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共催シンポジウム Verigene システムの導入により敗血症の診療はどのように変化するか

Verigene、治療最適化への運用とは
AST 介入やコスト効果など確認
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第 93 回日本感染症学会総会・学術講演会が 4 月 4 〜 6 日に名古屋市で開かれ、6 日には共催シ
ンポジウム「Verigene システムの導入により敗血症の診療はどのように変化するか」が行われた。
自動多項目同時遺伝子関連検査システム「Verigene システム」を導入している病院の感染症専門
医 4 人がシンポジストとなり座長を交えて約 1 時間半にわたって討論。Verigene の有用性を確認
する一方、費用や AST 介入の必要性など、実運用上の課題を巡り意見を交わした。
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）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）の 2 人が務めた。

Verigeneシステムは、マイクロアレイ法を測定原
理とする多項目同時遺伝子検査システムで、2017年6
月に保険収載された。「感染防止対策加算1」「同2」の
届出施設で治療につき1回1700点を算定する。
試薬キットは、グラム陽性菌用の「BC-GP」、グラ
ム陰性菌用の「BC-GN」の2種類で、血液培養試験陽
性の検体によりそれぞれ、グラム陽性菌12項目・薬剤
耐性遺伝子3項目、グラム陰性菌9項目・薬剤耐性遺伝
子6項目を2～2.5時間の測定時間で検出する。
同日は、演者4人がそれぞれのテーマで発表し、そ
の後、壇上で討論。Verigeneを導入・運用する際の
課題となるコストや検査部対応、対象検体の選定など
を取り上げた。

検査対象とすべき検体とは
シンポジウムの討論で座長の栁原氏は「Verigene
を運用するときにどういった症例を対象にするのか」

と話題を提起し、各演者に意見を求めた。
大曲氏は「第一にはグラム陽性球菌、中でもブドウ
球菌ではないか」と回答。全診療科を通じてブドウ球
菌を対象にすべきだとの考えを示し、Verigeneによ
りバンコマイシン（VCN）投与を早期に中止できる
との期待を示した。
討論に先立つ発表では山岸氏が、愛知医科大学病院
での運用を報告。同病院では血液培養陽性全てに質量
分析装置を使用し、Verigeneシステムはグラム陽性
菌に使用することでよりそのメリットを多く実感でき
る。山岸氏は、MSSAに対しVerigeneシステムを用い
る場合、VCNの早期投与中止により、質量分析装置
＋従来法に比べ薬剤費削減が期待できるとの試算を提
示。「質量分析装置がある前提だが、ブドウ球菌の場
合にVerigeneシステムを用いると最も費用対効果が
得られる」と述べた。
宮㟢氏は、質量分析装置がない病院の立場から発言。
「Verigeneに掛かる比重が大きい」とし、菌血症への迅
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速対応やCPEのスクリーニングができる利点を示した。
座長の三鴨氏は、「Verigeneはグラム陽性球菌にお
いて大きな経済効果が得られるだろう。特に質量分析
装置がない施設で有用だろう」と討論をまとめた。

の工夫が必要だと呼び掛けた。

Verigeneの陰性結果は診療に生かせるのか
後半の討論では、「Verigeneで菌が同定されず、結
果が陰性だった場合にde-escalationしてよいか」とい
う会場参加者からの質問が上がった。
Verigeneは、グラム陽性菌、陰性菌のそれぞれに
ついて、菌名と薬剤耐性遺伝子の両方を検出する。
参加者からの質問に対し森永氏は、
「細菌検出陰性の
情報だけでは難しいかもしれ
ない」と答え、菌名同定ある
いは薬剤耐性遺伝子の検出に
至らなかった症例では、状況
に応じてde-escalationし、経
過を見ながら従来法の検査
結果も待つべきとの立場を
示した。
森永 芳智氏
宮㟢氏は、薬剤耐性遺伝
子に着目し「Verigeneは極めて有用性が高く、薬剤
耐性遺伝子が未検出の場合は、高い割合で薬剤耐性菌
の可能性を排除した治療を選択できる」と回答。薬剤
耐性遺伝子がネガティブとなる症例の治療において
は、その結果を考慮すべきとの考えを示した。

Verigeneのピットフォールとは
シン ポ ジ ウ ム では複数の演者が、検査のピット
フォールに言及した。
宮㟢氏は冒頭の発表で計7
つ の 症 例（ 表1）を 呈 示し、
この中で、判定に苦慮した症
例に触れた。血液培養2セッ
ト中1セットからグラム陽性球
菌を検出し、Verigeneを行っ
たところMRSEを検出したの
に対し、薬剤感受性試験では
宮㟢 博章氏
MRSE、MSSE、MSSAを 検
出し、
異なる結果となった。最終的にはコンタミネーショ
ンと判 断し た が、 宮 㟢 氏 は、 結 果 の 乖 離 に つ い て
「Verigeneでは有意に増殖している菌を判定した可能性
がある」とし、今後知見を集積していくことが必要だ
とした。
山岸氏はVerigene BC-GPを愛知医科大学病院で使用
した53例（2019年1～3月）のうちVerigeneシステムで
未検出2例、S. pneumoniaをStreptococcus spp. と同定
した1例を紹介。また、BC-GNについては32例中2例
において検出されず、これはいずれも複数菌感染症の
症例だった。山岸氏はVerigeneシステムの有用性を
強調する半面、「複数菌による菌血症ではやや課題が
残る」との認識を示した。
こうした発表を受けて座長の三鴨氏は、「複数菌の
検出感度がピットフォールではないか」とし、運用上

Verigeneの検査フローはどうすべきか
自院で運用しているVerigeneの検査フローについ
ては宮㟢氏と大曲氏の2人が報告した。
宮㟢氏の勤務する小倉記念病院では、血培陽性が出
ると細菌検査室が感染管理部と担当医師それぞれに電
話で連絡し、感染管理部がVerigeneの検査対象にす
るかを判断する。その際の優先事項は、▽コンタミネー

表1 小倉記念病院におけるVerigeneシステムの介入症例
症例 初期の抗菌薬

Verigene の検査結果

検査後の診断と抗菌薬
TAZ/PIPC、
VAN
既存法より1日早く抗菌薬追加

1

TAZ/PIPC

S.aureus 、mecA （MRSA）

血流感染

2

VAN

S.aureus 、mecA （MRSA）

ペースメーカー VAN
リード感染
既存法より1日早く抗菌薬確定

3

DRPM

S.epidermidis 、
mecA（MRSE） 血流感染

4

TAZ/PIPC

薬剤耐性遺伝子未検出

ウロセプシス
TAZ/PIPC
non-CPE/CRE 既存法より1日早く抗菌薬確定

5

TAZ/PIPC

E.coli 、CTX-M（ESBL）

ウロセプシス
ESBL

6

TAZ/PIPC

S.epidermidis 、
mecA（MRSE）

コ ン タ ミ ネ ー TAZ/PIPC
ション
他法でMRSE、
MSSE、
MSSA を検出。重複感染例における既存法との乖離

7

LVFX

E.coli

ウロセプシス

VAN
既存法より3日早く抗菌薬変更

CMZ
既存法より1日早く抗菌薬変更

TAZ/PIPC
他法でESBLと判定。Verigeneの検出対象外の薬剤耐性遺伝子の可能性
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ションが否定される▽薬剤耐性の可能性があるグラム
陽性球菌（連鎖球菌以外）▽グラム陰性桿菌の場合―
の3点を考慮し、コンタミが疑われる鼠径部からの採
血検体、迅速性のない検体は対象外とする。
宮㟢氏の施設は、質量分析装置を導入していないが、
Verigeneにより昼までに菌種と薬剤耐性遺伝子が同
定でき昼過ぎには適切な抗菌薬投与を開始していると
説明。血培陽性の「超迅速」対応は感染対策にも有効
だと強調した。
一方、大曲氏は、質量分
析装置が導入されている国
立国際医療研究センター病
院での検査フローを報告し
た（図1）。
血培陽性例にASTが介入
しVerigeneの対象検体を決
める仕組みで、2017年4月の
大曲 貴夫氏
導入当初は、細菌検査室へ
の過大な負担を懸念して対象範囲を狭くし、カルバペ
ネム投与中でグラム陰性桿菌菌血症に限定した。その
後、同年7月に、
「本丸であるグラム陽性球菌」（大曲氏）
に対象を広げ、血培陽性が2/2セットでGPC陽性の症
例を加えた。ほかに迅速診断が必要とASTが判断し
た場合も対象とするが、それ以外は質量分析装置にか
ける。
大曲氏はまた、当初カルバペネム系抗菌薬の21日連
続使用例から介入を開始したが、Verigene導入後、
徐々に短縮してきたとし、現在は3日連続で使用する
図1 血液培養迅速診断検査フロー
ＡＳＴの判断

①カルバペネム投与中の疾患
②迅速に結果が欲しい（コンサルトチーム判断）
③GPCが2/2セットで陽性となった患者の
いずれかで血液培養（＋）
Verigene での検出
範囲外と強く予想
されるものはかけない
（例：チフスなど）

グラム染色
培養液

・染色所見により検査法判断
・細菌室の人に迅速検査依頼

GPC/GNR 以外

検査実施

【Verigene】
BC-GP：グラム陽性菌12種、薬剤耐性遺伝子３種
vanB
、
、
mecA vanA
BC-GN：グラム陰性菌 9 種、薬剤耐性遺伝子６種
CTX-M、IMP、OXA、
KPC、NDM、VIM
〈2時間～2時間30分〉

結果報告

【MALDIダイレクト法】
（質量分析装置）
・Verigeneで検出できない菌の
同定（チフス等）
・行う意義がある場合のみ ・耐性遺伝子の有無の確認はできない
（コンサルトチームの判断）
〈約1時間〉

（＋）

報告

（－）

報告

症 例 に 対 し て もASTが 介 入 し て い る こ と を 報 告。
「VerigeneがAST活動の形を変えた」と説明。AMR
対策としてもVerigeneを活用していることを示した。
栁原氏より、検査フローを報告した両施設は質量分
析装置の有無で分かれるものの、Verigeneの対象検
体の選定に感染症専門医の関与が必要とまとめた。

土日夜間の対応はどうするか
Verigeneは、約3時間で検査結果が出ることから休
日や夜間の対応が運用上の課題になる。討議で座長の
栁原氏がこの課題を正面から取り上げ、座長・演者の
計6人が加わる活発な議論になった。
「そこが一番の問題だった」。宮㟢氏によると小倉記
念病院では、Verigeneの導入に当たり土日夜間の対
応について細菌検査技師3人と何度も議論したという。
技師の増員は期待できず、最終的に運用体制を変えな
いことにしたが、宮㟢氏は「土日を挟んでも月曜日昼
には検査結果が出る」とし、土日運用が確保されない
状況でも、以前に比べて迅速診断が可能になることを
指摘。当面は運用を変えず「現状のまま進めていきた
い」とした。
宮㟢氏はまた、Verigene導入後、血液培養の問い
合わせへの対応が減り、検査部の「業務改善ができる
ようになった」とも報告した。
大曲氏は、国立国際医療研究センター病 院 で は
Verigene導入以前から土日の勤務体制を敷いていた
とし、病棟の医師に結果を報告する仕組みになってい
ることを説明した。
一方、座長の栁原氏は、土日に検査結果を出しても
医師が不在であれば治療に反映されないとする検査部
門側の意見を紹介。山岸氏
や 宮 㟢 氏 も こ の 点 に 触 れ、
当番医が検査結果を基に処
方を変更するなど、医師側
の体制整備も同時に必要に
なることを訴えた。山岸氏
は「（処方変更には）感染症
専門医との連携が重要」だ
山岸 由佳氏 とも述べた。
山岸氏の発言に対し森永氏は「プロとして（感染症
専門医が）入っていって解釈をサポートすることで最
大限（Verigeneの）性能を引き出すのが理想」と同調。
座長の三鴨氏を含む座長・演者4人が、感染症専門医
の関与が重要とする意見で一致した。
三鴨氏は、愛知医科大病院には感染症専門医の人数
がそろっているとして、Verigeneの本格導入後は土
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日の運用も予定しているとした。
座長の栁原氏は、土日夜間の運用は医師の勤務や人
数、検査部の体制などにも関連することから、「おそ
らく病院ごとの対応になるだろう」と結論付けた。

と推測できる」と述べた。
大曲氏は、AST活動を通して在院日数の短縮や特
定抗菌薬の使用削減が達成できても、コストダウンを
明確な数字で示さなければ経営陣には伝わりにくいと
訴えた。カルバペネムの購入額の減少や、AST活動
に診療報酬上の加算が付いていることなどを経営層に
具体的に示していく必要があると強調した。栁原氏は
Verigeneの導入に当たって経営効果は無視できない
とまとめた。

Verigene導入の経済効果は

Verigeneシステム導入の経済的効果の試算や考え
方について複数の演者が報告した。
DPC施設での経済的効果を報告
図2 DPC施設における診療報酬と収益の関係（1患者あたり）
したのは森永氏。Verigeneにより
入院1日目

2日目

Y日
（Ⅲ期間）

▲
退院／死亡
包括医療報酬

収益 入院・投薬

包括医療報酬

入院日数の削減
病床回転率の向上
効率的な医療サービス
包括医療報酬

収益 入院・投薬

入院・投薬

包括医療報酬

収益

入院・投薬
収益
包括医療報酬

入院・投薬

包括医療報酬

収益

入院・検査・投薬

包括医療報酬

検査入院・検査・投薬

包括医療報酬

収益

適切な薬剤の早期投与
効果の低い薬剤の低減

収益 入院・投薬

入院・投薬

包括医療報酬

収益

入院・投薬

包括医療報酬

収益

入院・投薬

収益

Verigeneによる
検査費用の増加

包括医療報酬

Verigene 導入後の
治療と医療報酬の変化イメージ

X日（Ⅱ期間）

収益

入院・検査・投薬

包括医療報酬

入院・検査・投薬

包括医療報酬

現在の
治療と医療報酬

3日目

収益

収益

薬剤耐性の検査結果が従来法より
早くなることに着目し、敗血症の
平均在院日数約30日が2.5日短縮
した場合の試算を示した。それに
よると施設の収益は、全入院期間
では減少したが、1日当たり平均
で は 診 断 群 分 類 に よ っ て468～
1997円の増加が見込める計算に
なった。
森 永 氏 は、DPC施 設 の 場 合、
Verigeneを導入すると入院初日の
費用は増加するものの入院2日目
以降、適切な薬剤の早期投与、効
果の低い薬剤の低減などにつなが
ると指摘。結果として入院日数が
削減され、病床回転率が向上する
との見方を示した（図2）。
Verigeneの検査対象を年400例
と仮定すると、導入3年で約2100
万円、5年で約3500万円の増収が
見込め、「Verigeneを数年使用す
ることで償却できる」とのシミュ
レーションも示した。
一方、山岸氏は、抗菌薬の薬剤
費にも注目し、Verigeneシステム
の医療経済学的効果を質量分析装
置と比較した試算を報告した。先
発薬価CEZ 608円/2g、VCM 2065
円/0.5gとして計算すると、MSSA
の場合、Verigeneシステムは質量
分析装置と比べ、より早い段階で
VCMを 変 更 で き、 薬 剤 費 を1万
6520円減額できる結果となった
（図3）。MRSAでも同様に3648円
減となった。山岸氏は「一つの例
だが、MSSAは費用対効果が高い

▲
退院

図3 質量分析装置導入施設における薬剤費の差額試算例
血培陽性 1日目

2日目

TOF-MS（菌種）
Verigene（菌種+ mecA ）

MSSAの
場合

3日目

14日目

培養同定
（菌種+感受性）

CEZ 2ｇ×3
VCM 初回1.5g→1g×2
CEZ 2ｇ×3

CEZ 2ｇ×3

CEZ 2ｇ×3

Verigeneあり VCM 初回1.5g

48,251円
31,731円

Verigene使用時の薬剤費の差 -16,520 円

MRSAの
場合

CEZ 2ｇ×3
VCM 初回1.5g→1g×2
CEZ 2ｇ×3

Verigeneあり VCM 初回1.5g

VCM 1ｇ×2

VCM 1ｇ×2

122,569円
118,921円

Verigene使用時の薬剤費の差 -3,648 円
※先発薬価CEZ : 608円/2ｇ,VCM : 2,065円/0.5gで計算

