶血連鎖球菌のクリンダマイシン誘導耐性の臨床的意義は明確でないた

め、エリスロマイシン耐性でクリンダマイシン感性を示す株全ての分離株に対し誘導性

試験を実施する必要はないかもしれません。しかし、侵襲性感染症からの全ての分離株

は試験されなければなりません。Ｂ群連鎖球菌が重いペニシリンアレルギー(アナフィラ

キシーの高いリスク)をもつ妊婦から分離されたときは、誘導性クリンダマイシン試験を

実施し報告されなければなりません。 

 

 



 - 7 - 

＊実施方法 

 

 

■嫌気性菌嫌気性菌嫌気性菌嫌気性菌 

＊2011 年 CLSI M100-S21 に新しく嫌気性菌の判定基準が新設 (Table 2J) 

＊嫌気性菌の報告に関して Group A と Group C が新たに設定   (Table 1C) 

＊寒天平板希釈法および微量液体希釈法について設定      (Table 4D 4E) 

 

■AppendixAppendixAppendixAppendix ののののタイトルタイトルタイトルタイトル再編再編再編再編、、、、新設新設新設新設、、、、変更変更変更変更    

＊Appendix B 腸内細菌科の自然耐性の表が新設 

＊Appendix D Bacteroides fragilis Group の薬剤感受性率表が更新 

(2006-2008→2007-2009 データに更新) 

Appendix E Bacteroides fragilis Group 以外の嫌気性菌感受性率表が新設 

 

☆☆☆☆薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性薬剤感受性データデータデータデータとそのとそのとそのとその耐性機耐性機耐性機耐性機構構構構    

■■■■ブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイントブレイクポイント    

 ブレイクポイントとは？ ・薬剤が有効か無効かを判定する基準の濃度 

      ・各菌種と薬剤の組み合わせ毎に設定 

 

結果の判定と臨床での判断 

  ・感性(S)…常用投与量で有効 

  ・中間(I)…特定の条件下で有効または無効 

  ・耐性(R)…如何なる投与法でも無効 
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各ブレイクポイント 

  臨床的ブレイクポイント：感染症患者に投与して臨床的に有効かどうか、臨床家が抗 

菌薬を選択する際の指標となることを目的に設定 

   

細菌学的ブレイクポイント：常用投与量で血中または組織中に達すると考えられるレ 

ベルで設定した in vitro における菌の抗菌薬への反応に 

基づく分類 

 

   設定 

   日本化学療法学会：これ以下であれば、臨床的効果(80%以上の有効率)が期待できる 

というポイント 

分離菌も MIC とブレイクポイントを比較することで臨床効果を 

推測できる 感性・耐性の表現は行わない 

   

 CLSI: S…常用投与量で適切に治療できる 

         I…抗菌薬が濃縮される身体の部分、大量投与が可能な場合に臨床効果がある。 

また、些細で管理不能なテクニカル的要因による、緩衝域的な意味もある 

      R…常用投与量計画では菌の発育が抑制されない、または、特定の耐性メカニ 

ズムが予想される。治療検討において臨床的効果に信頼性が認められない 

   

EUCAST ブレイクポイント 

 免疫学的ブレイクポイント：ECOFF より高い MIC を示す株は、誤同定や誤った 

MIC 値、耐性メカニズムを示唆する。 

 

 

■主要抗菌薬主要抗菌薬主要抗菌薬主要抗菌薬のののの作用点作用点作用点作用点    

 

・DNA合成阻害…キノロン系 

・RNA合成阻害…リファンピシン 

・細胞壁合成阻害…βラクタム薬、ホスホマイシン、グリコペプタイド 

クロラムフェニコール 

   ・その他の代謝…サルファ剤、その他 
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■薬剤耐性機序 

   ＊不活化・修飾 

   ＊作用点の変異 

   ＊細胞膜における透過性の低下 

 

   ・不活化：細菌が薬剤を不活化させる物質を産生し、それにより抗菌薬が無効化さ 

れる。 

S.aureus等のペニシリナーゼ産生、ESBL産生、MBL産生、KPC産生 

    

・修飾：細菌が薬剤を修飾する物質を産生し、抗菌薬の構造を変化させることで抗 

  菌薬が無効化される。 

     アミノグリコシド系薬に対する修飾酵素 

 

・作用点の変異：細菌が抗菌薬の作用点を自ら変化させ、抗菌薬の作用を受けない 

ようにする。 

        βラクタム系薬に対するペニシリン結合タンパク(PBP)の変異 

        マクロライド系薬に対するリボソーム RNAの変異 

        キノロン系薬に対する DNAジャイレース、トポイソメラーゼの変異 

    

   ・細胞膜における透過性の低下 

       薬剤排出能の亢進(能動的排出、薬剤排出ポンプ) 

        キノロン系薬、マクロライド系薬 

       ポーリン孔の減少、変異：抗菌薬が菌体内に侵入するのを阻害する 

        カルバペネム系薬 

   

  ■耐性菌耐性菌耐性菌耐性菌のののの出現出現出現出現    

            ＊抗菌薬により感受性菌の増殖が抑えられる一方で、わずかに存在していた自然耐 

性菌が生き残り、増殖する（100万から 1億個に１つの割合で突然変異） 

 

   ＊新しく耐性遺伝子を獲得して耐性化する 

    特にプラスミド（染色体外遺伝子）による拡散が薬剤耐性菌増加の原因とも言わ 

れている。→形質導入・形質転換・接合伝達 
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■各種耐性菌各種耐性菌各種耐性菌各種耐性菌 

◎MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) 

 耐性機構：PBP の変異(PBP2a)←mecA 遺伝子が関与 

 判定基準：MPIPC ≧4μg/ml または CFX ≧8μg/ml 

＊臨床への報告時の注意 

 MPIPC が耐性だった場合、全てのβラクタム系薬の判定を R(耐性)に変換する。 

 CFX が≧8μg/ml だった場合、mecA 遺伝子陽性とみなされ、MPIPC 耐性と判  

 定する。この場合も、全てのβラクタム系薬の判定を R(耐性)に変換する。 

     

◎VRE(バンコマイシン耐性腸球菌) 

     耐性機構：細胞壁を構成するペプチド端末(VCM 結合箇所)が変異 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    判定基準： VCM≧32μg/ml 

     臨床への報告に対する際の注意：判定の変換は特になし。感染症法届出対象菌 

 

   ◎PRSP(ペニシリン耐性肺炎球菌) 

    耐性機構：PBP の変異(PBP2a,PBP2b,PBP2x) 

        判定基準：ペニシリンの MIC で判定。抗菌薬の投与方法、病態により異なる 

 

 

 

 

 

    臨床へ報告する際の注意：判定の変更は特になし。 

                感染症法届出対象菌(五類感染症)。 

             届出基準 ペニシリン 0.125μg/ml 以上 
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   ◎MDRP(多剤耐性緑膿菌) 

    定義：広域βラクタム剤(カルバペネム系)、アミノグリコシド系、キノロン系の三 

系統の抗菌薬に耐性の P.aeruginosa 

        耐性機構：カルバペネム系⇒MBL 産生 or ポーリン孔の減少・変異 

         アミノグリコシド系⇒修飾酵素 

         キノロン系⇒排出亢進 or DNA ジャイレース等の変異 

    判定基準：IPM＊１  ≧16μg/ml 

         AMK ≧32μg/ml＊３ 

         CPFX＊２ ≧4μg/ml 

＊1 IPM 以外のカルバペネム系薬で耐性を示した場合も、条件を満たしたと判断する 

＊2 CPFX 以外のフルオロキノロン系薬で耐性を示した場合も、条件を満たしたと判 

断する。 

＊3 AMK のブレイクポイントは、32μg/ml(I)、64μg/ml(R) 

 

       ◎NDM-1 産生多剤耐性菌 

     特徴：カルバペネムなどの広域βラクタム薬を分解する NDM-1 と呼ばれるメタロ 

        βラクタマーゼを産生する。 

 

CMY-4 や CTX-M-15 などの別種のβラクタマーゼを産生する 

 

RmtB や RmtC などの 16SrRNA メチレースを産生する株がある 

 

腸内細菌科であるため、人の腸内や環境中に定着、生存しやすく、健常者でも 

尿路感染症などの原因となりうる。 

 

病原性大腸菌や近縁の腸内細菌科である、サルモネラや赤痢菌などに、多剤耐 

性遺伝子が伝達する可能性もある。 

   

   情報：Pseudomonasや Acinetobacterなどの非発酵菌群からも出ているらしい。 

        Salmonella の NDM-1 産生株が、インドより報告された。 

        詳細は、厚労省のＨＰを参照のこと 
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Capnocytophaga canimorsus Capnocytophaga canimorsus Capnocytophaga canimorsus Capnocytophaga canimorsus 感染症感染症感染症感染症    

近畿大学医学部附属病院 宇都宮 孝治 

 

C. canimorsus 感染症が文献的に登場した歴史は浅い。まだC.canimorsus という菌種名が

付けられる以前の1976 年に報告された敗血症・髄膜炎例が、最初の文献報告とされている。

実際にはそれ以前から症例はあったと思われるが、当時は原因菌が細菌学的に見出されてお

らず、その実態は明らかでない。1976 年以後30 余年の間に、世界中で約200 例の症例が報

告されている。感染源はイヌ・ネコであり、咬傷・掻傷部位から感染することが多い。しか

しながら、もともと皮膚・粘膜に傷や潰瘍などがあった場合に、そこを舐められることによ

って感染した症例もあり、また動物との接触歴がない（はっきりしない）症例もあるため、

感染の機会は咬傷・掻傷のみに限らないと考えられている。 

 

【Capnocytophaga 属菌の種類・特徴】 

属名のCapnocytophaga はギリシャ語で「二酸化炭素を同化・吸収する者」を意味する。

Capnocytophaga属菌は、ヒトやイヌ・ネコの口腔内に常在する通性嫌気性のグラム陰性桿菌

で、1979 年に新しい属として確立し、現在7 種が知られている（表1） 

表1 Capnocytophaga属菌の自然宿主、性状、病原性 

菌種名 常在する宿

主 

カタラーゼ オキシダー

ゼ 

病原性 

C. ochracea 

C. gingivalis 

C. sputigena 

C. haemolytica 

C. granulosa 

ヒト 陰性 陰性 

歯周病、時

に心内膜

炎など 

C. canimorsus 敗血症、

DIC 

C. cynodegmi 
イヌ・ネコ 陽性 陽性 

稀に局所

感染 

 

C. ochracea など5 種はヒトの口腔内に常在し、歯周病の病巣から検出されることが多い。

そのため、歯科学領域で歯周病関連菌として位置づけられているが、歯周病の病因に関連し
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た役割ははっきりしていない。これらのヒトが有するCapnocytophaga 属菌は、まれに日和見

的に全身感染を起こし、電撃性紫斑病、心内膜炎など重篤な症状をもたらすことがある。一

方、イヌ・ネコはC. canimorsus とC. cynodegmiの2 種を保有している。以前は、前者がDF-2

（DysgonicFermenter-2）、後者がDF-2-like と呼ばれていたが、1989 年に現在の分類が確

立し、それぞれに菌種名が付けられた。canimorsus とcynodegmi は、前者がラテン語、後者

がギリシャ語で、いずれも「イヌ咬傷」の意味である。したがってこれらの名称は「イヌに

咬まれて感染する二酸化炭素要求性の細菌」を意味している。その後、本菌はイヌのほかに

ネコの口腔内にも常在しており、ネコ咬傷・掻傷感染の原因菌となることが明らかになった。

また、ヒツジやウシの口腔内からも分離されたという報告もある。C. canimorsus とC. 

cynodegmi のいずれも、イヌ・ネコによる咬傷・掻傷に伴う感染症の原因菌となるが、重篤

例、死亡例の大半はC. canimorsus感染による。Capnocytophaga 属菌はいずれもバイオセー

フティレベル2 の実験室で取り扱われる。Capnocytophaga 属菌の特徴は二酸化炭素要求性の

ほか、鞭毛を持たないが寒天培地上で滑走能を示すこと、栄養要求が厳しく、増殖が遅いこ

とがあげられる。グラム染色による鏡検では糸状のグラム陰性桿菌として認められる（写真1）。

生化学的にはヒトの保有する5 菌種はオキシダーゼ、カタラーゼともに陰性であるが、イヌ・

ネコの保有する2 菌種はオキシダーゼ、カタラーゼともに陽性である。C. canimorsus とC. 

cynodegmi のコロニーは淡黄白色、淡灰白色あるいは淡桃白色で、コロニーが成長すると辺

縁の不規則な拡がりを認める。これは菌の滑走能による特徴的な形態であるが、菌株や培養

条件によって滑走によるコロニーの拡がり方には差異がある（写真2）。培養条件は35 ～ 

37 ℃、5%CO2培養あるいは嫌気培養、培地はブルセラHK 寒天培地などの血液寒天培地で生育

するが、中でも5%ウサギ（ウマ）血液加ハートインフュージョン寒天培地での発育が良好で

ある。C. canimorsus とC. cynodegmi は遺伝学的にかなり近く、性状も似ているため、コロ

ニー形状や生化学的性状によって鑑別することは難しい。両種の鑑別には菌種特異的PCR 法

を用いた遺伝子検査が有用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

写真2 血液寒天培地上のC. canimorsus 

のコロニー 

 

写真 1 C. canimorsus のグラム染色像 
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【【【【発症予防・診断・治療】 

イヌ・ネコ咬傷・掻傷時に、感染・発症を予防するため抗菌剤の予防投与が行われることも

ある。発症予防であるから、この段階ではC. canimorsus 以外 

にもさまざまな細菌が起炎菌となる可能性を考えて、種々の菌に対して網羅的に効果を有す

る抗菌スペクトルの広い抗菌剤を投与することになる。英国 

の文献ではアモキシシリン/クラブラン酸（オーグメンチン）の経口投与が推奨されている。

これとともに傷口からの破傷風感染防止のため破傷風トキソイドの接種を行うことも奨めら

れている。とくに、高齢者や慢性疾患に罹患している人など、immunocompromisedhost と考

えられる人は積極的に医療機関を受診し、事故の状況を伝えて医師の判断を仰ぐことが重要

と考えられる。咬傷・掻傷事故は、さまざまな場面でしばしば起きていると考えられ、予防

投薬が推奨される対象にどの程度の範囲を含めるかは、リスクコントロールの点から慎重な

検討を要するところである。また、C. canimorsus 以外の起炎菌の感染と併せてその対策が

総合的に検討されなければならない。C. canimorsus の分離同定による診断は、一般的に血

液や脳脊髄液を培養して菌分離を試みる。傷口から菌が分離されることもある。本菌は生育

が遅いため、イヌ・ネコ咬傷・掻傷などの履歴がある場合はその旨を検査室に伝え、培養の

期間を延長することが検出率を上げるために有効である。また、C. canimorsus 感染が疑わ

れる際には自動培養装置による検出のみでなく、さまざまな方法で積極的に菌の検出を試み

ることが重要である。血液培養サンプルのグラム染色による鏡検によって、血中や好中球内

に糸状のグラム陰性桿菌が認められることもあり、またPCR 法を用いた培養サンプルからの

直接的な遺伝子検出も有効である。PCR法には特異的プライマーが利用できるほか、16SrRNA 

遺伝子をユニバーサルプライマーで増幅した後、塩基配列を解析する方法などがある。実際

にはC. canimorsus 感染症例は、すでに敗血症を含め全身症状を発症している段階での受診

となり、起炎菌の同定を待たずに迅速な救命治療が必要とされることが多い。治療法として

は抗菌薬の投与のほか、敗血症に対して血漿交換療法などさまざまな対症療法が実施される。

国立感染研において、これまで国内症例から分離された分離株8 株を含む20 株について、薬

剤感受性の検討を行ったデータがある。その結果、C.canimorsus はペニシリン系など多くの

抗生物質に感性であったが、ゲンタマイシンなどアミノグリコシド系には耐性であった。β

ラクタマーゼを産生する菌株もあり、ペニシリン系の抗生物質を用いる際にはβラクタマー

ゼ阻害剤との合剤であるアモキシシリン/クラブラン酸（オーグメンチン）やアンピシリン/

スルバクタム（ユナシン）を用いることが望ましい。また、テトラサイクリン系、カルバペ

ネム系などにも感性である。クリンダマイシンやエリスロマイシンに対しては一部耐性株が

あった36）（表2）。 
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表2 C. canimorsus の薬剤感受性 

 

なお、国立感染症研究所獣医科学部第一室では 

C. canimorsus 感染症の現状に関する情報を求めていま

す。症例を経験された先生がいらっしゃいましたら下記

まで情報をお寄せいただければ幸いです。 

 

○連絡先 

Tel : 03-5285-1111（内線2622）, Fax : 03-5285-1179 

E-mail : michios@nih.go.jp 

 

参考資料：鈴 木 道 雄：イヌ・ネコ咬傷・掻傷と 

Capnocytophaga canimorsus 感染症.モダンメディア 

56 巻4 号2010［話題の感染症］  

 

 

 

 

血液培養装置血液培養装置血液培養装置血液培養装置『『『『VersaTREKVersaTREKVersaTREKVersaTREK』』』』    

松下記念病院 大友 志伸 

 

【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】 

現在、国内で使用されている血液培養装置は、BACTEC（日本ベクトン・ディッキンソン株

式会社）と Bact/ALART 3D（シスメックス・ビオメリュー株式会社）の 2 機種が一般的であ

る。2009 年 2 月、新たに VersaTREK（TREK Diagnostic Systems, Ohio, US）が国内で販売開

始となった。当院においては、2009 年 10 月より、導入・日常業務での使用を開始した。そ

こで、今回は、VersaTREK の特徴と導入時に行った基礎検討の一部を簡単に紹介する。 

 

図 1．VersaTREK 240 
図 2．専用ボトル（左 80ml, 右 40ml） 
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図 3．ボトルの構造 

図 4．スターラーによる撹拌 

【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】    

世界におけるシェアは 15％程度であり、国内で採用している施設数は 7 施設（2011 年 6 月

時点）である。仕様については、VersaTREK 240 と 528 があり、それぞれ最大 240 本、528

本のボトルが設置可能となっている。 

（検出原理） 

BACTEC や Bact/ALART 3D は、いずれも細菌（真菌）

の増殖を代謝産物である CO2による培地の pH の変化

として検出する。一方で、VersaTREK は細菌の代謝産

物によるボトル内圧の変化をヘッドスペースにある

圧センサーで直接検出している。機器への設置の際

には、専用のコネクターを装着する。ガス圧の変化

をとらえることは、CO2の産生のみならず、O2の消費や N2、H2の産生も検

出できるため、より短時間に、さらに様々な代謝能を持つ菌種（CO2産生

能の低い菌種など）の検出にとって有用と考えられる。 

また、好気ボトルの培地撹拌機構はマグネチック・スターラーバーを

採用しているため、液体培地内により多くの酸素を供給することができ、

菌の発育を促進する。嫌気ボトルに関しては、スターラーは入っておら

ず、培養中、培地の静置が保たれる。 

陽性の判定は、様々な細菌（真菌）の代謝によるガス圧の変化のアルゴリズムと変化率に

より計算される（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（専用ボトル） 

Redox1（好気ボトル）と Redox2（嫌気ボトル）における培地は、もともと Difco 社から販

売されていたものであり、栄養要求性の高い菌種の発育にも配慮された組成となっている。

培地量が多いのも特徴で、80ml ボトルでは、他の 2 社のボトルと比較しても 2～3 倍の量で

ある。この効果として、まず、高栄養条件はもちろん、血液中の発育阻害物質の影響（白血

球、補体、抗体など）を希釈効果により回避できる。また、抗凝固剤（硫酸ポリアネトール; 

発育発育発育発育（－）（－）（－）（－）発育発育発育発育（－）（－）（－）（－）発育発育発育発育（＋）（＋）（＋）（＋）

O2 消費消費消費消費

ガスガスガスガス発生発生発生発生

発育発育発育発育（＋）（＋）（＋）（＋）

O2 消費消費消費消費

ガスガスガスガス発生発生発生発生

発育発育発育発育（－）（－）（－）（－）発育発育発育発育（－）（－）（－）（－）発育発育発育発育（＋）（＋）（＋）（＋）

O2 消費消費消費消費

ガスガスガスガス発生発生発生発生

発育発育発育発育（＋）（＋）（＋）（＋）

O2 消費消費消費消費

ガスガスガスガス発生発生発生発生

図 5．VersaTREK のガス圧の変化（左; 陽性、右; 陰性） 
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表 1．VersaTREK と BACTEC における陽性検出時間の比較. 

VersaTREK BACTEC VersaTREK BACTEC

Staphylococus aureus ATCC25923 13.0 14.5 23.1 13.2

Staphylococcus epidermidis  ATCC12228 17.9 37.7 26.2 24.4
Streptococcus pneumoniae  ATCC6305 17.1 14.4 19.9 60.8

Escherichia coli  ATCC25922 12.3 12.5 15.7 11.9

Haemophilus influenzae  ATCC10211 14.5 15.6 － 17.9

Neisseria meningitidis ATCC13090 19.0 38.6 － －

Campylobacter fetus  JCM2527 52.0 53.8 － －

Stenotrophomonas maltophilia  ATCC13637 21.6 53.8 － －

Fusobacterium necrophorum JCM3718 － － 31.5 62.8

Porphyromonas assacharolyticus  (Clinically isolated) － － 28.4 111.3*

Bacteroides fragilis ATCC25285 － － 26.3 24.8
Candida albicans  IFO1594 23.1 55.6 65.3 －

検出時間 （時間）

好気／嫌気 好気ボトル 嫌気ボトル

検出システム

* 3 重測定のうち、1 ボトルのみで陽性を示した. 

SPS）は、一部の菌種の発育を阻害するが、必要最低量でまかなうことができる。一般的に、

培養ボトルには血中抗菌薬の吸着剤としてレズンや活性炭末が添加されているが、

VersaTREK は培地による希釈効果で抗生剤の影響を回避できるとされている。 

【【【【BACTEC 9050BACTEC 9050BACTEC 9050BACTEC 9050 とのとのとのとの検出時間検出時間検出時間検出時間のののの比較比較比較比較】】】】    

標準菌株、または臨床分離株を用いて陽性検出時間の比較を行った結果を以下に示す。 

101～102 CFU/ml に調整した菌液 1ml をボトルに接種し、それぞれの機器に設置、5 日間培

養を行い、陽性になるまでの時間を比較した。陽性ボトルは、グラム染色とサブカルチャー

での発育を確認した。各ボトル 3 重測定を行い、結果にはその平均値を示した。 

 

通性嫌気性菌については、VersaTREK と BACTEC でともに培養後 24 時間以内に好気・嫌気の

いずれかのボトルにおいて陽性を検出することができた。S. epidermidis、N. meningitidis、

S. maltophilia、F. necrophorum、P. assacharolyticus、C. albicans で検出時間に 5時間

以上の差が認められた。つまり、CO2 産生量の少ない菌や栄養要求性の強い菌、また、嫌気

性菌や真菌において VersaTREK のほうが優れているということが示唆される結果であった。

一方で、VersaTREK の偽陽性率が高いとの報告もある。 

【【【【おわりにおわりにおわりにおわりに】】】】    

今回は、血液培養装置『VersaTREK』について簡単に紹介した。従来の装置とは、検出原理も

異なり、かつ、国内における導入例も少ないため、今後の参考になればと思う。 

【【【【参考文献参考文献参考文献参考文献】】】】 
・Mirrett S Mirrett S, Hanson KE, Reller LB. J.Clin.Microbiol. 2007. Controlled clinical comparison of VersaTREK and 

BacT/ALERT blood culture systems. Feb;45(2):299-302. 
・Dreyer AW, Ismail NA, Nkosi D, Lindeque K, Matthews M, van Zyl DG, Hoosen AA. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2011. 

Comparison of the VersaTREK blood culture system against the Bactec9240 system in patients with suspected bloodstream 
infections. Feb 5;10:4. 

・小林郁夫; 全自動血液培養装置バクテック TM 9000 システム, メディカルテクノロジー, 34(5): 491-495, 2006. 
・横山 僚; .全自動血液培養装置 BacT/ALERT システム, メディカルテクノロジー, 34(5) : 485-490, 2006. 
・CUMITECH 血液培養ガイドライン 
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大阪市立大学医学部附属病院 

中家 清隆 

 

 

 

 

                           

① 腸炎ビブリオ 

② 黄色ブドウ球菌 

③ サルモネラ菌 

④ 腸管出血性大腸菌 

⑤ キャンピロバクター 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

潜伏期 ２～９日 約３時間（1～6 時間） 3～20 時間 12～24 時間 2～7 日 

症状 下痢、腹痛、かぜ様

症状、その後鮮血便、

激しい腹痛 

激しい嘔吐，腹痛，下

痢 

激しい腹痛（上腹部

痛 ） ， 下 痢 （ 水 様 血

便），発熱（軽微），嘔

吐 

下痢（黒緑色の粘血

便 ） ， 発 熱 （ ３ ８ ～

40℃），腹痛 

下痢（水様性ときに粘

血 便 ） ， 発 熱 （ 38 ～

39℃） ，腹痛 

食品 肉が最も危険 食品全般 海産魚介類など 卵、肉など 食肉（特に鶏肉） 

分布 動物などの腸管内 人の鼻咽喉など 海 家畜やニワトリの腸管 

卵は表面（殻）や中身 

動物の腸管内をはじ

め自然環境 

予防 加熱（特にミンチ肉は

中まで熱が通るよう心

がける）二次汚染の防

止（調理器具を清潔

に）手洗い励行 

調理中の手洗い励行 

（アカギレなど、手に

傷のある時はゴム手

袋などを使う）清潔な

衣服，帽子，マスクを

着用する。  

調理中での二次感染

を防ぐ、保管は低温

（10 度以下）を徹底す

る 

加熱する。菌が増殖し

ないよう、早めに食べ

る。保存は低温で行

う。 

生肉などは早めに調

理し，十分加熱する。 

調理器具などは十分

乾燥させる。 

【問題】 

次のうち食中毒菌とその情報を

正しく組み合わせを選んでくだ

さい。 
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今年も多くの企業のご協力を得て、無事に基礎実技講座を開催する事が出来ました。

この場をお借りして、心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

 

例年になく今年は多くの受講生の方にご参加いただき、とても濃密な３日間であっ

たと思うのですが・・・如何だったでしょうか？基本的な操作の習得を念頭におきつ

つ、新しい検査方法や培地、なかなか検出することのない菌の供覧など、多くの情報

発信になったのではないかと思っております。受講生の方々がこの３日間を通して多

くのことを学び、世話人とも親睦を深めていただけたなら幸いです。ネットには様々

な情報は溢れていますが、教えてくれる人、経験したことのある人・・・それらの人

と繋がりを持つことも、微生物検査にとって重要な要素の一つではないかと、私は自

身の経験から思います。教えてくれる人、経験したことのある人・・・私がそうなる

のにまだまだ時間が要りそうですが。。。 

 

赤木 征宏 2011.7.20 
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