
　 拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。　

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、細菌検査薬剤感受性セット及び報告菌名の

一部を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

何卒ご了解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■　　変更日 

　2021　年  12　月  6　日 (月)　報告分より

■　　変更内容　（詳細は裏面をご参照ください。）

項目コード 項目名 　　変更箇所 変更内容

①　国際微生物学連合（International Union

5038 　一般細菌培養同定 　報告菌名 　of Microbiological Societies:IUMS)の

　国際細菌分類命名委員から発表されている

　菌名に変更します。

②　エンテロコッカス属　:　CLSI　M100-S26において

5264 　　判定基準が明確ではない薬剤をセットから削除します。

5265 薬剤感受性検査 　薬剤感受性セット ③　ﾓﾗｸｾﾗ ｶﾀﾗﾘｽ・カンピロバクター属・エロモナス属・

5266 　　ビブリオ属（non V.cholelerae)・パスツレラ属:

　　CLSI　M45（第３版）の判定基準に合わせて

　　感受性セットを変更します。
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株式会社　ジャパンメディカル

①報告菌名の変更

　　　　　　　　　　　　　　新 　　　　　　　　　　　　　　現

　　　　　　Klebsiella aerogenes 　　　　　Enterobacter aerogenes

　　　　　　Clostridioides difficile 　　　　　　Clostridium difficile

②エンテロコッカス属の薬剤感受性　新セット一覧

＊CLSI M100-S26において判定基準が明確でない薬剤を削除します。

                      新しい セ ッ ト 　　　　　　　　　　　　　　削除する薬剤

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ペニシリン PCG オキサシリン MPIPC

アンピシリン ABPC ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ ABPC/SBT

エリスロマイシン EM セファゾリン CEZ

ミノサイクリン MINO セフメタゾール CMZ

ゲンタマイシイン GM ホスホマイシン FOM

ゲンタマイシンシナジースクリーン GMS ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST

レボフロキサシン LVFX

イミペネム IPM

バンコマイシン VCM

テイコプラニン TEIC

リネゾリド LZD

ダプトマイシン DAP

リファンピシリン RFP

③５菌種の薬剤感受性　新セット一覧

＊CLSI　M45（第3版）の判定基準に合わせた新セットに変更します。

　　　　　モラクセラ　カタラリス 　　　　　　カンピロバクター属

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA エリスロマイシン EM

エリスロマイシン EM テトラサイクリン TC

クラリスロマイシン CAM シプロフロキサシン CPFX

アジスロマイシン AZM

テトラサイクリン TC

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST



①報告菌名の変更

　　　　　　　　　　　　　　新 　　　　　　　　　　　　　　現

　　　　　　Klebsiella aerogenes 　　　　　Enterobacter aerogenes

　　　　　　Clostridioides difficile 　　　　　　Clostridium difficile

②エンテロコッカス属の薬剤感受性　新セット一覧

＊CLSI M100-S26において判定基準が明確でない薬剤を削除します。

                      新しい セ ッ ト 　　　　　　　　　　　　　　削除する薬剤

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ペニシリン PCG オキサシリン MPIPC

アンピシリン ABPC ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ ABPC/SBT

エリスロマイシン EM セファゾリン CEZ

ミノサイクリン MINO セフメタゾール CMZ

ゲンタマイシイン GM ホスホマイシン FOM

ゲンタマイシンシナジースクリーン GMS ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST

レボフロキサシン LVFX

イミペネム IPM

バンコマイシン VCM

テイコプラニン TEIC

リネゾリド LZD

ダプトマイシン DAP

リファンピシリン RFP

③５菌種の薬剤感受性　新セット一覧

＊CLSI　M45（第3版）の判定基準に合わせた新セットに変更します。

　　　　　モラクセラ　カタラリス 　　　　　　カンピロバクター属

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA エリスロマイシン EM

エリスロマイシン EM テトラサイクリン TC

クラリスロマイシン CAM シプロフロキサシン CPFX

アジスロマイシン AZM

テトラサイクリン TC

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST

　　　　　　　　エロモナス属 　　　　　ビブリオ属　(non V.cholerae)

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ/ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ PIPC/TAZ アンピシリン ABPC  

セフォタキシム CTX ピペラシリン PIPC  

セフタジジム CAZ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA 

セフトリアキソン CTRX セフォタキシム CTX

セフェピム CFPM セフタジジム CAZ

テトラサイクリン TC セフェピム CFPM

クロラムフェニコール CP テトラサイクリン TC

ゲンタマイシイン GM ゲンタマイシイン GM

シプロフロキサシン CPFX レボフロキサシン LVFX

レボフロキサシン LVFX メロペネム MEPM

メロペネム MEPM イミペネム IPM

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST

　　　　　　　パスツレラ 属

抗菌薬名 略号

ペニシリン PCG

アンピシリン ABPC

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA

セフトリアキソン CTRX

エリスロマイシン EM

アジスロマイシン AZM

テトラサイクリン TC

クロラムフェニコール CP

レボフロキサシン LVFX

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST



　　　　　　　　エロモナス属 　　　　　ビブリオ属　(non V.cholerae)

抗菌薬名 略号 抗菌薬名 略号

ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ/ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ PIPC/TAZ アンピシリン ABPC  

セフォタキシム CTX ピペラシリン PIPC  

セフタジジム CAZ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA 

セフトリアキソン CTRX セフォタキシム CTX

セフェピム CFPM セフタジジム CAZ

テトラサイクリン TC セフェピム CFPM

クロラムフェニコール CP テトラサイクリン TC

ゲンタマイシイン GM ゲンタマイシイン GM

シプロフロキサシン CPFX レボフロキサシン LVFX

レボフロキサシン LVFX メロペネム MEPM

メロペネム MEPM イミペネム IPM

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST

　　　　　　　パスツレラ 属

抗菌薬名 略号

ペニシリン PCG

アンピシリン ABPC

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 AMPC/CVA

セフトリアキソン CTRX

エリスロマイシン EM

アジスロマイシン AZM

テトラサイクリン TC

クロラムフェニコール CP

レボフロキサシン LVFX

ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ/ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ST


