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1．はじめに 

ベネフィット・リスク評価は質的・定性的に行うのが基本であり，定量的手法に関しては

その評価が定まっていない．ただ，どの方法も万能ではないこと，定量的手法のみで意思

決定の結論は得られないこと，定量的手法の使用においても定性的な判断や考え方は必須

であり，完全に分けて考えられるものではないことは明らかである．ベネフィット・リス

ク評価に応用可能な定量的手法としては，これまでにいくつもの手法が提案されており，

レビュー論文もいくつか発表されているが，個々の方法の基本的な考え方，医薬品のベネ

フィット・リスク評価への応用事例，限界点や逆にどのような前提条件があれば応用可能

なのかを分かりやすく解説した報告書は，これまでに出版されていない． 

そこで日本製薬工業協会データサイエンス部会のタスクフォース１では，2013 年 3 月に公

開した『ベネフィット・リスク評価入門』，5 月に公開した『ベネフィット・リスク評価 中

級編 多基準決定分析への招待－その理論と事例―』を読んでいただいたことを前提に，

多基準決定分析（Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA）以外の定量的手法を紹介すること

を目的として，本報告書をまとめることにした．ここではある程度の統計的基礎知識を持

つ読者を対象としている．基本的な指標や用語についてはある程度別添にまとめたが，詳

細はそれぞれの成書を参照されたい．ベネフィット・リスク評価を行うに当たり，定量的

手法をその理論的背景や限界点を理解した上で，適切に応用したいと考える読者の参考に

なれば幸いである． 
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1. Executive Summary 

 ベネフィット・リスク評価に実際に応用されている，あるいは役立つと期待されている

定量的手法は，いずれも医薬品のベネフィット・リスク評価のために特別に開発された

手法ではなく，またどのようなケースにも応用可能な万能な方法はない．したがって，

定量的な手法のみを用いて機械的にベネフィット・リスク評価を行うことはできない．

あくまでも定性的な評価が前提であり，定量的手法はそのフレームワークのいくつかの

ステップをサポートする目的で利用する． 

 定量的な手法には，評価時に得られている情報を集計・解析する際に用いられるものに

加え，患者や医療従事者から選好データを収集するための手法や複数のデータソースを

統合する手法なども含まれる． 

 ベネフィット・リスク評価に定量的手法を適用する際には，必要な前提条件をよく吟味

することが必要である．  

 利用できるデータのタイプ（被験者単位か集団単位か），ベネフィットやリスクの項目の

値としてデータの値そのものを用いるか選択肢に対する「価値」に変換するか，複数の

項目を扱えるか，不確実性を扱えるか，総合指標を算出するか，など，それぞれの手法

の特徴をよく理解しておく必要がある． 

 ベネフィットやリスクの項目の値がそのまま価値の大きさ，すなわちベネフィットやリ

スクを表すことを（暗黙のうちに）仮定している手法が多く，注意が必要である．実際

には，項目の値そのものではなく，それによって表される価値や効用の大きさを考える

必要がある．また，ベネフィットやリスクを表す項目は通常複数あり，単位の違いや，

その相対的な重要性の違い等も考慮する必要がある． 
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2. 概論 

2.1 背景 

ベネフィット・リスク評価の総論として最も古いものは，おそらく 1998 年の CIOMS IV『市

販薬のベネフィット・リスク・バランス，安全性シグナルの評価』であろう[1]．この中で

は「ベネフィットとリスクのデータを合わせて要約する指標やアルゴリズムとしてきちん

と定義され，検証されたものがないのは残念だ．もしそのようなものがあれば，治療の選

択肢の定量的な比較を簡単に行えるかもしれないのに」という趣旨のコメントがなされて

おり，適切な定量的手法への期待が感じられる．また市販薬（Marketed Drug）を対象とし

ていることからも想像できる通り，すでに承認された薬剤で市販後に安全性の懸念が指摘

された際のベネフィット・リスク「再」評価が注目されており，このころ提案された方法

も有効性より安全性にフォーカスしていたようである[2, 3]．後述の EMA Benefit-Risk 

Methodology Project ではこれらの手法は有用性を評価されておらず，実際，広く使われてい

る様子もない． 

2003 年には，FDA や EMA が求めるベネフィット・リスク評価が具体的にどのようなもの

なのか，どうもはっきりしない状況への回答の第一歩として，ある製薬企業から定量的手

法の提案がなされた[4, 5]．医薬品のベネフィット・リスク評価に応用可能な定量的手法は

いくつもあるが，ほとんどは医療経済など別の分野で発展したものであり，製薬企業とし

て規制当局への対応を考慮した提案としてはこれが最初のものであるかもしれない．彼ら

は相対効用値（relative utility value）で調整した NNT（Relative value adjusted NNH, RV-NNH，

3.3.2 参照）および最小臨床効果（Minimum Clinical Efficacy, MCE, 3.3.3 参照）の概論と仮想

データを用いた応用事例を報告している． 

2007年には，MCDAの応用が提案され，これが米国PhRMA BRAT （Benefit-Risk Action Team）

の「半定量的」フレームワークの原型となった[6]．この論文へのコメント[7]にもある通り，

Committee for Human Medicinal Products (CHMP) のワーキンググループは，これまでに文献

等で提案された応用可能な方法のより包括的な見直しを行う必要性を評価するために，ま

ずはその予備的な評価を行い，NNT/NNH (Number Needed to Treat / Number Needed to Harm), 

TURBO (Transparent Uniform Risk-Benefit Overview) model, MCDA を主に取り上げている[8]．

CHMP は自らのベネフィット・リスク評価の方法論およびその一貫性，透明性，そしてコ

ミュニケーションを改善するための提言を 2008 年に Reflection Paper としてまとめ[9]，その

中で「専門家の判断が承認の基礎であり，定量的な方法が定性的な評価に置き換わること

はないが，いくつかの定量的手法は以下の点で興味深い．すなわち，(1) 評価の肝となる最

も重要なベネフィットと医学的に重要なリスクをより明確に識別できる，(2) ベネフィット

やリスクの各項目の相対的重要性によって重みが明示的に割り当てられる，(3) エビデンス

の強さと不確実性を特定し，定量化できる」と述べている．ここで特に定量的・半定量的
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方法をさらに探索することが提言され，EMA Benefit-Risk Methodology Project が開始された． 

このプロジェクトからは 2010 年から 2013 年 4 月現在までの間に 4 つの報告書が出されて

いるが，いわゆる MCDA を有用性が高い方法と判断し，中心的に扱うに至るまでに，合わ

せて 18 のアプローチあるいは手法を取り上げ評価している[10]．EMA は評価する定量的手

法の選択について，2007 年に開催されたあるワークショップで，ISPOR（International Society 

for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 国際医薬経済・アウトカム研究学会）ワーキ

ンググループの Guo が説明した 12 の方法をすべて含めて，18 の方法を選んだとしている

[10]．この記述には参照文献が示されていないため，その 12 の方法の詳細は明らかではな

いが，2010 年に ISPOR のワーキンググループから発表された総論に含まれる 12 の方法と

少なからず重複があったと推察される[11]．この ISPOR の論文ではシステマティックに文献

検索を行い，得られた 12,000 の論文から，医薬品のベネフィット・リスク評価に関する定

量的評価が行われていた 59 の論文に基づいて，その 12 の方法を解説している．2012 年 11

月には Puhan らが臨床的視点を重視して，16 の定量的手法を紹介した総論が公表された[12]．

さらに 2013 年には，EMA 主導の産官共同のプロジェクトである PROTECT consortium 

(Pharmacoepidemiological Research on Outcomes of Therapeutics by a European ConsorTium, 

www.imi-protect.eu)の一部として，方法論に関する総論が公開された[13]. 

 

2.2 本報告書のスコープ 

本報告書では，これら 4 つの総論，すなわち EMA の報告書（Work Package 2）[10]，ISPOR

の総論[11]，Puhan の総論[12]，および PROTECT の総論[13]で取り上げられている手法を概

観し，医薬品のベネフィット・リスク評価に応用された事例が公表されている手法を優先

的に紹介する．ここで選択した手法を特に推奨するものでもないし，選択しなかった方法

を否定するものでもない．  

なお，一般的な統計的指標，すなわちベネフィットやリスクの各項目の定量値を算出する

もの（発現割合，NNT，オッズ比など）は，その一部を別添で紹介するに留め，本報告書

ではスコープ外とした．また，ベネフィット・リスク評価の手順を分かりやすいステップ

に分けて一般化し，かつ感度分析なども考慮して総合的評価の一助とする「フレームワー

ク」については『ベネフィット・リスク評価 入門』[14]で紹介しており，本報告書ではス

コープ外とする．さらに，決定分析の代表的な手法である多基準決定分析（MCDA）につ

いても，すでに『ベネフィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析への招待－その理

論と事例－』[15]で紹介しており，ここではスコープ外とした． 

 

http://www.imi-protect.eu/�
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2.3 フレームワークと定量的手法 

『ベネフィット・リスク評価 入門』[14] で紹介したとおり，これまでに欧米では複数の

グループが「フレームワークに基づくベネフィット・リスク評価」を提案している．フレ

ームワークとは考える道筋をステップとして示したものであり，詳細はここでは割愛する

が，基本的には評価の核となる手順をいくつかの分かりやすいステップに分けて一般化し

たものである．フレームワーク間で多少の違いはあるが，考慮すべき項目を提示し，根拠

となるデータを明確にした上で，データサマリ（表や図を用いたデータのまとめ）を作成

するという手順は共通している．各ステップでふさわしい方法を選択する手助けとなるよ

う，手法の一例を図 2-1 に示した． 

 
図 2-1 フレームワークと定量的手法の一例 

まず，最初のステップではベネフィット・リスク評価を行う背景を定義する．具体的には，

ベネフィット・リスク評価の目的，対象疾患のアンメット・メディカルニーズや重篤度，

医薬品の情報，比較対照などを明確に定義する．続いて，ベネフィット・リスク評価に影

響を与える項目を列挙する．この背景をまとめ，ベネフィットやリスクの項目を選択する

ところまでは完全に定性的なステップである．この項目として例えば患者や医師の価値判

断（QoL など）が重要と考えられた場合には，患者や医療従事者から効用（utility）に関す
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るデータを収集するための手法がある．マーケットリサーチ等で広く利用されている手法

であるが，ベネフィット・リスク評価にももちろん応用可能である．各論の 3.1 でその概要

と事例を，別添の 5.1 でその詳細を述べる． 

項目を列挙した後にはデータソースを特定し，ベネフィット・リスク評価を行う時点でど

のようなエビデンスが蓄積されているのか明確にする．データソースとそこから得られる

データを整理するステップでは，複数の試験データを統合した方が良いと考えられる場合

もあるかもしれないし，すでにメタアナリシスのデータが得られる場合もあるかもしれな

い．逆に対照と直接比較した試験が 1 つも存在しない場合もあるだろう．ベネフィット・

リスク評価には，基本的には対照群のある質の高いデータが必須であるが，間接比較でき

るネットワーク・メタアナリシスを行うなどの工夫も可能である．各論の 3.2 で概略と事例

を紹介する。 

ベネフィット・リスク評価に利用可能なデータを整理できたら，それを評価する指標を求

めるために定量的手法を使うことができる．定量的手法の理論を紹介する際には，簡単の

ためにベネフィットとリスクが 1 つずつのケースを想定しているものも多いが，実際には

そのようなケースはほとんどないため，まずはベネフィットやリスクの複数の項目を「ベ

ネフィット」および「リスク」の複合指標として縮約する．その後，ベネフィットとリス

クを別々に，定性的に比較してそのバランスを評価する手法もあるし，ベネフィットとリ

スクの「総合評価値」とでもいうべき複合指標をさらに求める手法もある．この「総合評

価値」を求めるには，つまりはベネフィットとリスクの差を求めるか，比を求めるかの 2

通りしかない．各論 3.3 でいくつかの手法とその応用事例を紹介する．必要に応じて項目間

の相対的な重みづけを行うこともある．複数の項目の相対的重要性，あるいはベネフィッ

トとリスクの相対的重要性をどのように扱うか（重み付け）についても紹介する． 

さらに，最後のベネフィット・リスク評価を行うステップでは，ベネフィットとリスクを

別々に，あるいは「総合評価値」として視覚化する手法を用いて，結果を表や図のわかり

やすい形式で提示し，利害関係者間のコミュニケ―ションを促進する．いくつかの視覚化

ツールは『ベネフィット・リスク評価 入門』[14] でも紹介しているが，各論 3.4 で事例を

紹介する． 

同じく，ベネフィット・リスク評価を行うステップでは，項目に対する利害関係者の選好

の違いやデータの不確実性を考慮した感度分析等も重要である．各論 3.5 ではこの不確実性

に対応するために，指標を求める手法にシミュレーションを組み合わせた事例や，『ベネフ

ィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析への招待－その理論と事例－』[15]で紹介し

た，MCDA を応用した手法の事例を紹介する． 

このように，ベネフィット・リスク評価の各ステップでは，必要に応じていくつかの定量
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的な手法をツールとして利用することが可能である．しかし，ベネフィット・リスクの「総

合評価値」が意思決定を下す人間に代わって客観的な判断基準を示すわけではなく，最終

的には背景情報を踏まえて定性的に意思決定を下すことになる． 
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3. 各論 

表 3-1 に，4 つの総論，すなわち EMA の報告書（Work Package 2）[10]，ISPOR の総論[11]，

Puhan の総論[12]，およ び PROTECT の総論[13]で取り上げられている手法を一覧で示した．

EMA は承認審査を行う規制当局に役立つかという視点で有用性を評価しているが[10]，特

にベネフィットやリスクの価値（あるいは効用）と不確実性を両方扱えれば，当局的な判

断により関連があるものとし，さらに透明性を与え，コミュニケーションを助けるアプロ

ーチを有用性がある，と判断している．いくつかの例外を除き，いずれの方法にも何らか

の将来性はあると述べている．例外として退けられているのは，既にわかりやすく柔軟な

方法があるにも関わらず，それを過度に単純化したり，制限している方法のことであり，

名称だけ列挙すると Evidence-based benefit and risk model，Principle of threes，TURBO，

NNT/NNH，Contingent valuation がこれに該当する． 

本報告書では，これらの手法のうち，医薬品のベネフィット・リスク評価に応用された事

例が公表されている手法を優先的に紹介する．ここで選択した手法を特に推奨するもので

もないし，選択しなかった方法を否定するものでもない． 
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表 3-1 定量的手法一覧 

呼称 手法の概略 
EMA1 [10] 
（有用性） 

ISPOR 
[11] 

Puhan 
[12] 

PROTECT
2 [13] 

本報告書 
[参考文献] 

被験者の効用値を調査する手法 

Stated Preference Method (SPM) 
仮想のシナリオに対して選好を調査し，効用を求

める調査手法の総称．CV，CA/DCE を含む 
(L) Y Y Y Y [16] 

Contingent valuation (CV) 
仮想のシナリオに対して全般的な支払いまたは

補償の希望を問う効用の調査方法 
(None) N N Y N [17] 

Conjoint analysis (CA), Discrete choice 
experiment (DCE) 

CV と同様だが，項目ごとに効用を求め，あとで

全体を合算する 
(M) Y Y Y N [18] 

データソースを統合する手法 
Meta-analysis 複数の試験結果を統合する手法 N N N Y Y 

Cross-Design Synthesis (CDS) 
メタアナリシスで調査デザインによる潜在的な

バイアスに対処する手法 
N N N Y N [19] 

Indirect Treatment Comparison (ITC), 
Mixed Treatment Comparison (MTC), 
Confidence Profile Method (CPM) 

ネットワーク・メタアナリシスと総称される，間

接比較を含むメタアナリシスの手法．ITC は間接

のみ，MTC は直接比較も含む．いずれもネット

ワークの確率分布を考慮する CPM に基づく 

N N N Y Y [20-22] 

1 EMAが判断する当局の意思決定に対する有用性, (H)=High; (M)=Middle; (L)=Low, 2 Frameworkとして紹介されている手法のうち，定性的なフレームワークと判断し

たPrOACT-URL, BRATなどはここでは割愛している．Y/N, Yes/No 
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表 3-1 定量的手法一覧（続き） 

呼称 手法の概略 
EMA [10] 
（有用性） 

ISPOR 
[11] 

Puhan 
[12] 

PROTECT 
[13] 

本報告書 
[参考文献] 

ベネフィットとリスクを統合しないままバランスを評価する手法 

Quality Adjusted Life Years (QALYs) 
生活の質（QOL）で重み付けした生存年．効用値と

して一般的に用いられる 
(M) Y3 Y3 Y Y [23] 

Quality-adjusted Time Without Symptoms 
and Toxicity (Q-TWiST) 

生活の質ごとに重み付けした期間の総和．症状や

毒性なしの期間，毒性ありの期間，再発から死亡

までの期間に分けて算出する 
N Y Y Y Y [24] 

Kaplan-Meier estimator 
2値のアウトカムの時間の経過に伴うイベント発

生割合の推移を，曝露ごとに推計する手法 
(M) N N N N [25] 

Number Needed to Treat/Harm (NNT, 
NNH) 

NNT はあるアウトカムを発症する患者を 1 人減

らすために，何人治療が必要かを表す指標で，絶

対リスク減少率の逆数．NNH は，何人治療する

とある有害事象が一例発症するかを表す指標． 

(None) Y Y Y Y [26] 

Disease/Population Impact Numbers 
(DIN/PIN) 

NNT にその臨床試験の対象となる患者割合の逆

数（DIN）または対象疾患の有病割合の逆数（PIN）

で重み付けした指標 
N N N Y N [27] 

Evidence-based benefit and risk model, 
Beckmann Model 

ベネフィット（有効性，反応率，根拠）とリスク

（重篤度，発現率，根拠）の項目をそれぞれ掛合

せ，別々に算出する手法 
(None) N N Y N [3] 

Boers’ 3x3 table 
選択肢ごとにベネフィットとリスクをそれぞれ

最少，中程度，最大に分け，3×3 の表でそれぞれ

の枠に該当する被験者数を表示する 
N N Y N N [28] 

Principle of threes 

疾患，有効性，副反応のそれぞれについて重篤性，

持続期間，発現率を評価する1-3のスコアを付け，

ベネフィット（反応率，重篤性，罹病期間）とリ

スク（発現率，重篤性，持続期間）の項目をそれ

ぞれ掛合せ，別々に算出する手法 

(None) N N Y N [29]  

Transparent Uniform Risk-Benefit 
Overview (TURBO) 

主要もしくは副次的なベネフィット，リスクの程

度，確率をもとにスコアを付与する手法．Turbo
ダイアグラムで図示． 

(None) N Y Y N [1] 

3 項目に与える値として 
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表 3-1 定量的手法一覧（続き） 

呼称 手法の概略 
EMA [10] 
（有用性） 

ISPOR 
[11] 

Puhan 
[12] 

PROTECT 
[13] 

本報告書 
[参考文献] 

ベネフィットとリスクを統合してバランスを評価する手法 

Benefit-Less-Risk Analysis (BLRA) 
ベネフィットとリスクそれぞれで各項目の重症

度ごとに重み付けした発現割合の総和を算出し，

ベネフィットとリスクの差をとる指標 
N Y Y Y Y [30] 

Incremental Net Health Benefit (INHB), 
Net Clinical Benefit 

ベネフィットの増分とリスクの増分の差をとる

指標 
(L) Y Y Y Y [31, 32] 

Gail/National Cancer Institute 
ベネフィット・リスクの各項目の発現割合の増分

に重み付けし，その総和を用いる指標．各部分集

団で算出した結果に基づき，決定木を作成する 
N N Y N N [33] 

NNT/NNH,  
Relative Value adjusted NNH (RV-NNH), 
Adverse Event adjusted NNT (AE-NNT), 
Utility and Time adjusted NNT (UT-NNT) 

NNT と NNH の比（NNT/NNH），ベネフィット

と比較してリスクに重み付けを行う RV-NNH，

副作用なしで得られた治療効果のみを示す

AE-NNT などの拡張もある．UT-NNT は INHB の

逆数である 

(None) Y Y Y Y [34] 

Minimum Clinical Efficacy (MCE) , 
Relative values adjusted MCE 

リスクの増分を超えるために必要な最小限のベ

ネフィットの増分を示す指標 
N Y Y Y Y [4] 

Benefit-Risk Ratio 
単純にベネフィットとリスクの発現割合の比を

とる指標 
N N N Y N [35] 

Net efficacy adjusted for risk (NEAR) 副作用なしかつ治療有効患者の割合を示す指標 N N N Y Y [36] 

Global Benefit-Risk 

治療有効無効かつ副作用有無のそれぞれの割合

と，重篤もしくは中止に至った副作用発現割合

に，それぞれ重み付けを行った上で，差や比をと

って総合値を算出する指標 

N N N Y N [29] 

多基準決定分析（特に MCDA） 
ベネフィット・リスクの総合スコアを算出するア

プローチ方法 
(H) Y Y Y N [15, 37] 

Stochastic Multi-criteria (-objective) 
Acceptability Analysis (SMAA) 

MCDA と同様の多基準分析アプローチにシミュ

レーションによる不確実性の推定を含めた手法 
N N N Y Y [38] 

Continued 
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表 3-1 定量的手法一覧（続き） 

呼称 手法の概略 
EMA [10] 
（有用性） 

ISPOR 
[11] 

Puhan 
[12] 

PROTECT 
[13] 

本報告書 
[参考文献] 

ベネフィットとリスクの総合指標を求める手法 
Clinical Utility Index (CUI), Desirability 
Index (DI) 

重み付けしたベネフィットとリスクの差の合計

値，およびそのフレームワーク 
N N N Y N [39] 

Maximum Acceptable Risk 
SPM で収集したデータから算出するトレード・オフ指

標の一つ．最大許容リスク 
N Y Y Y Y [40] 

視覚化ツール 

Risk Benefit Plain (RBP) and Risk-Benefit 
Acceptability Threshold (RBAT) 

ベネフィット増分とリスク増分を各軸とした平

面図（RBP）と，ベネフィット増加に対するリス

ク許容量（RBAT） 
N Y Y N Y [41] 

Risk-benefit Contour (RBC) 
信頼区間を利用して，最大限許容できるリスクと

最小限必要なベネフィットの「信頼度」を図示す

る手法 
N Y Y N Y [42] 

決定木 

木の様な形をしたダイアグラム．決定とそれに対

する不確実な発生事象を根として，さらなる決定

と事象が枝として示され，結論が枝の先に示され

る 

(H) Y4 Y4 Y N [43] 

Directed Acyclic Graphs (DAGs) 項目の関連性を非環状に図示する手法 N N N Y N [44] 

influence/relevance diagrams 
意思決定項目，確率事象，効用関数項目の影響関

係を示したダイアグラム 
(H) N N Y5 N [45] 

Bayesian belief networks (BBNs) 
複数の確率変数間の依存関係を，条件付確率を含

めたグラフ構造によって図示する手法 
(L) N N N N [46] 

4 MCDAのツールの一つとして 
5 DAGsの亜種として 
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表 3-1 定量的手法一覧（続き） 

呼称 手法の概略 
EMA [10] 
（有用性） 

ISPOR 
[11] 

Puhan 
[12] 

PROTECT 
[13] 

本報告書 
[参考文献] 

不確実性に対応する手法 

Probabilistic simulation methods (PSMs) 
確率論的なシミュレーションを行う手法の総称．

モンテカルロシミュレーションやブートストラ

ップなどを含む 
(M) Y Y Y Y [47] 

Bayesian statistics 
観測された事実から，それらの原因である事象の

確率を求める考え方 
(H) N Y6 N N [48] 

System dynamics 

複雑なシステムのふるまいをフィードバックか

ら理解し，非線形のモデルを構築して，パラメー

タを変更した際の結果をシミュレーションから

得る手法 

(L) N N N N [49] 

Markov processes 
過去の経緯に依存せず，現在の状態によってのみ

未来の挙動が決定するという考えに基づいて，各

事象の発生モデルを構築する手法 
(M) N N Y N [50] 

Discrete-event simulation 
アルキメデス・モデルのようなヘルスケア全般に

関する数学モデルを元に，シミュレーションを行

って結果を得る手法 
(L) -- -- N N [51] 

6 Net Clinical Benefitの事例として 
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3.1 被験者の効用値を調査する手法 

ここでは対象患者に直接質問し，患者にとっての好ましさ（選好）を，その質問に対する

回答として表明してもらう，Stated Preference Method を紹介する．マーケティングリサーチ

や医療経済の分野ではよく使われている手法であるが，ベネフィット・リスク評価におけ

る項目の選択や重み付けにも役に立つ． 

 

3.1.1 Stated Preference Method 

表明選好と顕示選好 

Stated Preference Method の Stated Preference（表明選好）とは，対象者に好ましさ（選好）に

ついて直接質問したときに，その回答として「表明された」選好のことである．これと対

をなすのが Revealed Preference（顕示選好）であり，こちらは対象者が示す行動を調べたと

きに，こうした行動の結果として「顕わになった（顕示された）」選好を指す．  

表明選好も顕示選好も，マーケティングの分野等でよく用いられる概念である．例えば，

新薬の開発に当たり，対象疾患の治療法に複数の選択肢があったとする．これらの治療法

について，効果，リスク，剤型，投与方法等の属性が異なるとする．ここで表明選好につ

いて調べたければ，いくつかの仮想的な選択肢を提示し，あなたならどちらを選択するか

（選好するか），というアンケート調査を行うのが一般的である．選択肢としては複数の属

性の組み合わせ（プロファイル）を具体的に 2 つ提示し，「あなたならどちらの治療法を選

びますか？」という質問を繰り返し行う．様々なアルゴリズムを用いて質問数を減らしつ

つ，調査効率を保つための工夫が行われている[52]．一方，顕示選好について調べるために

は，個々の処方者に質問する代わりに処方データ等の実データを収集し，そのデータに基

づいて，どのような属性を参照してどの治療がより選好されているか，という関係を明ら

かにすることを目指す． 

いずれの方法にも長所と短所があり，その妥当性をめぐって様々な議論がある．例えば，

表明選好の調査結果は，架空の選択肢に基づいたものであり，実際の意思決定を適切に反

映しているかどうかは，また別の問題である．一方，顕示選好は現実の行動データに基づ

いて分析するため，現存しない選択肢（例えばこれから開発する新薬）については検討す

ることができない．  

医薬品の選択に関しては，医師や患者の医薬品の属性に関する選好，ひいてはその選好に

基づいたベネフィット・リスク評価が実際に処方データ等に必ずしも反映されているとは

限らない．例えば大きな病院では医局や薬剤部の意向で採用が決まることが多いし，患者
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は医師が処方した薬をまずはそのまま受け取ることが多い．したがって，どのような剤型

や投与法が好まれているかなど，顕示選好について調べる際には，それらの因子を考慮し

た上で調査する必要がある．一方，表明選好については，患者自身がどの程度のベネフィ

ットを得るために，どの程度のリスクならやむを得ないと考えるか，そのベネフィットと

リスクのトレード・オフの関係について，クローン病，HIV，2 型糖尿病，多発性硬化症な

ど，これまでに様々な領域で検討されている[18, 53-61] ．  

事例 

ここでは，多発性硬化症患者を対象とした事例について紹介する[61]．この研究では，①目

的を設定し，②項目と水準を決定し，③仮想の治療（プロファイル）を作成し，④質問票

を作成し，患者に回答を依頼する，という 4 段階の手順によってデータを収集し，そのデ

ータを基に患者の選好について評価を行っている．  

① 目的の設定 

多発性硬化症は脳や脊髄などの病変による様々な神経症状が再発と寛解を繰り返し，慢性

に進行する原因不明の難病で，運動機能の低下や視力障害により生活の質が低下する．再

発を予防する薬剤が承認されているが，特効薬はなく，また対症療法にも肝障害や白血病

など重篤な副作用を起こすリスクがある．そこで，多発性硬化症患者が，治療上のベネフ

ィットを得ることと引きかえに，生命を脅かす重篤な副作用のリスクをどの程度受け入れ

ることが可能かという患者の選好を調査することを目的として調査を行った． 

② 項目と水準の決定 

ベネフィットとリスクの項目と水準を，表 3-2 のように定義している．  

表 3-2 ベネフィットとリスクの項目と水準 
 項目 水準 

ベネフィット 今後 5 年間の再発の回数 なし・1 回・3 回・4 回 
悪化するまでの期間 8 年・5 年・3 年・1 年 

リスク 10 年以内に肝不全で死亡する可能性 なし・0.5%・2%・5% 
10 年以内に漸進性多病巣性白質脳症（PML）で 
死亡または重度の障害が発症する可能性 

なし・0.5%・2%・5% 

10 年以内に白血病で死亡する可能性 なし・0.5%・2%・5% 

項目や水準が多くなると，全てのパターンについてデータを収集することが難しくなるた

め，この段階で重要なものに絞るなど，研究デザインを検討しておくことが重要である． 

③ 仮想の治療（プロファイル）の作成 

表 3-2 に挙げたベネフィットおよびリスクの 5 項目のそれぞれから水準を一つ選択し，そ
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れらを組み合わせて，様々な特徴を持つ仮想の治療（プロファイル）を作成する（表 3-3）． 

表 3-3 仮想の治療（プロファイル） 

 
再発の 
回数 

悪化まで 
の期間 

肝不全 PML 白血病 

治療 1 なし 8 年 なし なし なし 
治療 2 1 回 5 年 0.5% 0.5% 0.5% 
治療 3 3 回 3 年 2% 2% 2% 
治療 4 4 回 1 年 5% 5% 5% 
治療 5 4 回 3 年 なし 0.5% なし 
治療 6 なし 5 年 2% なし なし 

④ 質問票の作成 

表 3-3 で作成した治療 1-6 の中からどれか 2 つ（治療 A と B）を選択し，これらを比較す

るための質問票を作成する．表 3-4 は一例として治療 5 と 6 を比較している．このような

質問票を複数パターン作成し，どちらの治療が好ましいかを患者に選択してもらい，これ

らの仮想の治療プロファイルに関する患者の選好を示すデータを収集する． 

表 3-4 質問票の一例 
治療の特徴 治療 A 治療 B 
今後 5 年間の再発回数 4 回 なし 
悪化するまでの期間 3 年 5 年 
10 年以内に肝不全で死亡する可能性 なし 2% 
10 年以内に PML（進行性多巣性白質脳症, Progressive Multifocal 
Leukoencephalopathy）で死亡または重度の障害が発症する可能性 

0.5% なし 

10 年以内に白血病で死亡する可能性 なし なし 
どちらの治療を選択しますか？  □ □ 

質問票より得られたデータの解析・評価方法は様々であるが，この事例では Maximum 

Acceptable Risk（MAR：最大許容リスク）を算出している（表 3-5）．MAR は，治療によっ

て得られるベネフィットと引きかえに，生命を脅かす重篤な副作用などのリスクの増加を

どの程度まで許容できるかというリスクとベネフィットのトレード・オフの程度を定量化

する指標の一つである[40]．MAR の詳細はここでは割愛するが，  

表 3-5 許容し得る最大のリスク 
 MAR , %（95％信頼区間） 

 
10 年以内に PML で死

亡または重度の障害が

発症する可能性 

10 年以内に肝不全で

死亡する可能性 
10 年以内に白血病で

死亡する可能性 

進行抑制のベネフィット* 0.31 (0.26, 0.36) 0.30 (0.23, 0.36) 0.35 (0.25, 0.44) 
臨床的に意味のあるベネフィ

ット** 
0.38 (0.32, 0.43) 0.39 (0.32, 0.46) 0.48 (0.39, 0.58) 

最大のベネフィット*** 0.74 (0.68, 0.79) 1.02 (0.92, 1.13) 1.08 (0.99, 1.18) 
*：5 年間の再発回数が 4 回から 1 回まで減少，悪化するまでの期間が 5 年から 8 年まで増加 
**：5 年間の再発回数が 4 回から 1 回まで減少，悪化するまでの期間が 3 年から 5 年まで増加 
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*** ：5 年間の再発回数が 4 回からなしに減少，悪化するまでの期間が 1 年から 8 年まで増加 

  

表 3-5 の結果は，例えば，今後 5 年間の再発回数が 4 回から 1 回まで減少し，悪化するまで

の期間が 5 年から 8 年まで増加するというベネフィットが得られる場合，10 年以内に肝不

全で死亡する可能性というリスクは，0.30％まで許容できることを示している． 

表明選好法は，患者の選好を直接収集することが可能であり，適切な質問票を作成すれば，

信頼性が高い結果を得ることが可能な手法である．そのためには，質問票を作成する段階

で予備試験などを実施し，質問票を精査した上でデータを収集することが望ましい．上記

の多発性硬化症患者の事例でも，2 回の予備試験を実施し，その結果に基づいて質問票に修

正を加えている．調査の結果得られたデータを解析する方法について，比較的読みやすい

紹介記事がある[52]．詳細は別添 5.1 に示す． 

EMA の報告書では，このような手法が，患者にとっての好ましさを知る上で有用なことは

明らかだが，それが規制当局にとってどのような意味を持つかはさほど明らかではないと

としており，このため有用度も「低」と評価されている[10]．一方，医薬品を開発する企業

にとっては，データを収集する上での作業量の多さはあるものの，このような患者の選好

を得ることにより，医薬品の開発を進める上での一つの指標を定めることが可能となり得

るなど，様々な場面に適用できる可能性を持った手法であると考えられる． 
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3.2 データソースを統合する手法 

医薬品のベネフィット・リスク評価は意思決定，すなわちより好ましい選択肢を選ぶため

に行うものであり，その選択肢となる対照との比較は必須である．したがって，一般的に

はエビデンスレベル（コラム参照）の高い，ランダム化比較試験のデータを用いることが

多い．複数の比較試験のデータが得られる場合には，必要に応じて試験結果を統合するが，

比較対照群を直接比較した 2 群間の試験結果の統合方法としては，メタアナリシスがよく

知られている．選択した試験間に潜む様々な「違い，異質性（heterogeneity）」や選択バイア

スを検討した上で試験結果を統合する手法として確立されており，詳細は成書を参考にさ

れたい[62]．ベネフィット・リスク評価においても様々な疾患領域で多数の事例が報告され

ている[63, 64]． 

一方，3 つ以上の候補から最も好ましい治療を選択したい場合や，プラセボではなく実薬と

の比較が必要になる場合に，直接比較試験の結果が存在しない場合や，市販後のシグナル

評価など，そもそも直接比較試験の実施が困難な場合も想定される．このようなときに間

接比較を行う方法として，近年ネットワーク・メタアナリシス（mixed treatment comparison，

MTC とも呼ばれる．）が注目されており，こちらもベネフィット・リスク評価への応用事例

が多く報告されている[20, 22, 65, 66]．ここでは，意思決定の目的に合わせて，ベネフィッ

ト・リスク評価を行うためのデータを選択する際に利用できる定量的手法について述べる． 
□▼△◆《コラム：エビデンスレベル》◆△▼□ 
医薬研究が押さえるべき 3 つの重要なポイントを下記に示す[67]． 
 精度（clarity）を確保する 

 サンプルサイズを増やす．測定誤差を減らす． 
 比較可能性（comparability）を保証する 

 バイアスを減らす（ランダム化割付，二重盲検） 
 一般化可能性（generalizability）を保証する 

 適格基準，除外基準の設定 
 交互作用解析，サブグループ解析，試験間変動の検討（メタ・アナリシス） 

この 3 つのポイントを押えている医薬研究はエビデンスが高い．米国医療政策研究局（Agency for 
Health Care Policy and Research，AHCPR）によるエビデンス分類では，ランダム化比較試験のメタア

ナリシスが最もエビデンスレベルが高いとしている． 
AHCPR によるエビデンスの分類 

 エビデンスの種類 
Ia 
Ib 

ランダム化比較試験のメタアナリシス 
少なくとも一つのランダム化比較試験 

IIa 
IIb 

少なくとも一つのよくデザインされた非ランダム化比較試験 
少なくとも一つの他のタイプのよくデザインされた準実験的研究 

III よくデザインされた非実験的記述的研究． 
比較試験，相関研究，ケースコントロール研究など 

IV 専門家委員会のレポートや意見，権威者の臨床経験 
 ランダム化比較試験のメタアナリシスのエビデンスが高い理由としては， 
 複数の試験を統合することで症例数が増え，精度が高くなる 
 ランダム化比較試験を対象とするため，比較可能性が保証されている 
 複数の試験間の効果の異質性（heterogeneity）を調べることで一般化可能性を検討できる 
等が挙げられる．  
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3.2.1 Network Meta-analysis 

ごく簡単に述べるなら，これは薬剤 A とプラセボ，薬剤 B とプラセボを比較した試験結果

から，バーチャルに薬剤 A と B を比較できる統計的な手法である．もちろん，2 つ以上の

治療を同時に比較することも可能である．間接的な比較のみを用いて統合する indirect 

treatment comparison（ITC）と，直接的な比較と間接的な比較も含めて統合する Mixed 

treatment comparison（MTC）がある．直接的な比較だけでなく，間接的な比較も含めること

で治療間比較の推測を強化することができる．図 3-1A のようにネットワークの形状を明確

にすることにより，各治療間の比較試験がどのくらい実施されたのか，また，今後どの治

療間のエビデンスを補強する必要があるかを明示できる．また，複数治療の比較を同時に

行うことで，最も有用な治療は何か，データの不確実性（ばらつき）を同時に推測するこ

とができる． 

 

A. ネットワークの形状 

 

B. 異質性 
 

C. 非一貫性 
治療間でどのくらい試験が実施

されたか？線が太いほど直接比

較の情報が多い 

治療効果の方向は試験間で同じ？ 直接比較（dAB）と間接比較（dAC－

dBC）の推定結果は一致？ 
ただし，dij は j に対する i の効果 

dij＝di－dj 

図 3-1 ネットワーク・メタアナリシスの概念図 

メタアナリシスと同様に，異質性（heterogeneity）と非一貫性（inconsistency）に留意する．

異質性（図 3-1B）は試験間の治療効果の方向の違いであり，統計的に検討したり，試験デ

ザイン（対象集団，背景，アウトカムの定義と測定方法，フォローアップ期間，併用療法

など）を試験間で比較することにより検討する．非一貫性（図 3-1C）は直接的なエビデン

スと間接的なエビデンスが不一致であったときに生じるものである．統計モデルに含める

ことで検討する方法などが提案されている． 

事例 

ここでは 4 つの抗うつ薬の相対的な価値を明確にするために MTC を行った事例を紹介する

[68]．対象となった試験は 25 試験でそのネットワークの形状を図 3-2A に示した．考慮した

項目はベネフィットが「HAM-D（Hamilton Rating Scale for Depression）の 50%以上の改善」，

リスクは「下痢」，「不動性めまい」，「頭痛」，「不眠症」，「吐き気」の発現割合である．各

項目のイベント発現割合には二項分布を仮定し，二項分布のパラメータである成功確率に

はロジスティック回帰モデルを仮定した．ロジスティック回帰モデルでは各薬剤の治療効

A

B C

D Effective Harmful
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果を試験ごとにばらつく変量効果としてモデルに含めた．このベイズ階層モデルに対して，

マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いて，プラセボに対する各薬剤のオッズ比の点推定値と

95%信用区間を求め，項目ごとの forest plot を作成した（図 3-2B）．本論文ではこのデータ

を用いて，SMAA（3.5.2 参照）によるベネフィット・リスク評価を実施していた． 

 
A.ネットワークの形状（上図） 

線の太さは各治療の比較を含んだ試験数

を表している（最小が 1，最大が 6）． 

B.ネットワーク・メタアナリシスの結果

（右図） 

プラセボに対するオッズ比と 95%信用区

間を示した．1.00 よりも右にあるほど，

実薬群がプラセボ群に比べてイベント発

現割合が高い．いずれの実薬も HAM-D

はプラセボに比べ好ましい傾向にある

が，リスクは薬剤によって傾向が異なる． 

 

図 3-2 ネットワーク・メタアナリシスの事例 
Van Valkenhoef ら[68]を改変 

ここでは，複数のデータソース（試験）を適切かつ必要に応じてデータを統合する場面で

応用できる手法およびその事例について簡単に述べた．直接比較試験の結果がなくても，

ネットワーク・メタアナリシスを用いることで比較が可能になる．実際には，試験間で結

果が一貫しなかった場合には，エビデンスが高い試験結果のみを用いることも一案である．

また，単群試験の結果しかないような場合には，直接比較データがないという情報を不確

実性として扱い，ヒストリカルコントロールと比較せざるを得ない場合もあるかもしれな

い．さらに市販後には，安全性情報の対照となるデータソースがないケースも想定される．

市販後のベネフィット・リスク再評価においてどのようにデータソースを選択し，エビデ

ンスレベルを評価するは十分な検討が必要である[69]． 
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3.3 ベネフィットとリスクを統合してバランスを評価する手法 

ベネフィット・リスク評価における定量的手法の応用で中心となるのは，選択したデータ

をどのようにまとめ，解釈し，表現するか，という部分であろう．意思決定を助けるため

には，試験結果のデータをわかりやすく示すことが重要である．賛否が分かれるところで

はあるが，この「意思決定を容易にする」という一点のみをとらえるなら，単一の尺度で

ベネフィットとリスクを総合的に示すことができれば便利ではある[29]．長年，どのような

場合にも応用可能な「ベネフィット・リスク比」のようなものを算出する方法が捜し求め

られてきたが，このよく耳にする指標の定義は定まっておらず，実際に計算されることは

めったにない，と言われるほどである[70]． 

ここでは，ベネフィットとリスクの指標を統合し，いわば「総合評価値」のようなものを

算出する手法を紹介する．表 3-1 に示すように，多くの手法が提案されており，各々異な

って見えるかもしれないが，結局のところベネフィットからリスクを差し引くか，その比

を求めるかの 2 つしかなく，すべてはその応用である．どの手法が特別に良いということ

はなく，それぞれの手法の特徴をよく理解し，適切に適用することが必要である．ここで

は手法の選択のヒントとなるように，Puhan らの総論[12]を参考に，まず表 3-6 に挙げた視

点からそれぞれの手法の特徴をごく簡単に示し，その後，手法の概略と事例を示した． 

表 3-6 ベネフィットとリスクのバランスを評価する手法の分類 
項目 内容 
データのタイプ 被験者ごとのデータが必要か，集計値でも良いか 

実データか，シミュレーションで発生させたデータか 
患者の意見を明示的に取り入れて扱うか 

ベネフィットやリスクの項目の値 データ値をそのまま用いるか（その場合単位を何に揃えるか），選択

肢に対する「好ましさ」や「価値」に変換するか（スコアリング） 
複数の項目と相対的重要性 ベネフィットやリスクの複数の項目を扱えるか 

複数の項目の相対的重要性，あるいはベネフィットとリスクの相対

的重要性をどのように重み付けするか 
不確実性 不確実性を明示的に扱えるか 
結果（総合指標）の表現法 総合指標を求める（ベネフィットとリスクの差，比，視覚化ツール，

ベネフィットとリスクの同時分布を利用する） 

 

1) 解析に必要なデータのタイプ 

比較する集団ごとの集計値を利用して，ある集団における平均的なベネフィットやリスク

を指標とする手法が多いが，被験者レベルの指標を求める試みもある．前者はメタアナリ

シスの結果などもデータソースの一つとして利用できる．今後，臨床試験のデータがすべ

て被験者単位で得られるようになれば，後者も広く応用可能となるかもしれない．実デー

タとしての患者単位のデータが得られない場合でも，集計値の分散などモデル化に必要な

情報がある程度得られれば，シミュレーションで個別データを発生させることももちろん
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可能である．なお，ベネフィットやリスクの項目の値そのものとして，あるいは複数の項

目やベネフィットとリスクの相対的重要性を決める（重み付け）際に，明確に患者の意見

を取り入れる方法もいくつか提案されている．  

2) ベネフィットやリスクの項目の値 

大きく分けて，得られたデータをそのまま用いる（定性的な値，例えば「改善」，「変化な

し」，「悪化」などは何らかの数値に変換する）か，これを意思決定の選択肢に対する「価

値」に置き換えるスコアリングを行うかの 2 通りに分けられる．ほとんどの定量的手法は

前者であり，素朴で手間もかからず分かりやすい．  

しかし，得られたデータの絶対値（あるいは何らかの基準値との相対値）と，その値が意

思決定の選択肢に与える「好ましさ」や「価値」とを同一視する，いわば「単純化し過ぎ

た」モデルが，逆に得られた結果の解釈を難しくしている面もある．例えば何らかの事象

の発現割合が 10%と 20%となる選択肢 A と B について，A の方が B より 10%好ましい（あ

るいは 10%好ましくない）とか 2 倍好ましい（あるいは半分しか好ましくない）というよ

うな単純な状況はかなり考えにくい．実際には 10%と 20%の発現割合の差は，意思決定の

選択肢の好ましさとしてはまるで差はないのかもしれないし，10%なら最高で 20%ならこの

上ないほど悪いのかもしれない．そこで，複数の異なる項目を同じ土俵に上げて扱いやす

くしたり，ベネフィットとリスクを比較したりしやすくするために，ベネフィットやリス

クの各項目のデータ値を（例えば 0 点から 100 点までのような）選択肢に対する「価値」

の関数に変換するスコア化（スコアリング）と呼ばれる作業をおこなう（詳細は『ベネフ

ィット・リスク評価入門』，および『ベネフィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析

への招待－その理論と事例―』を参照）． 

価値観はまさに多様であり，例えば規制当局と企業，医療従事者と患者のような立場の違

いによってその「価値」には差があるかもしれないし，同じ立場でも個々人で異なるだろ

う．正しい唯一の価値関数は存在しないので，感度分析を繰り返しながら，なぜそのモデ

ルにしたのかを説明できるようにし，異なる意見を得たときは，また感度分析を繰り返し

ながら柔軟に対応する．これを一つ一つの項目に対して行うのはかなりの手間と労力が必

要であり，MCDA の問題点の一つとしても指摘されているが，いくつもの事例に対応し，

経験を積み重ねていけば，ある程度のモジュール化も可能かもしれない．このようにスコ

アリングを行う方法はいくつもあり，この手間を減らす方向に工夫を凝らしているものも

ある．それぞれのスコアリングの方法については各論で紹介する．  

3) 複数の項目と相対的重要性 

ベネフィットやリスクの複数の項目をそのまま複数として扱える方法が多いが，複合指標
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を用いる方法もある．複数の項目の相対的重要性，あるいはベネフィットとリスクの相対

的重要性をどのように扱うか（重み付け）についても紹介する． 

4) 不確実性 

不確実性は各定量的な手法に，ごく一般的なシミュレーションの技法を組み合わせて対処

することが多い． 

 

5) ベネフィット・リスク評価結果の表現法 

ベネフィットとリスクをどのように 1 つの指標に要約するかは重要な問題である．「総合指

標」として，ベネフィットとリスクの差をもとめるものや，ベネフィットとリスクの比を

もとめるもの，生活の質ごとに重み付けした生存期間等の総和を求めるものなどがある．

また，独自の視覚化ツールを用いて結果を表現する方法もある． 

ここでは表 3-1 で「ベネフィットとリスクの総合指標を求める手法」として示した手法の

うち，ベネフィットからリスクを差し引いて「純ベネフィット」を算出する手法と，リス

クを上回るための最小限ベネフィット量を比として示す指標を事例と共に紹介する． 
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3.3.1 Incremental Net Health Benefit／Net Clinical Benefit 
分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 QALY に代表される QOL 指標など 
複数の項目と相対的重要性 INHB（N/A），NCB（重み付けにより対応可能） 
不確実性 PSM を併用すれば表現可能 
結果（総合指標）の表現法 ベネフィットとリスクの差 

Incremental Net Health Benefit（INHB）および Net Clinical Benefit（NCB）は，経済学におけ

る費用便益分析の応用である．ベネフィットからコストを差し引くことで算出される Net 

Benefit（純便益）や，2 つの選択肢を比較した際の純便益の増分である Incremental Net Benefit

（INB）の概念における「コスト」を「リスク」に置き換えた手法である．「Net」の一語を

付加することで，ベネフィットのみではなく，リスクを差し引いた上でのベネフィット（リ

スクで調整したベネフィット）というニュアンスの用語になっている．ベネフィットに関

する量とリスクに関する量の差を求める手法のうち，被験者レベルのデータが必要ない，

つまりサマリデータで算出できる手法である． 

NCB ではベネフィットとリスクの臨床アウトカムとして，多くの場合，抗がん剤の奏功率

や有害事象の発現割合のような2値アウトカムを用いた割合を利用する．割合の他にQALYs

（5.4 参照）に代表される効用値を用いることも可能であり[13]，その場合は INHB と呼ん

で区別する向きもあるが，呼称は研究者によって異なるようである[31, 41, 47, 71]．ここで

は先の 4 つの総論で使われている定義，すなわちベネフィット，リスクの項目として NCB

は 2 値アウトカムの割合を使用するもの，INHB はQALYs に代表される効用値を利用する，

をもとに説明する． 

概略 

まず，INHB について紹介する．薬剤の効果によって得られる QALYs を X ，薬剤の有害事

象によって失われる QALYs をY とすると，薬剤b に代えて薬剤a を用いることで得られる

ベネフィットとリスクの増分はそれぞれ ba XX − および ba YY − であり，INHB は以下の量

として定義される[10]． 
( ) ( )baba YYXXINHB −−−=  

ベネフィットは治療により得られる QALYs であり，リスクは治療により（有害事象によっ

て）失われる QALYs である．ベネフィットとリスクの両方に薬剤の「好ましさ」や「効用」

を表すと考えられる QALYs を用いることで，単位を揃えると同時に相対的な重要性も考慮

した INHB という総合評価値の計算を可能にしている． 

なお，この式は以下のように変形できる． 



 27 

)()( bbaa YXYXINHB −−−=  

したがって，薬剤ごとにベネフィットからリスクを引いた差に相当する量が大きい治療が

より好ましい，とも解釈できる．被験者ごとのデータが得られる場合は，ごく単純に，こ

の量の平均を治療群間で比較してもよいだろうし，何らかの被験者特性を用いた調整や部

分集団解析等も可能である． 

一方 NCB は，ベネフィットとリスクそれぞれに関連する（2 値の）アウトカムを X ，Y と

すると，薬剤b に代えて薬剤a を用いることで得られるベネフィットとリスクの増分はそれ

ぞれ ba XX − および ba YY − となる．NCB は以下のようにベネフィット（またはリスク）に

項目毎の重要性の違いによる重みを付けた形になる． 
)()( baba YYXXNCB −−−= µ  

ベネフィットの部分が µ 倍されているだけの違いだが，このようにすることで，ベネフィ

ットとリスクが等価でない場合，つまり一方が他方と比較してより重要であると考えられ

る場合に，相対的な「重み」の違いを調整することができる．多くの場合，NCB はベネフ

ィットとリスクにそれぞれ１つのアウトカムを割り当てるが，理論的には複数のアウトカ

ムを検討することも可能であり[12]，実際に報告もされている[72]．  

解釈 

算出された値が正ならベネフィットがリスクを上回り，負の値なら下回る等の判断を試み

ているわけだが，この引き算が意味を持つためには，ベネフィット評価に用いる量 X と，

リスク評価に用いる量Y の単位が同じでなければならない．また，INHB では項目として使

用している効用値にすでに相対的重要性（重み）が含まれていると考えることから，ベネ

フィットとリスクを同じ重みで扱っているように見えるかもしれないが，これにさらに重

み付けができるとしている報告もある[73, 74]． 

事例 

ここで，NCB を用いてベネフィット・リスクを検討した事例を紹介する[75]．本研究は，血

栓塞栓症（脳梗塞，全身塞栓症）の予防目的で使用されるワルファリンの治療根拠を明確

にするため，米国のコホート研究（ATRIA Study [76]）の患者データを用いて実施されたも

のである．血液の凝固を防ぐという薬効は，脳梗塞・全身性塞栓症の予防というベネフィ

ットをもたらす一方，そのメカニズムから容易に予想される通り，血液が固まりにくくな

るために起こるリスク（例えば頭蓋内出血）を伴う．表 3-7 に ATRIA study の結果を示す． 
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表 3-7 ATRIA study の結果 
 年間発症率/100 人年 

 ワルファリン非投与 (a) ワルファリン投与 (b) 
脳梗塞，全身性塞栓症 (X) 2.29 1.25 
頭蓋内出血 (Y) 0.33 0.57 

ベネフィットのアウトカム（脳梗塞，全身性塞栓症）の年間発症率を X （人/100 人年），リ

スクのアウトカム（頭蓋内出血）の年間発症率をY （人/100 人年）とすると，ベネフィッ

トはワルファリン使用（b ）によってワルファリン非使用時（a ）と比べて減少する（予防

できる）アウトカムの年間発症率と考えられるので，ベネフィットの増分は )( ba XX − と

なる．一方，リスクはワルファリン使用（b ）によるワルファリン非使用時（a ）と比較し

た頭蓋内出血の年間発症率となるので，リスクの増分は )( ab YY − となる．ここで，頭蓋内

出血の多くは硬膜下出血であり，致死率としては脳梗塞と同様であったが，著者らの主観

的判断によりリスクを 1.5 倍に重みづけし， 

)(5.1)( abba YYXXNCB −×−−=  

と定義した．表 3-7 のデータをこの式に代入した結果を 

表 3-8 に示す．本研究ではリスクの重み付けなしの場合，逆に重み付けを 2 倍にした場合

の感度分析も実施しているが，NCB はいずれも 0 を上回っており，ベネフィットがリスク

を上回る結果となっている． 

表 3-8 Net Clinical Benefit と重み付けによる感度分析の結果 
リスクのベネフィットに対する相対的な重み付け Net Clinical Benefit 

1 0.80 (0.51-0.96) 
1.5 0.68 (0.34-0.87) 
2 0.56 (0.18-0.77) 

また，本研究では年齢別，CHADS2 スコア（1 点：うっ血性心不全，高血圧，年齢，糖尿病，

2 点：脳梗塞）別に NCB を検討しており，年齢，CHADS2 スコアが高いほどワルファリン

の Net Clinical Benefit が大きい，すなわちベネフィットが大きいことが示されている（図 

3-3）．このように，様々な患者背景でベネフィット・リスクを検討することは，薬剤プロフ

ァイルを確認するためにも有用であると思われる． 
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A 

 
B 

図 3-3 NCB を forest plot で示したもの（文献[75]を改変） 
100 人年当たりの Net Clinical Benefit を年齢別（A）および CHADS2 スコア別（B）に forest plot で表示して

いる．ここでは，リスクを 1.5 倍に重み付けした場合の結果を示している． 

本事例ではベネフィット，リスク各 1 項目の差分をとっているが，複数のベネフィット，

リスク項目の検討も可能である[72]．さらに，Risk-Benefit Plane（3.4.1 参照）でベネフィッ

トとリスクの関係を視覚化した事例や[31, 47, 70, 71]，ベイズモデルを用いたシミュレーシ

ョンを行って不確実性を考慮した事例[47, 70, 71]等も報告されている．  
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3.3.2 NNT/NNH と RV-NNH 
分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 絶対値，RV-NNH では効用値も 
複数の項目と相対的重要性 NNT/NNH は複数の項目は扱えない．RV-NNH では複数の項目につ

いてその相対的重要性を表す効用値で調整する 
不確実性 N/A 
結果（総合指標）の表現法 ベネフィットとリスクのリスク差の逆数の比 

概略 

NNT と NNH（5.3 参照）はごく一般的に用いられる疫学的な指標である．ベネフィットと

して何らかのイベント抑制を念頭に置いている．仮に，薬剤a は薬剤b よりイベントの発現

割合 x を減らすことができるのなら，そのリスク差 ab xx − は正の値をとり，この値が大き

いほど薬剤a がもたらすベネフィットは大きいと言える．NNT はこの差の逆数なので， 

ab xx
NNT

−
=

1
 

と表すことができる．NNT はイベントを 1 件予防するために，薬剤a で何人治療する必要

があるかを示しており，この値が小さいほど薬剤a がもたらすベネフィットは大きいことに

なる．  

一方 NNH は，リスク評価と関連して用いられる指標で，今度は薬剤b に代えて薬剤a を用

いた場合，この治療の変更によって 1 人の患者で有害事象が発現してしまうのは何人治療

した場合か，を表している．発現割合を y とすると 

ba yy
NNH

−
=

1
 

となり，NNH が小さいほど薬剤a のリスクは高い． 

ここで，この両者を総合した
NNT
NNH

または
NNH
NNT

という比を考える．どちらで考えても同

様であるが，ここでは後者の比を考えると，実質的には以下のようにリスク差の比であり，

またベネフィット B （の差）とリスク R （の差）の比だとも考えられる． 

( )
( ) ba

ba

ab

ba

ba

ab

BB
RR

xx
yy

yy
xx

NNH
NNT

−
−

=
−
−

=
−
−

=
1
1

 

この値は，ベネフィットが大きく（NNT が小さく），またリスクが小さい（NNH が大きい）

ほど小さくなる． 

ここで仮に，ベネフィットがリスクを上回る判断基準を「有害事象の発現が 1 例分多く認

められる人数（NNH）よりも少ない人数（NNT）で有効性に関するイベントを 1 例予防す

ることができる場合」と規定するなら， 
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1<
NNH
NNT

, NNHNNT <  

が成り立つ．しかし，この判断基準は正しいだろうか？この問いは，NNT と NNH を同じ重

みで（あるいは等価値と）考えてよいか，という問いでもある．例えば，心血管イベント

を 1 人予防するためには 1,000 人治療する必要があり（NNT=1,000），一方，軽度の下痢や

くしゃみといったイベントの発現が 1 人分増えるのは 200 人くらい治療した場合である

（NNH=200）という場合， 5=
NNH
NNT

となり，上記の条件を満たさないが，これでベネフ

ィットに比してリスクが高い，という結論にはならないだろう．軽度の下痢やくしゃみと

心血管イベントを同じ「重み」で考えるのは臨床的に妥当性がないからである． 

このように，NNT や NNH は人数（発現割合）が，そのままベネフィットやリスクの大きさ

を表していると仮定しており，EMA の報告書では，NNT/NNH は有用性「なし」と判断さ

れている[10]．その後ある研究者から寄せられた反論にさらに反論する形で，NNT や NNH
には x や y の値が生のまま用いられており，重篤度などの臨床的妥当性が反映されていな

い，という趣旨の指摘をしている[77]． 

RV-NNH 

上記で述べたような限界点があるにもかかわらず，NNT や NNH はそのシンプルな定義とわ

かりやすさから今でも広く用いられている．NNT/NNH は基本的にはベネフィット，あるい

はリスクに関する複数の属性を扱えないし，ベネフィットとリスクの重みを同等とみなし

ている．これらの点に対応するために，NNHをベネフィットとリスクの相対的な価値 relative 

value（RV）で調整する方法が提案されている[4, 5]． 

効用値関心があるイベントの

効用値関心がある有害事象の

−
−

=
1
1RV  

ここで「イベント」は薬効として予防できるアウトカムを指している．なお，ここでの「効

用値」とは，何らかの手法で収集した QOL（生活の質あるいは生命の質）を 0 から 1 の間

を取る一つの数値に変換して表したものであり，MCDA 等，決定分析に基づく手法によっ

て評価した価値・効用等とは異なる概念である．イベントの発現割合というデータの値そ

のものを，意思決定の選択肢に対する相対的な「好ましさ」に置き換え，数値で表現した

ものと考えればよい．その調査法については 3.1 などを参照されたい．先の例で言えば，関

心がある有害事象は軽度の下痢やくしゃみであり，関心があるイベントは心血管イベント

であったから，これらの重要性の違いを，効用値を通じて比の形で定義しようという趣旨

である． 

なお，より好ましいほど効用値が高いこと，また上の式では 1 から効用値を引いているこ
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とから，以下のような形で考えた方が感覚的にはわかりやすいかもしれない．  

合の価値避けることができた場関心があるイベントを

合の価値避けることができた場関心がある有害事象を
=RV  

例えば，ある患者が，心血管イベントは非常に好ましくないので，それを避けることがで

きたなら 95 点くらいの価値はあると考え，それと比較すると軽度の下痢やくしゃみは嫌だ

けれどもそれを避けられたとしても点数で言えば 5 点くらいかな，などと考えたとする．

すると，この場合の Relative Value は 

...05.0
95
5
==RV  

つまり約 0.05 となる．この相対的な価値（好ましさや効用）の違いを NNH に反映させたの

が，RV-NNH である． 

NNH
RV

NNHRV ⋅=
1-  

先の例では，軽度の下痢やくしゃみといったイベントの発現が 1 人分増えるのは 200 人く

らい治療した場合である（NNH=200）という想定だったので，  

4000200
05.0
1- =×=NNHRV  

となる．したがって，先ほどと同じように比をとると 

25.0
4000
1000

-
==

NNHRV
NNT

 

となり，比が 1 より小さくなる．つまり，ベネフィットとリスクの相対的な価値を考慮す

ることにより，ベネフィットがリスクを上回るという先ほどとは異なる結果が得られる． 

同様な考え方を拡張することで，複数の有害事象を同時に考慮することも可能である．例

えば k 番目の有害事象について 

効用値関心があるイベントの

の効用値関心がある有害事象

−
−

=
1
1 kRVk  

という比を定義する（有害事象の数だけ定義する）．また，この k 番目の有害事象に関する

絶対リスク（リスク差）を kAR で表すとすると，NNH は AR の逆数なので，複数の有害事

象に拡張した RV-NNH を以下のように定義することができる． 

∑
=

k
kk ARRV

NNHRV 1-  

このようにして計算した RV-NNH と NNT の比をとれば，複数の有害事象を考慮し，かつそ
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れらと，ベネフィット評価の観点から関心があるイベントとの相対的な重要性の違いも考

慮した「ベネフィット・リスク比」のような量を計算することができるわけである．した

がって，効用値さえ適切に定めることができれば，単なる NNH と NNT の比よりも良い指

標であると言えるだろう． しかし，EMA の見解は一貫しており，この量を計算する際に必

要な相対値（relative value）が不適切な量であることを手短に指摘したうえで，有用性「な

し」という結論を変えていない[77]． 
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3.3.3 Minimum Clinical Efficacy 
分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 絶対値 
複数の項目と相対的重要性 RV-NNT/NNH を適応すれば可能 
不確実性 N/A 
結果（総合指標）の表現法 ベネフィットとリスクのリスク差 

概略 

Minimum Clinical Efficacy（MCE）とは，その名が示す通り，リスクを考慮してもなお，ベ

ネフィットが対照薬より上回るための，最小の臨床的有効性を示す量である．Holden らは

Djulbegovic ら[78] が最初にその原理を紹介したとしているが，MCE の定義や導出過程の

説明は，その後 Holden らの論文[4, 5]でなされている．発表から 10 年以上が経つが，これ

までのところ具体的な応用事例は一つも公表されてない． 

MCE の考え方は，新治療 a と標準治療b について無治療 c （プラセボ）と比較した時のベ

ネフィットおよびリスクの増分を比較するものである．MCE ではベネフィットとして無治

療群に対する相対リスク減少（Relative Risk Reduction, RRR）を求める．すなわち，あるイ

ベントを予防するような治療薬を仮定している．なおここで「リスク」は，安全性の事象

ではなく単に確率を指している． 

さらに，a やb により，イベントの発現は抑えられると仮定すると，治療a ，b ，cが予防

するイベントの発現割合 X は， 
)()( cXaX < ， )()( cXbX <  

とおける．さらに，新治療 a により，標準治療b と比べてこのイベントの発現割合が減ると

想定すると， ( ) ( )bXaX < であり，そのリスク差 ( ) ( )aXbX − が大きいほど，すなわちその

逆数である NNT が小さいほど，b に代えてa を使う方が良いことになる． 

一方リスクに関しては，治療 a とb に関するある有害事象の発現割合 ( )aY ， ( )bY を考える

と，新治療 a で標準治療b よりその発現割合が増加してしまうと想定すると ( ) ( )bYaY > で

あり，そのリスク差 ( ) ( )bYaY − が小さいほど，すなわちその逆数である NNH が大きいほ

ど，b に代えてa を使っても問題が少ないことになる． 

ここで，これらベネフィットとリスクの指標を何とか一つに合わせるために，思い切って

ベネフィットに関するイベントと，リスクに関する有害事象を同じ重みで考えてよいこと

にして，有害事象を1例増やしてしまう人数（NNH）に達する前に，もっと少ない人数（NNT）

でイベントを 1 例予防できる，という閾値を考えることにすると，  
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( ) ( )aXbX
NNT

−
=

1
， ( ) ( )bYaY

NNH
−

=
1

 

かつ， NNHNNT < なので， 

( ) ( ) ( ) ( )bYaYaXbX −>−  

と整理できる．つまり標準治療に対し新治療を用いることにより，ベネフィットに関する

イベント発現割合の減少（左辺）の方が，リスクに関する有害事象発現割合の増加（右辺）

より大きくなることを望んでいる，ということである．言い換えれば，ベネフィットの増

加が，リスクの増加を上回るという内容である． 

さて，MCE ではベネフィットは無治療cに対し新治療 a および標準治療b を用いることに

より得られる RRR として表される．RRR の定義は， 

( )
)(

)()(
cX

aXcXaRRR −
= ， ( )

)(
)()(

cX
bXcXbRRR −

=  

すなわち，  

( ) ))(1)(( aRRRcXaX −= , ( ) ))(1)(( bRRRcXbX −=  

これらを ( ) ( ) ( ) ( )bYaYaXbX −>− に代入して整理すると， 

( ) )()())(1)(())(1( bYaYaRRRcXbRRRcX −>−−−  

)(
)()()()())(1())(1(

cX
bYaYaRRRbRRRaRRRbRRR −

>+−=−−−  

すなわち， 

( ) ( ) ( ) ( )
( )cX

bYaYbRRRaRRR −
+>  

この式の右辺が MCE である． 

上では，リスクとベネフィットの相対的重要性を同じであるといったん仮定したが，0 で紹

介した RV-NNH と同様に，RV（Relative Value）を導入すれば，リスクとベネフィットの相

対的な重要性を表現することもできる．MCE と区別して RV-MCE と呼ばれる[13, 34]． 

( ) ( ) ( ) ( ){ }
( )cX

bYaYRVbRRRaRRR −
+>  

さらに，リスクとして複数の有害事象を考慮する（ベネフィットは原則として 1 つのアウ

トカムのみ）ように拡張することも可能であり，ｋ個の有害事象を考慮する場合は，以下

の関係式を用いる事で RV-MCE が算出可能である． 

( ) ( )
( ) ( ){ }

( )cX

bYaYRV
bRRRaRRR k

kkk∑ −
+>  
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考察 

MCE は，つまりは無治療と比較したベネフィットの増分とリスクの増分を 2 つの実薬間で

比較するものである．ベネフィットとしてイベント発生の予防を仮定していること，リス

ク評価は有害事象（こちらは複数でもよい）の発現割合を用いて行うこと，相対的な重要

性を重みづけする拡張が提案されていること等を鑑みても，基本的には 0 で紹介した NCB

と同じ枠内にあると考えられる．  

NCB と異なる点としては，ベネフィットの項目として無治療群に対する相対リスク減少

（Relative Risk Reduction, RRR）を利用していることが挙げられる．ただし，MCE は別々の

試験で得られた新治療群の無治療群に対する相対リスク減少と標準治療群の無治療群に対

する相対リスク減少を比較する手法では無く，同一の試験において得られた，新治療，標

準治療及び無治療の値を用いて算出される．そのため，新治療と標準治療の比較という点

においては無治療群のデータは影響を与えない．RV-MCE では，項目間の相対的重要性を考

慮するための重み付けに効用値を用いることで，評価項目が QALYs に近くなり，INHB に

類似しているとも考えられる．しかし，INHB や NCB はいくつかの事例が報告されている

一方，MCE は全く使用事例の報告がない． 

事例 

これまで述べたように，MCE を実際に用いてベネフィット・リスク評価を行った事例はこ

れまでに報告されていない．手法を紹介する論文で，架空の事例を用いて紹介されている

のみである[4, 5, 34]．また，これらはいずれも同じ著者によるものであり，広く使用されて

もいないことから，一般化可能性には限界があるかもしれない．さらに，ベネフィットと

してはイベントの抑制のような項目を設定し，その相対リスク減少を見ると提案しながら，

この事例では症状の改善がある一定の割合を超えた患者割合を設定しているため，解釈が

難しくなっている．利用できる場面はかなり限定的と考えられるため，良く吟味の上参照

されたい． 

この事例では，架空の抗リウマチ薬 A（新薬）および B（既存薬）をプラセボと比較した場

合を仮定して，新薬 A が既存薬 B よりベネフィット・リスク・バランスにおいて上回って

いるかを調査することを目的としている．ベネフィットは，アメリカリウマチ学会（ACR, 

American College of Rheumatology）が提唱する ACR（臨床症状等の総合的な指標）について，

ベースライン時と比較した改善度 20%, 50%, 70%をそれぞれ達成した患者の割合として定

義している（表 3-9）．  
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表 3-9 投与群別のベネフィット 

評価項目 
% （95%信頼区間），相対リスク減少 

新薬 A プラセボ 既存薬 B 
ACR20（ 1E ） 52.2 (45.0–60.0), 0.98 26.3 (18.0–34.0), ref 45.6 (38.0–53.0), 0.73 
ACR50（ 2E ） 34.3 (27.0–41.0), 3.51  7.6 ( 3.0–12.0), ref 22.8 (17.0–29.0), 2.00 
ACR70（ 3E ） 20.2 (14.0–26.0), 3.81  4.2 ( 1.0– 8.0), ref  9.4 ( 5.0–14.0), 1.24 

次に，リスクの評価項目は，表 3-10 の 6 種類の主要な有害事象の発現割合を用いている．  

表 3-10 投与群別の有害事象発生割合及び効用値 
 発現割合，% 効用値 
 新薬 A プラセボ 既存薬 B （無治療時） 
リウマチ -- -- -- 0.77 
高血圧症  8.4 4.7 1.6 0.99 
疼痛  0.5 0.8 1.6 0.83 
感染症  5.8 3.9 6.4 0.70 
肝機能検査異常  10.5 2.3 7.5 0.95 
心血管系疾患  11.6 8.6 8 0.90 
皮膚疾患  26.8 21.1 22.9 0.99 

ベネフィットとリスクの各評価項目間の相対的重要性を考慮するために，まずリウマチ疾

患そのものに対する効用値が 0.77 であると報告されていることから[79]，失われた効用値

（＝治療薬によって改善され得る効用値）を完全な健康状態（効用値が 1）との差 1-0.77=0.23

として置き，感度分析のために 0.40 及び 0.10 の場合についても検討した．また，各有害事

象の効用値も定めている[80]．例えば心血管系疾患については，重症脳梗塞が 0.12，軽度の

胸痛が 0.99 と報告されていることから，本事例では重症脳梗塞と軽度の胸痛の間に位置し，

重篤ではなく胸痛に近いと考えて，効用値を 0.90 とした，としている．その他も同様に仮

定されていると考えられるが，詳細は記載されていない[5]． 

与えられたデータから RV-MCE を算出し，結果を曲線として視覚化することができる（図 

3-4）． 
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図 3-4 新薬 A の RV-MCE 曲線（効用値＝0.40） 

Holden[5]を改変．ただし，論文では ACR70（E3）はプラセボが 4.2%（すなわち 0.042）が 0.05 の目盛りよ

りも右側に示されている 

横軸にプラセボの効果の点推定値，縦軸に既存薬 B の相対リスク減少 RRRをとり，新薬 A

に求められる最小限の有効性を等高線（MCE 曲線）として示している．例えば，ベネフィ

ットの評価項目として，ACR20（ 1E ）に注目する場合，表 3-9 より，横軸の 0.26（プラセ

ボの ACR20 の点推定値）と縦軸の 0.73（既存薬 B のプラセボに対する RRR）の交点から，

MCE は 0.40～0.60 を示していることが判る．この時，新薬 A の相対リスク減少 RRRは 0.98

であり，この MCE を上回っているため，新薬 A は既存薬 B よりもベネフィット・リスク・

バランスが優れた薬剤であると判定する． 

さらに効用値を振って RV-MCE をそれぞれ算出して，感度分析も行っている（表 3-11）．

いずれの効用値でも，新薬 A の有効性が MCE を上回っており，やはり新薬 A は既存薬 B

よりもベネフィット・リスク・バランスが優れた薬剤であると判断されている． 

表 3-11 MCE の検討 
 ACR20（E1） ACR50（E2） ACR70（E3） 
新薬 A のプラセボに対する RRR 0.98 3.51 3.81 
MCE    
効用値 = 0.40 0.40–0.60 1.00–2.00 <1.00 a 
効用値 = 0.23 0.40–0.60 1.00–3.00 0.40–0.60 
効用値 = 0.10 0.40–0.60 0.80–1.00 <0.10 

a) 報告では「<1.00」と記載されているが「<0.10」の誤りと思われる． 
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一方，Holden らは MCE の欠点について，統計的な性質を調べた研究が行われておらず，分

布が不明であること，そのため分散を算出する方法がなく，信頼区間も算出できないこと，

従って，新治療と標準治療が有意に異なるかを検定できない，と述べている[4, 5]．これは，

その他の定量的手法の多くに共通する欠点である．INHB や NCB ではこの問題に対して， 

3.5.1 で紹介する PSM を用いて対処しているが，MCE では PSM を用いた事例は報告されて

いない． 
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3.4 視覚化ツール 

『ベネフィット・リスク評価 入門』[14]でも述べたとおり，透明性のある意思決定には，

インタラクティブな視覚化ツールが重要な役割を果たす．ここでは，視覚化ツールの一例

としてリスク・ベネフィット平面（Risk-Benefit Plane）について紹介する．『入門』で紹介

した Benefit risk space も同様の目的で使用されるが，本手法ではベネフィットやリスクの増

分に着目する点が異なる． 

3.4.1 Risk-Benefit Plane 

概略 

Risk-Benefit Plane (RBP)，すなわちリスク・ベネフィット平面とは，横軸をベネフィットの

増分（Incremental Benefit），縦軸をリスクの増分（Incremental Risk）とする平面であり，ベ

ネフィットとリスクを表す量の関係を視覚的に把握する目的で用いられる（図 3-5）[47]．

理論的には，複数のベネフィットやリスクを統合した量の増分と考えることも可能である

[70]．ベネフィットとリスクを，さらに総合して一つの量に縮約することはせずに，それぞ

れに分解したままの状態でいわば「同時に」表示（評価）する視覚化ツールである． 

 

図 3-5 リスク・ベネフィット平面の模式図 

Lynd ら[47]を改変． 

グラフの第 1 象限から第 4 象限の NE，NW，

SW，SE は，縦軸の上方向を「北」に見立てた

ときの方位（北東，北西，南西，南東）を示す．

ベネフィットもリスクも増加する場合

（ 0,0 >∆>∆ RB ）は NE，ベネフィット

が 減 少 し リ ス ク が 増 加 す る 場 合

（ 0,0 >∆<∆ RB ）は NW，のように，

ベネフィットとリスクの増減の大まかな方向

性を表す． 
傾き 1 の直線(RBAT) BR ∆=∆  はベネフィッ

トとリスクを同じ「重み」で評価することを示

す．ベネフィットおよびリスクの増分がそれぞ

れ 0.1 および 0.02 の場合（赤点），この点は直

線の下方にあるので，リスクがベネフィットを

下回る，あるいはリスクの増加がベネフィット

の増加を下回ることを示す． 

ここでベネフィットに関する項目 X については，値 x が大きいほど好ましいとしよう．こ

の場合， X の値が x から xx ∆+ に増加すると，ベネフィットもまた増加する．リスクにつ

いても同様で，例えば項目Y については有害事象の発現割合のような内容を想定し，値 y が

小さいほど好ましいとする．Y の値が y から yy ∆+ に増加すると，好ましさ（効用）は減

少し，リスクは増加する． 

臨床試験の結果，例えば治験薬a については ( )aa yx , ，対照薬b については ( )bb yx , という結

果だったとしよう．ここでは属性の値の差がそのままベネフィットやリスクの差を表して
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いるとみなす（ xb ∆=∆ ， yr ∆=∆ ）と，治験薬a の投与による（対照薬b と比較した）ベ

ネフィットやリスクの増加を検討したい場合は， ba xxb −=∆ ， ba yyr −=∆ として，リス

ク・ベネフィット平面上に点 ( )rb ∆∆  , をプロットする．もし，複数の試験で，同様な増分

を求めることができれば，試験ごとの増分の組 ( )RB ∆∆ , をプロットすることで，全般的

な傾向を把握することができ，その意味で視覚的なツールとして有用である． 

Risk-Benefit Acceptability Threshold (RBAT) 

ベネフィットの側を１単位増加させるために，どの程度の犠牲をリスクの側で支払っても

よいかを定めた値を Risk-Benefit Acceptability Threshold (RBAT)と呼ぶ．RBAT は
B
R

∆
∆

= µ と

いう比の値の上限であり，ベネフィット・リスク評価の観点から許容されるのは，この上

限を下回る場合，つまり µ<
∆
∆

B
R となる場合である． 

図 3-5 で，ベネフィットとリスクを同じ「重み」で評価できるのであれば，プロットされ

た点の位置が傾き 1 の直線 BR ∆=∆ より下方（ br ∆<∆ ）なら，ベネフィットの増加を上

回るリスクの増加はなかったと考える．しかし，例えば「この有害事象の増分なら，2 倍く

らいまでは許容できる」と思えるような場合もあるだろう．つまり，この比がどの程度ま

でなら許容できるかというのは，質的・定性的な判断・評価の問題である．このように定

数µ は，質的・定性的な判断により適切に定める必要がある．  

ここで，この直線 BR ∆=∆  µ の傾きµ の意味について，あらためて考えてみよう．例えば

B∆ を QOL の増加（単位：点）， R∆ をある有害事象の増加（単位：%）とする．仮に 10=µ
としてみると， BR ∆=∆  µ という式は QOL の 1 点の増加が，ある有害事象の 10％の増加

に相当することを意味する．ここでは単位を敢えて揃えていないので奇妙な計算ではある

が，µ の値を定めることで，ちょうど異なる通貨を交換するように，ある種の価値の換算

が行われる．つまり， 10=µ と定めることは，ベネフィットの増加とリスクの増加との間

に，ある「等価関係」を樹立することである．この判断が妥当なら，ある有害事象が 8％増

加することは，QOL が 1 点増加することに比べれば相対的に価値が低い，等と判断できる．

しかし，では，この直線の傾きµ をどのように求めればよいのだろうか？ 

具体的な RBAT の決定方法として最もシンプルなものでは，ベネフィット 1 例分と釣り合

いがとれる，と意思決定者が考える許容可能なリスクの最大追加発生例数が提案されてい

る[47]．さらに意思決定者の意思だけではなく，既存のデータを考慮して RBAT を決定する

ことも提案されており，「ベネフィットの増加に起因する死亡割合の減少」と「リスクの増

加に起因する死亡割合の増加」の比を RBAT としている例もある[70]．どちらも死亡割合と

いう同じ指標に揃えることで，ベネフィットとリスクの相対的な比較の解釈を容易にする



 42 

ことを意図している．さらに PSM（3.5.1 参照）を用いることで公表論文データから RBAT

の信頼区間を考慮することも提案されている．また，ベネフィットの増加が期待できる一

方でリスクの増加も懸念される場合（図 3-5 の NE 領域）と，ベネフィットが減少するかわ

りにリスクも減少することが想定される場合（図 3-5 の SW 領域）とでは，値が異なるべ

きではないか，という議論もある．さらには，そもそも直線（限界値）ではなく，限界を

与える曲線，すなわち Risk–Benefit Acceptability Curve (RBAC)を定めることも提案されてい

る[47]．しかし，この比
B
R

∆
∆ の値を，データのばらつきも考慮して計算したり，評価したり

するのは意外に大変な作業であり，また実際によく行われているとは言い難い．  

事例 

以下に高脂血症治療薬であるロスバスタチン（以下 a とする）がアトルバスタチン（以下b
とする）に対して，リスクが増加することなくベネフィットが増加することを確認するた

めに，25 の臨床試験のメタアナリシスを行い，その結果を RBP に示した事例を示す[81]．

ベネフィットは LDL コレステロールの低下割合，リスクは中止に至った有害事象の発現割

合のオッズ比と定義して RBP を作成した（図 3-6）． 

この事例では信頼区間を縦横に表示することで表現しており，不確実性を含めて RBAT を

考慮する際には難点がある．PSM（3.5.1 参照）を用いてシミュレーション等を行った結果

をプロットすれば，偶然の変動（いわゆる「ばらつき」）の影響も考慮しつつ，ベネフィッ

トとリスクの増分がどのような関係にあるのかを把握することもできる． 

 

図 3-6 信頼区間を考慮した RBP の一例 

Wlodarczyk ら[81]を改変． 

X 軸はb に対する a のベネフィットの増分，Y

軸はリスクの増分である．さらに a の用量に対

するb の用量の比を 3 パターン考慮してプロッ

トし，b の用量が上がるほど a の増分ベネフィ

ットが減少するが，同時に増分リスクも減少す

る傾向を示している 
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3.5 不確実性を考慮する手法との組合せ 

さて，定量的手法を用いて何らかの点推定値が得られた時，不確実性を考慮しつつその結

果を解釈する必要がある．この不確実性には統計的なばらつきと，評価時に十分に得られ

ていない情報の両方が含まれる．ベネフィットとリスクを同時に考慮する際，特にベネフ

ィットとリスクを統合しようとする定量的手法では，各項目の信頼区間を臨床試験の結果

から算出することはできても，例えば項目同士が臨床的に独立でない場合もあり，「総合評

価値」の信頼区間を算出することは容易ではない．このような場合に，シミュレーション

は不確実性の取り扱いを容易にする有用な手段と成り得る． 

Probabilistic Simulation Methods（PSMs）は，さまざまな確率論的なシミュレーションを行う

方法の総称である．本文書では PSMs として 1 つの節にまとめているが，不確実性を推定す

るためのシミュレーションとしては大きく 2 つの方法があり，1 つはブートストラップ法，

もう 1 つは Monte Carlo Simulation (MCS)である．事前情報として何が利用可能かによって

どちらの手法を用いるべきかが決まり，各臨床試験で個別被験者のデータが得られている

場合にはブートストラップ，個別被験者の情報は得られておらず各項目の分布に関する情

報のみが得られている場合には MCS が有用となる． 

3.5.1 Probabilistic Simulation Methods 

Probabilistic Simulation Methods（PSMs）は，何らかのシミュレーションを行う方法の総称と

して用いられている．3.3 で紹介したような定量的手法を用いた上で，算出された指標やそ

の算出の基となったデータやプロセスの不確実性を取り扱うために PSMs を組み合わせて

使用する．そのため，結果の表現の方法などは，組み合わせた定量的な手法に依存する． 

ブートストラップ法 

ブートストラップ法とは，例えば試験薬群と対照薬群に対して，それぞれ 1,000 人分のデー

タがあったとして，この中からランダムに 100 人分のデータをそれぞれサンプリングする．

この 100 人分ずつのデータを使って，臨床試験 1 回のデータとみなし，ベネフィットとリ

スクに関する評価値を算出する．さらにまた次の 200 人分をランダムにサンプリングして

同じことを繰り返す．これがいわゆるブートストラップ法である．実際のデータから再抽

出を行うので，ベネフィットとリスクの各項目の関連性がある場合でもその関連性を持っ

たまま不確実性を考慮することができる利点があるが，公表論文から各被験者のデータを

得ることは難しく，適用範囲が限られるのが難点となる． 

Monte Carlo Simulation (MCS) 

一方でシミュレーションの方法として代表的なものが，Monte Carlo Simulation (MCS)である
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が，これは各項目について得られている平均やばらつき等の情報から，各項目の確率モデ

ルを設定し，そのモデルに従ってランダムに数千～数万回発生させたデータからベネフィ

ットとリスクの評価値の信頼区間等を推定する方法である．各被験者データは不要だが，

各被験者のデータがない中で適切な確率モデルを設定しなければならないことに難点があ

る．文献等から平均やばらつき等に関する情報が部分的に得られた場合でも，実際にはこ

れらの量の関連性（相関）等，より詳細な情報が不足していることも少なくない．こうし

た中でシミュレーションを行うためには，欠けている情報を仮定するしかないわけだが，

この仮定の妥当性が，多くの場合，そのままシミュレーションの妥当性を左右する．  

 

事例 1 

ここでは INHB（3.3.1 参照）と MCS を組み合わせた事例を紹介する[71]．公表論文から得

られた臨床試験結果の情報を元に，ベネフィットやリスクの増分をシミュレーションで発

生させた被験者単位で算出し，INHB のばらつきを検討している．カナダ当局と FDA の専

門家諮問委員会が検討した公表データを用いて，抗炎症剤であるナプロキセンに対するロ

フェコキシブの定量的なベネフィット・リスク評価を，健康効用値（health utility）を使用

する INHB を用いて実施し，ナプロキセンに対するロフェコキシブの有用性を示すことを目

的としている． 

具体的には，まず得られた臨床試験データから被験者の 1 年間の有害事象発生モデル（図 

3-7）を作成して事象間の関連性を考慮し，さらに各事象の発生割合は臨床試験データに基

づいた β 分布などの分布を独立に仮定している．そのモデルを用いて，ある人が治験薬群

に入った場合のベネフィットを，もし同じ人が対照群に入った場合のベネフィットと比較

して，その増分 ba XX − を 10,000回繰り返して算出し，被験者ごとにX軸にプロットする．  

 
図 3-7 有害事象発生モデル 

Lynd ら[71]を改変． 

ロフェコキシ
ブ投与*

確率で
発生
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出血等

死亡

対策の実施

対策の実施 対策の
成功

Net 
Increment 
QALY算出

No

YES

* ナプロキセン投与時も同じモデルを用いるが，発生確率などのパラメータを変更
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図 3-8 MCS 結果のプロット例 

Lynd ら[71]を改変． 

同様にリスクの増分 ba YY − を

算出して Y 軸にプロットする

（図 3-8）．さらに，得られた

値から INHBを算出してそのば

らつきを考慮することができ

る． 

この事例では特に有害事象発

生モデルという強い仮定を置

いており，結果を解釈する際に

はこのモデルの正しさがシミ

ュレーション結果に強い影響

を与えている点に留意した上

で検討することが必要となる． 

事例 2 

別の事例として，RBP（3.4.1 参照）と MCS を組み合わせた事例を紹介する[47]．公表論文

からの情報を元に MCS を実施することで，エノキサパリンもしくは未分画へパリンを投与

後に発現する深部静脈血栓症（DVT, Deep Vein Thrombosis）と大量出血の同時分布を推定す

ることを目的としており，ここでは未分画へパリンに対するエノキサパリンでの DVT 発現

割合の増分をベネフィットの増分（ B∆ ），同様に未分画へパリンに対するエノキサパリン

での大量出血の発現割合の増分をリスクの増分（ R∆ ）としている． B∆ と R∆ について，

平均の差や割合の差など点推定値にだけ注目していては，そのばらつきに関する評価がで

きない．そこで，これら 2 つの量 ( )RB ∆∆ , の分布（同時分布）を調べ，それから比の値

や曲線を下回る確率など，役に立ちそうな量を様々に計算して評価しようという方向性で

ある．  

 

まず公表論文の情報を元にベネフィット・リ

スクの各項目の発生割合に関して独立に β

分布を仮定し，臨床試験 1 本単位のシミュレ

ーションを 3,000 回実施して，RBP にプロッ

トした（図 3-9）． 

 

図 3-9 RBP への MCS 結果のプロット 

Lynd ら[47]を改変． 

まず図 3-9 のように図示することで，データのばらつきを考慮したうえで，点 ( )rb ∆∆ , が

ベネフィットの増分
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直線 BR ∆=∆ µ の下方に位置することの確からしさ，すなわちリスクの増加がベネフィッ

トの増加を上回らない確率を視覚的に把握することができる．さらに，直線 BR ∆=∆ µ の

下方に位置する点を数え上げることで， BR ∆<∆  µ という条件が満たされる事後確率を求

めることもできる．このグラフを観察すると，µ の値，すなわち RBAT を大きく設定する

ほど，直線の傾きが大きくなり，これに伴って直線の下方に位置する点の数が増えていく．

つまり，RBAT の増加とともに

BR ∆<∆  µ となる事後確率は増

加する．こうした計算の結果から，

RBAC（図 3-10）を作成すること

ができ，これらを参照することで，

例えば µ の値が意思決定者によ

っ て 変 わ り う る 場 合 に

BR ∆<∆  µ が満たされる事後確

率の感度分析を行うことが可能

となる．また，シミュレーション

によって生成された値 ( )rb ∆∆ , から比 rb ∆∆ を求め，この比の 95％信用区間を構成し，そ

れをµ の値と比較することも可能である． ただし MCS を用いる場合は，既に述べたよう

に公表論文から得られる情報では各項目の関連性に関する情報を得られないことが多く，

本事例でもその結果各項目が臨床的に独立であることを仮定しており，各被験者の情報が

得られない場合の限界となっている． 
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図 3-10 Risk–Benefit Acceptability Curve (RBAC) 

Lynd ら[47]を改変． 
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3.5.2 SMAA (Stochastic Multi-criteria Acceptability Analysis) 
分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 絶対値 
複数の項目と相対的重要性 複数の項目と相対的重要性を考慮し，価値関数を作成 
不確実性 データと選好に確率分布を考慮することで表現可能 
結果（総合指標）の表現法 各選択肢の順位の確率 

概略 

『ベネフィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析への招待－その理論と事例―』[15]

で紹介した多基準決定分析（MCDA）は，ベネフィットとリスクに関する複数の基準（項

目）を同時に考慮することができる手法であった．各項目間の選好関係をもとに価値関数

を構成し，各選択肢に対してスコアを算出するが，各項目のデータの統計的なばらつき

（variability）や，各項目の選好が評価者によって異なる可能性などの不確実性に対して，

価値関数に代入するデータや価値関数の各項目の重みを様々に変化させて，感度分析を行

って対処していた．様々なパターンで価値関数を再構成するのはかなりの労力を要する． 

そこで，MCDA を拡張し，データや選好に確率分布を導入することで不確実性を考慮でき

る方法として SMAA が開発された[38]．SMAA ではシミュレーションに基づいて価値関数

を再構成し，不確実性を表現する．そして，不確実性を考慮した上で各選択肢に順位をつ

け，順位許容度（後述）という指標を算出する．様々な方法が提案されており，SMAA-2

は SMAA の順位許容度を 1 位以外にも拡張した方法であり，SMAA-O はデータが序数（順

位）であるときに用いる方法である．詳細は Tervonen らを参照されたい[82]．本節では後に

紹介する事例で用いられている SMAA-2 を紹介する． 

まず前提として，意思決定を行うにあたり，n 個の考慮すべきベネフィットやリスクの項目

と m 個の意思決定の選択肢があるとする．このとき，ある選択肢 i の各項目の測定値ベク

トルは下記のように定義できる． 

 

ここで下線は行列又はベクトルを表す．これは，『ベネフィット・リスク評価 中級編』[15]

でそれぞれの選択肢の「プロファイル」として紹介しているものと同じである．
i

kξ は選択

肢 i の項目 k のデータを表し，確率変数である．つまり，ξiは同時確率分布 ( )ξg に従うこ

とになる．上記の数式の理解を深めるために，『ベネフィット・リスク評価 入門』[14]や『ベ

ネフィット・リスク評価 中級編』[15]で用いたのと同様の，架空の降圧薬の事例を考える． 

 

 

( )i
n

ii ζζξ ,,1 =
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＜架空の降圧薬における例＞ 

架空の降圧薬 A と降圧薬 B のベネフィット・リスク評価を考える．ベネフィットとして降

圧効果，リスクとして重篤な有害事象発現割合のそれぞれ 1 つずつの項目を考え，これら

は統計的に独立であると仮定する．薬剤 A の降圧効果が 12 mmHg，重篤な有害事象発現割

合が 3%，薬剤 B の降圧効果が 10 mmHg，重篤な有害事象発現割合が 2%であったとき，

それぞれの選択肢の測定値ベクトル（プロファイル）は下記のように表現できる． 

( )
( )%2,10

%3,12

mmHg

mmHg
B

A

=

=

ξ

ξ
 

ここで，降圧効果に対して，薬剤 A は平均 12，分散 1 の正規分布，薬剤 B は平均 10，分

散 1 の正規分布を仮定する．有害事象発現割合に対して，薬剤 A はパラメータ 6，194 の

ベータ分布，薬剤 B はパラメータ 4，196 のベータ分布を仮定した．実際に確率分布を仮

定する際は，データに基づいて設定し，分布のあてはまりも確認すべきである． 

次のステップとして，各項目のデータ
i

kξ を 0（最も良い値）から 1（最も悪い値）で表現

できるように標準化（スコアリング）し，それを部分価値関数（partial value function）

( )i
kkv ξ として定義する．全体の価値関数は，部分価値関数を選好により重みづけし，足し

合わせた下記の関数となる． 

 

ここで，w は各項目に対する重みのベクトルであり，その要素は 0>kw かつ 1=∑ kw を満

たすように設定する．なお，各項目は選好の上で独立であることを前提とし，重みは swing 

weighting により項目間の相対的な重要度として与える．例えば，選択肢 k 又は選択肢 l の

いずれかが最も悪い値から最も良い値に改善する際，選択肢 k が改善する方が望ましい場

合，重みは lk ww > と設定する．そして，重みベクトル w を与えたもとで ( ) ( )wvwv ji ,, ξξ >

は選択肢 i が選択肢 j よりも好ましいことを意味する．（swing weighting 及び選好の独立性に

ついては「ベネフィット・リスク評価 中級編」[15]の 1.3.3 を参照されたい．）重み w は意

思決定者の選好によるが，選好の情報が完全ではない場合や，順位のような部分的な情報

だけがある場合も考えられる．そのため，想定される重みの空間Ωで重み w を確率密度関

数 ( )wf によって表現する． 

 

例えば，選好の情報が完全にない場合には，想定される重みの空間で一様分布を仮定した

り，順位情報がある場合には，その順位に応じて想定される区間を制限したりして確率的

( ) ( )∑
=

⋅=
n

k

i
kkk

i vwwv
1

, ξξ

{ }10: =≥∈=Ω ∑ j
n wandwRw
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に重みを与えることができる． 

 
＜架空の降圧薬における例（続き）＞ 

標準化のための部分価値関数は下記のように定義した[14, 15]．これにより，各項目の各デ

ータは 0 から 1 の数値に変換される． 

( ) ( )
10

10
,

15
2

22
1

11

i
i

i
i ξ

ξν
ξ

ξν
−

==  

重みベクトルとして，2 パターンを考えた． 

パターン①：選好について，医療従事者等と協議して設定できた場合 

降圧効果が 1/3，重篤な有害事象が 2/3 とする． 

( )32,31=w  

パターン②：選好について，情報がなかった場合 

降圧効果が一様乱数に従い，重篤な有害事象は 1 から降圧効果の重みを引いた値とする． 

確率変数の実現値としてξと w を与え，全体の価値関数を計算すると，選択肢の順位が得

られる．この順位の関数 rank(i, ξ, w)は下記の式で表現することができる． 

 

ここで ( )•ρ は ( ) 1=trueρ ， ( ) 0=falseρ であり，rank(i, ξ, w)により各選択肢の順位が最

も良い順位（=1）から最も悪い順位（=m）の間で整数として与えられる．このようにして

各選択肢の順位が決まるわけだが，SMAA は各項目のデータと重みに設定した確率分布よ

りシミュレーションを行うことで，不確実性を考慮した上で各選択肢の順位，順位許容度

（rank acceptability index， r
ib ）という指標を導く．順位許容度は rank(i, ξ, w) = r（選択肢

i が r 位）となる，全ての重みベクトル w と項目の同時確率ベクトルξの占める確率である． 

 
ここでΞは各選択肢の各項目のデータが取り得るベクトル空間，

r
iΩ は rank(i, ξ, w) = r と

なるときの重みベクトルである．
r

ib を r=1 から m まで足すと 1 になる．順位許容度は選択

肢 i が r 位に順位づけられる確率と解釈することができ，0 であれば選択肢 i が r 位になるこ

とはなく，1 であれば選択肢 i が必ず r 位になることを意味する．具体的には， 3.05
2 =b で

あれば選択肢 2 が 5 番目をとる確率は 0.3 である．つまり，ベネフィット・リスク・プロフ

ァイルが好ましい選択肢は，1 位に対して高い順位許容度を示すはずである． 
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＜架空の降圧薬における例（続き）＞ 

設定した確率分布に基づき，1000 回のシミュレーションを行った結果，各重みのパターン

に対して，以下の順位許容度が得られた． 

パターン①： 583.0,417.0 11 == BA bb  

パターン②： 411.0,589.0 11 == BA bb  

パターン①では薬剤 B の方が順位許容度は大きかった．一方，パターン②では薬剤 A の方

が順位許容度は大きかった．これは重篤な有害事象発現割合の重みがパターン②よりもパ

ターン①の方が相対的に大きく，重篤な有害事象発現割合は薬剤 A よりも薬剤 B の方が小

さかったためである．しかしながら，いずれのパターンにおいても，薬剤間の順位許容度

の差は 20%弱であり，圧倒的にどちらかの薬剤が優れているというわけではない．このよ

うに SMAA ではどの選択肢が優れているかを決定論的に結論づけるのではなく，不確実性

を順位の確率という形で表現している．また，順位許容度は数式上多重積分が必要になる

が，MCS を使えば多重積分をわざわざ解く必要は無い．様々な想定を置き，確率分布を用

いて感度分析を行うことは有用かもしれない． 

SMAA では，順位許容度以外にも central weight vector，confidence factor という指標がある．

central weight vector とはある選択肢 i が 1 位となるのに望ましい重みベクトルであり，

confidence factor は central weight vector を与えたときに選択肢 i が 1 位となる確率である．詳

細はTervonenらを参照されたい[83]．なお，SMAAは
1

ib のみを考慮した方法であり，SMAA-2

は 1 位以降も考慮した方法である． 

事例 

3.2.1 で紹介した事例データを用いて，4 つの抗うつ薬とプラセボのベネフィット・リスク

評価を行った事例を紹介する．考慮した項目はベネフィットが「HAM-D（Hamilton Rating 

Scale for Depression）の 50%以上の改善」，リスクは「下痢」，「不動性めまい」，「頭痛」，「不

眠症」，「吐き気」である．SMAA を行う際，3 つのシナリオを想定した．選好の情報が全く

ない場合，軽度なうつ病を想定して専門家に項目の順位を聞いた場合，重度なうつ病を想

定して専門家に項目の順位を聞いた場合である．シナリオごとの順位許容度を図 3-11 に示

す．本事例ではシナリオごとに順位許容度が異なり，状況に応じて，好ましい治療（プラ

セボを含む）が異なることがわかった． 
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図 3-11 シナリオごとの順位許容度 
Van Valkenhoef ら[68]を改変 

A. 選好の情報が全くない場合; B. 軽度のうつ病の

場合; C. 重度のうつ病の場合 

 
A. プラセボが 1 位となる確率が大きい． 

  
B. 専門家は不眠症＞HAM-D＞不動性めまい＞吐

き気＞下痢＞頭痛の順番に重要と考えた．その結

果，1 位の順位受容度はプラセボが 0.56，パロキセ

チンが 0.28 となり，一方で 5 位となる順位受容度

はベンラファキシンが 0.62，続いてセルトラリンが

0.24 となった． 

C. 専門家は HAM-D＞不眠症＞不動性めまい＞吐

き気＞下痢＞頭痛の順番に重要と考えた．1 位の順

位受容度はパロキセチンが 0.47 と高く，プラセボ

は 0.09 と低くなった．プラセボが 5 番目となる順

位受容度は 0.56 と大きい． 

考察 

SMAA は MCDA に確率的要素を考慮することで，不確実性を考慮している．データだけで

なく，選好にも不確実性を考慮する点は興味深く，感度分析を行える点で有用だろう．ま

た，事例で紹介したように結果をグラフィカルに表示することで理解しやすくなるだろう．

順位許容度と共に各選択肢の総合評価値の信頼区間を算出することも不確実性を考慮する

上では有用と考える．実際に SMAA を適用する際には，各項目の同時確率分布をどのよう

に仮定するか，よく検討しなければならない． 
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3.6 ベネフィットとリスクのバランスを評価する定量的手法のまとめ 

ここまでに紹介しなかった定量的手法（いくつかは別添で紹介している）も含めて，表 3-6

の分類をもとに考えてみたい． 

 

1) 解析に必要なデータのタイプ 

患者（または医療従事者）の意見を明示的に取得する方法として 3.1 では Stated Preferences 

Methods（SPM，3.1.1 参照）を紹介した．3.3 では集団として計算する指標として，Incremental 

Net Health Benefit（INHB，3.3.1 参照），Number Needed to Treat/Harm（NNT/NNH，3.3.2 参照），

および Minimum Clinical Efficacy（MCE，3.3.3 参照）の 3 つを紹介した．被験者ごとに計算

可能な指標としてBenefit-Less-Risk Analysis（BLRA，5.3参照 ）とQuality-Adjusted Time Without 

Symptoms or Toxicity（Q-TWiST，5.5 参照）を別添で紹介している． 

2) ベネフィットやリスクの項目の値 

疫学の指標として広く利用されている NNT/NNH（3.3.2 参照）などが例として挙げられる．

患者の生活の質（QoL）で調整した生存時間である Quality Adjusted Life Year（QALY，5.4

参照）を項目の値として用いる方法として，INHB（3.3.1 参照）や Q-TWiST（5.5 参照）な

どが知られている． 

3) 複数の項目と相対的重要性 

ベネフィットやリスクの複数の項目をそのまま複数として扱える方法が多いが，複合指標

を用いる方法（RBP，3.4.1 参照）もある． 

4) 不確実性 

不確実性は各定量的な手法に，ごく一般的なシミュレーションの技法（PSM，3.5.1 参照）

を組み合わせて対処することが多い．3.5 では，INHB（3.3.1 参照）と組み合わせた事例を

紹介した．不確実性の推定にベネフィットとリスクの同時分布を利用する方法としては

PSM（3.5.1 参照 ），RBC（5.6 参照），Risk-Benefit Plane（RBP，3.4.1 参照）などが挙げられ

る．MCDAにPSMの考え方を導入したStochastic Multi-criteria Acceptability Analysis（SMAA，

3.5.2 参照）では，ベネフィット・リスクを順位許容度として評価できる．なお，不確実性

の扱いについては主に市販後のベネフィット・リスク「再」評価を対象とした別の報告書

で取り上げたい． 

 

5) ベネフィット・リスク評価結果の表現法 
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「総合指標」として，ベネフィットとリスクの差をもとめるものには INHB や NCB（3.3.1

参照），MCE（3.3.3 参照），BLRA（5.3 章参照）などがあり，また，ベネフィットとリスク

の比をもとめるものには Relative value adjusted-NNH（RV-NNH, 3.3.2 参照 ），生活の質ごと

に重み付けした生存期間等の総和を求めるもの（Q-TWiST，5.5 参照）などがある．また，

RBC（5.6 参照）や RBP（3.4.1 参照）などは，それぞれ独自の視覚化ツールを用いて結果を

表現している．さらに一つの総合指標に縮約せず，ベネフィットとリスクの同時分布を利

用する方法としては PSM（3.5.1 参照），RBC（5.6 参照），RBP（3.4.1 参照）などもが挙げ

られる． 

意思決定をサポートするベネフィット・リスク評価における定量的手法の応用には多くの

限界点があり，適応に当たっては様々な前提条件を設定せざるを得ない．医薬品のベネフ

ィット・リスク評価のために開発されたものではない方法もあるせいか，これらの前提条

件は必ずしも明確に説明されていないことが多く，注意が必要である．このような「暗黙

の了解」を理解せずに手法を適用しても，何ら意味のある結果を得られないばかりか，誤

った結論で意図していない意思決定を後押ししてしまう危険すらある． 
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4. 各手法に共通の限界点 

EMA の報告書では，MCDA 以外の方法も MCDA とは全く独立に提案されたものであるに

もかかわらず，「この方法は多基準モデル（multi-criteria model）の一例である」とか，「こ

れも多基準モデルの一種である」等の見解が散見される[10]．これは，ベネフィットとリス

クのバランスについて定量的に検討しようとすると，結果的に以下の手順が必要になるた

めであると考えられる． 

・ ベネフィットやリスクを特徴づける複数の項目（決定理論では属性と呼ぶ，多基準決定

分析の「基準」も同意）の値の組み合わせ（プロファイル）ごとに，順序や大小を表す

関数を定める必要がある． 

・ それぞれに異なる属性の値を比較して，相互のバランスやトレード・オフの関係を検討

するためには，何らかの尺度に揃える必要がある． 

MCDA については『ベネフィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析への招待－その理

論と事例―』[15]を参照されたい．ここでは，以下のような簡略化した効用関数を仮定して

考察を試みた．これは，各定量的手法の共通点を探り横断的に理解しようとする試みであ

り，ある特定の手法にのみ関心のある読者は読み飛ばしていただいても支障はない．この

ような観点から各手法を見直していくと，一見異なるように見えても，ある特殊な価値関

数や効用関数，あるいはそれを変形した量に対応する方法であり，しかも実質的に加法的

な価値関数や効用関数に相当するモデルを想定していることがわかるだろう． 

この章では，以下の定義に基づいて説明を進める．まず，ベネフィットに関する属性を大

文字の X で表し，その値を小文字の x で表す．一方，リスクに関する属性をY で表し，そ

の値を y で表す．また，2 属性の値をまとめて ( )yx, と表し，これをプロファイルと呼ぶ．

薬剤a のプロファイルを ( )aa yx , ，薬剤 b のプロファイルを ( )bb yx , 等と表す．薬剤の好まし

さ，あるいはプロファイル ( )yx, がもつ臨床的な好ましさが，効用関数 ( )yxu , によって表

現・記述されるものとし，さらに，この効用関数が以下のように加法的に表される場合に

ついて考える． 

( ) ( ) ( )yukxukyxu YYXX +=, （ただし，
+− ≤≤ xxx ， +− ≤≤ yyy ） 

ここで，
−x や −y は属性が取りうる値の最小値を，また

+x や +y は最大値を表す．また，こ

れらの値の範囲内で，いずれの効用関数も 0 から 1 までの値を取るように尺度調整されて

おり（ ( ) 1,0 ≤≤ yxu ， ( ) 10 ≤≤ xuX ， ( ) 10 ≤≤ yuY ），係数についても 0≥Xk ， 0≥Yk ，

1=+ YX kk  が成り立つものとする． 
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なお，効用関数に対して，正の定数を掛ける，定数を加える等の変換を行っても，効用関

数が表す選好関係は変わらないことが知られている．例えば，効用関数 ( )yxu , ， ( )yxua , ， 

( ) byxu +, ,及び ( ) byxua +, は,いずれも同じ選好関係を表している（ただし 0>a ）．こ の

ような関数は戦略上同等（strategically equivalant）であると呼ばれ，記号「~ 」を用いて 

( ) ( ) ( ) ( ) byxuabyxuyxuayxu ++ ,    ~   ,  ~  ,   ~  ,  

等と表す. 

さらに，以下の仮定をおく． 

・ ベネフィットについては（例えば），属性 X の値 x が大きいほど好ましく，その効用関

数 ( )xu X は関数 ( ) xxi =+ と戦略上同等である． 

・ リスクについては（例えば），属性Y の値 y が小さいほど好ましく，その効用関数 ( )yuY

は関数 ( ) yyi −=− と戦略上同等である． 

ここで，効用関数が 0 から 1 の値を取るように尺度を整えると，まず属性 X については， 

x の範囲が
−x から

+x までなので ( ) 0=−xuX ，及び ( ) 1=+xuX が成り立つ．これらを満たす 

( ) xxi =+ と戦略上同等な効用関数は 

( ) −+

−

−
−

=
xx
xxxuX  

となる．同様に， y の範囲は
−y から

+y までなので ( ) 1=−yuY ，及び ( ) 0=+yuY を満たす

( ) yyi −=− と戦略上同等な効用関数は 

( ) −+

+

−
−

=
yy
yyyuY  

となる．したがって，上述した仮定を満たす効用関数は 

( ) −+

+

−+

−

−
−

+
−
−

=
yy
yyk

xx
xxkyxu YX,  

となる．同様に考えると，ベネフィットについても属性 X の値 x が小さいほど好ましい場

合（属性 X の効用関数が ( ) xxi −=− と戦略上同等な場合）は，以下の効用関数を考えれば

よい． 

( ) −+

+

−+

+

−
−

+
−
−

=
yy
yyk

xx
xxkyxu YX,  

以下では，このような効用関数を必要に応じて参照する． 

ところで，こうしたアプローチでは，ベネフィットについてはもちろん，リスクについて

も値が大きいほど，つまりリスクに対応する関数 ( )yuk YY の値が大きいほど好ましい（効用

が高い），という関係が表現されるように関数を定める．しかし，一般に「リスクの大きさ」
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を表す量を問題にする場合には，むしろ好ましくない場合に値が大きくなる量を考えた方

が解釈しやすい．そこで，以下では，項目 x に関する「ベネフィットの大きさ」を表す量 ( )xB
については，関数 ( )xuk XX をそのまま参照する（ ( ) ( )xukxB XX= ）．一方，項目 y に関する

「リスクの大きさ」を表す量 ( )yR については，関数 ( )yuk YY ではなく，符号を逆転させた

うえで標準化した ( ){ }yuk YY −1 という関数を参照しよう（ ( ) ( ){ }yukyR YY −= 1 ）．つまり，

リスクに関する好ましさが大きくなるほど（ ( )yuY の値が 1 に近づくほど），リスクの大き

さを表す量 ( )yR は 0 に近い値を取り，逆にリスクに関する好ましさが小さくなるほど

（ ( )yuY の値が 0 に近づくほど）リスクの大きさを表す量 ( )yR は大きな値を取る（最大値

は Yk ）というわけである．このように定めておくと，例えば薬剤 a ，b 間でのベネフィッ

トの大きさの差 ( ) ( )ba xBxB − や，リスクの大きさの差 ( ) ( )ba yRyR − ，あるいはこのような

差の，さらに差や比について，見通しよく（効用という共通尺度にそろえた上で）議論す

ることができる． 

なお，以上の内容を効用関数の観点から見なおすと，元の効用関数 ( )yxu , と戦略上同様な

以下の関数を考えていることになる． 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )yRxBkyukxukyukxukyxu YYYXXYYXX −=−++=   ~  ,  

こうして，2 つの項目のうちの一方がベネフィットを表し，他方がリスクを表しているとい

う比較的単純な場合には，効用関数を，ベネフィットの大きさを表す関数とリスクの大き

さを表す関数の差に分解して考えることができる． 

NNT/NNH の場合 

まず，NNT/NNH について考える．EMA からは有用性なしと判断されているが，逆に役に

立つかもしれないのはどのような場合だろうか？ 

NNT では，ベネフィットに関する属性 X （予防すべきイベントの発現割合）について，そ

の値 x が小さいほど好ましいので，以下の効用関数を考える． 

( ) −+

+

−+

+

−
−

+
−
−

=
yy
yyk

xx
xxkyxu YX, （ただし，

+− ≤≤ xxx ， +− ≤≤ yyy ） 

ごく単純に， 1  ,0  ,1  ,0 ==== +−+− yyxx とすると，この式はもっと簡単に 

( ) ( ) ( )ykxkyxu YX −+−= 11, （ただし， 10 ≤≤ x ， 10 ≤≤ y ） 

となる．前節の議論から，ベネフィットやリスクの大きさを表す関数を 

( ) ( ) ( )xkxukxB XXX −== 1 ， ( ) ( ){ } ykyukyR YYY =−= 1  

と置いてみよう．すると 

( ) ( )
( ) ( ) ab

ba

X

Y

ba

ba

xx
yy

k
k

xBxB
yRyR

−
−

⋅=
−
−

 

となる．これを NNT/NNH の式 
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( )
( ) ab

ba

ba

ab

xx
yy

yy
xx

NNH
NNT

−
−

=
−
−

=
1
1

 

と見比べると 

1=
X

Y

k
k

，すなわち， YX kk =  

という条件が成り立つ場合，NNT/NNH が ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }baba xBxByRyR −− と一致すること

がわかる．つまり，NNT/NNH という量は，そのままでは項目の値から計算可能な数ある量

のひとつに過ぎず，直観的にベネフィットとリスクの比と関係した量を計算しているよう

だ，ということは理解できても，無条件にそう考えてよいのか，また「ベネフィット」や

「リスク」が具体的に何を表しているのか，そして比の値をどのように解釈したらよいの

か曖昧である．しかし，上述した条件が成り立つ場合には，この量を，効用という共通尺

度にそろえた上で 
( ) ( )の差薬剤間のベネフィット薬剤間のリスクの差  

という比を表した量として解釈できる．したがって，例えば比の値が 1 なら薬剤間のリス

クの差とベネフィットの差が等しい（バランスしている）ということである．さて， YX kk =
という条件は，要するにベネフィットに関する項目とリスクに関する項目の相対的な重要

性（重み）が等しいということである．これが妥当な場合は NNT/NNH という量によって

適切なベネフィット・リスク評価を行うことが可能であろう． 

 

その他の指標 

前節と同様に考えると，Incremental Net Health Benefit（INHB），Risk-Benefit Acceptability 

Threshold（RBAT）等の量についても，どのような点に留意すれば，ベネフィット・リスク

評価に役立てることができるのか検討することができる．つまり，こうした量が，たんに

データ（項目の値）から計算可能なある量ということに留まらず，効用という共通尺度に

そろえた上で評価したベネフィットやリスクに関する量として解釈できるのはどのような

場合か，その条件を知ることができる．前節と同様な記号を用いて，項目の値から計算さ

れる量，効用関数を用いたベネフィットやリスクの大きさの表現例，またこれらの量がベ

ネフィットとリスクに関する量と一致する条件を下表に示した． 

なお，参考までに，NNT/NNH に関する内容も再掲した．ただし，前節では項目の値が取り

うる範囲について 1  ,0  ,1  ,0 ==== +−+− yyxx という条件を設けて単純化していたが，

以下ではもっと一般的に
+− ≤≤ xxx ， +− ≤≤ yyy という範囲を考えている．というのは，

例えば，ある有害事象の発現割合について 0％（ 0=−x ）から 100％（ 1=+x ）までの広範

な範囲で価値判断が必要である，という状況はむしろ稀だと考えられるからである． 
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表 4-1 指標の値とベネフィット/リスクの大きさとの相互関係 
指標 項目の値を用

いて計算され

る量（1） 

ベネフィット/リス

クの大きさを用いた

表現（2） 

効用関数を用いたベネ

フィット/リスクの大き

さの表現例（3） 

(1) と (2) が一致する条件 
[(3)を(2)に代入し(1)と比較

して導く] 

NNT/ 

NNH ab

ba

xx
yy

−
−

 
( ) ( )
( ) ( )ba

ba

xBxB
yRyR

−
−

 

( ) −+

+

−
−

=
xx
xxkxB X ， 

( ) −+

−

−
−

=
yy
yykyR Y  

−+−+ −
=

− yy
k

xx
k YX  

IHNB 
( )
( )ba

ba

yy
xx
−−

−
 

( ) ( ){ }
( ) ( ){ }ba

ba

yRyR
xBxB

−−
−

 

( ) −+

−

−
−

=
xx
xxkxB X ， 

( ) −+

−

−
−

=
yy
yykyR Y  ( )1=

−
=

− −+−+ yy
k

xx
k YX

 

RBAT 
ba

ba

xx
yy

−
−

 
( ) ( )
( ) ( )ba

ba

xBxB
yRyR

−
−

 同上 −+−+ −
=

− yy
k

xx
k YX  

まず，IHNB（0）については，項目の値（データ）の薬剤間の差を，そのままベネフィット

やリスクの差と見なし，ベネフィットの差からリスクの差を差し引いた量を求めるのだっ

た．ここで期待されているのは，例えば，ベネフィットの増加が，リスクの増加を上回る

ようなら正の値をとること，また上回る程度が大きいほど大きな値をとること等であろう．

その意味では，データから計算される ( ) ( )baba yyxx −−− という差が，この量が表現して

いると考えられる効用の差 ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }baba yRyRxBxB −−− と完全に一致する必要はなく，

少なくとも大小関係さえ一致すれば十分かもしれない．すなわち，任意の ax ， bx ， ay ， by
について，( ) ( )baba yyxx −−− と ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }baba yRyRxBxB −−− が同符号になる条件を求

めれば十分かもしれない．この観点からは表 4-1 で示した条件はやや厳しすぎ，他と同じ

条件でよい（すなわち 1=  の部分は不要）． 

また RBAT を用いる際には，まず項目の値（データ）を用いて ( )baba yyxx −− , という点

をグラフ上にプロットする．すると ( ) ( )baba xxyy −− という比は，この点と原点を結ぶ直

線の傾きに相当する．この方法では，こうした傾きとして許容される上限の値があり，得

られたデータの示す傾きがその値より小さければ，リスクの増加がベネフィットの増加を

下回る，あるいはリスクの増加を上回るベネフィットの増加がみられた，等と解釈する．

ここで問題となるのが，どのように傾きの上限を定めるかである．表 4-1 から，最右欄の

条件が満たされる場合は，データから計算した傾きが，そのままベネフィットの増加とリ

スクの増加の比に一致する．したがって，ベネフィットの増加とリスクの増加がバランス

する（両者が一致する）のは傾きが 1 となる場合である．つまり，上述した条件が成り立

つ場合には，傾き 1 の直線と比較すればよいことになる．一方，このような条件が成り立

たない場合，ベネフィットの増加とリスクの増加が一致するのは 
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( ) ( )
( ) ( ) 1=

−
−

ba

ba

xBxB
yRyR  

となるとき，すなわち下式が成り立つ場合である 

−+

−+

−
−

=
−
−

xx
yy

k
k

xx
yy

Y

X

ba

ba ． 

したがって，傾き −+

−+

−
−

xx
yy

k
k

Y

X の直線と比較すればよい．ただし，そのためには，事前に重

みの評価を行い， Xk と Yk を定めておく必要がある． 

このような形で互いに比較してみると，これらの指標の値を，そのままベネフィットやリ

スクに関する関係として解釈してよい条件は，どれも似かよっていることがわかる．まず，

大前提として，指標を計算するために必要な項目の値と，その医学的な価値や効用の大き

さが，直線的な関係にあることを想定していた．しかしながら，既に指摘したように，得

られたデータの値と，その値が意思決定において意味する「好ましさ」や「価値」とを同

一視してよいかどうかは，慎重に検討しなければならない．また，複数の項目（評価項目）

の相対的な重要性が，取りうる値の範囲と比例的な場合（ ( ) ( )−+−+ −−= yyxxkk YX :: と

なる場合）に，こうした一致が成り立つ点も共通している．要するに，重要性において釣

り合いが取れないデータを総合して「指標」を定めても，ベネフィット・リスク評価には

結びつかないということである．こうした点に疑いが残るようであれば，やはり相互の重

みを考慮して，指標に何らかの修正を加えるべきであろうし，また，そうするためには，

項目相互の重要性を十分に評価する必要がある． 
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5. 別添  
5.1 Stated Preference 

ここでは表明選好の調査で用いられる解析方法等について，紹介記事にならって[52]，ただ

し，より単純な数値例を用いて，分析方法の概略を紹介する． 

表明選好の調査から得られたデータを解析する際には，多項ロジット・モデルや多項プロ

ビット・モデルを用いることが多い．また，同一の被験者内でのばらつきを考慮して，混

合効果多項ロジット・モデルを用いることもある[18]．こうしたモデルでは，より好ましい，

あるいは効用が高い治療，もしくはプロファイルほど高い確率で選択される（選好される）

ことを想定している．おそらく主症状の重症度が最も低く，かつ重篤な有害事象の発現率

が最も低いプロファイル A が最も好ましく，それとは逆のプロファイル B が最も好ましく

ない．したがって，様々な対比較を通じて A が選択される確率が最も高く，B が選択され

る確率は最も低い，という結果が得られるのが自然であろう．また，こうしたプロファイ

ルごとの確率の比較を通じて，ベネフィットに相当する主症状の軽減と，リスクに相当す

る重篤な有害事象の発現率の増加が，どこでバランスするのか，つまり症状の軽減という

ベネフィットの増加に対し，選好あるいは効用という観点からみて均衡する発現率の増加，

つまりリスクの増加が具体的にどの程度の大きさなのか，さらに分析を進めることができ

る． 

表明選好の分析 

表明選好データの分析についてさらに論じるため，いくつか記号を導入したい．まず，主

症状の重症度という属性 X が取りうる値（「なし」，「軽症」，「重症」）を小文字の x で，ま

たある重篤な有害事象の発現率という属性Y が取りうる値（3%/年，5％/年）を小文字の y
で表す．すると，個々の治療の好ましさの大きさを，これらの属性の関数として表した効

用関数を ( )yxu , と表すことができる．また，この属性の組み合わせ（プロファイル）が選

択（選好）される確率を ( )yxp , と表そう．  

さて，効用関数 ( )yxu , の値が大きくなるほど，このプロファイルを選好する確率 ( )yxp , が

大きくなるという関係をモデル化する方法として，多項ロジット・モデルや多項プロビッ

ト・モデル，混合効果多項ロジット・モデル等が用いられることについては既に述べたと

おりである．また，効用関数 ( )yxu , としてどのような関数を用いるかであるが，あまり複

雑な関数にしてしまうと，かえって解釈が難しくなる．比較的，よく見られるのが，線形

モデルと呼ばれる，ベネフィットに関する属性 x と，リスクに関する属性 y に関係する変

数を定数倍して和をとったモデルである．以下では，もう少しだけ一般化して，効用関数

( )yxu , が，ベネフィットを表す部分 ( )xuX と，リスクを表す部分 ( )yuY とに 
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( ) ( ) ( )yuxuyxu YX +=,  

と分解できる場合について考えよう．これまで主に用いてきたモデルとの違いは，関数の

とる値の範囲（値域）を 0 から 1 までにそろえること（尺度変換）を想定していない点で

ある． 

こうした関数は，あるモデルをあてはめて解析を行った結果として得られるものであり，

具体的に何を表現しているのか判然としないかもしれない．単に，この関数の値が大きい

ほど，より選好されている（選択されている）というだけの内容であり，暗黙の（implicit

な）効用関数等と呼ぶことがある． 

さて，調査により得られたデータを解析の結果，効用関数の中身が推定され，以下の結果

が得られたとしよう． 

( )
( )
( )
( )








=
=
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=
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軽症

なし　

x
xxuX

  0
  2.0

  x  5.0
， ( ) ( )
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=
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=
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年

/%5   0
/%3   5.0

y
y

yuY  

このような値だけ示されても，何とも解釈のしようがないと感じるかもしれない．そこで，

これらの値の和として得られる効用関数の値をプロファイルごとに求めると以下のように

なる． 

プロファイル 主症状 
の重症度： X  

ある重篤な有害事象 
の発現率（/年）：Y  効用関数の値 

1 重症 3% 0.5 
2 重症 5% 0 
3 軽症 3% 0.7 
4 軽症 5% 0.2 
5 なし 3% 1 
6 なし 5% 0.5 

この被験者集団では，1 番と 6 番のプロファイルの効用値が 0.5 と等しく，好ましさとして

は同程度である．また，5 番のプロファイルが最も好ましく，2 倍のプロファイルが最も好

ましくないという結果にもなっている． 

さて，このような解析結果を用いると，ベネフィットとリスクのバランス，あるいはトレ

ード・オフの関係を，効用関数を介して調べることができる．まず，この調査では，有害

事象の発現率として 3%/年と 5%/年という 2 つの場合を取り上げていた．そこで，さらに，

この 3%/年から 5%/年までという範囲内での効用の変化が直線的であると仮定すると，属性

Y に関する効用関数を以下のように表すことができるだろう． 

( )
35

55.0
−
−

⋅=
yyuY （ただし， 53 ≤≤ y ） 
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また，Risk-Benefit Acceptability Threshold（RBAT）に関する議論を思い出すと，ここで知り

たいのは，例えば以下のようなことである． 

・ ある新薬の登場により，主症状が「軽症」から「なし」に軽減されるというベネフィッ

トの増加が期待される．このとき，このベネフィットの増加と釣り合う，リスクの増加

はどの程度か．言い換えると，ある重篤な有害事象の発現率の増加を何%/年までなら許

容できるか． 

この例では，x の値が「軽症」から「なし」となった場合の効用の増分と釣り合うだけのリ

スクに関する属性値の増加 y∆ が知りたい．効用関数を用いて表せば 

( ) ( )yyuyu ∆+= ,, なし軽症  

を満たす y∆ を求めたい，ということに他ならない．この式をベネフィットの項とリスクの

項に分解して表すと 

( ) ( ) ( )
35

55.0
35

55.0
−

∆+−
⋅+=

−
−

⋅+
yyuyu YX なし軽症  

となるので，解析結果として得られた ( ) 2.0=軽症Xu ， ( ) 5.0=なしXu 等を代入して整理

すると 2.1=∆y （%/年）が得られる．ということは，無治療の場合と比較して，この新薬

により主症状が「軽症」から「なし」に軽減されるのだとしても，ある重篤な有害事象の

発現率の増加が 1.2%/年以上であれば，ベネフィットの増加よりもリスクの増加が上回って

しまうということである． 

同様な計算を繰り返すと，主症状が「重症」から「なし」に軽減されることによるベネフ

ィットの増加と釣り合うのは，ある有害事象の発現率が 2%/年だけ増加することであり，ま

た「重症」から「軽症」に軽減されることと釣り合うのは発現率が 0.8/年だけ増加すること

であること等がわかる．さらに，例えば新薬によって主症状が「重症」である患者を治療

した場合，「重症」のまま留まる患者が 20％，「軽症」に改善する被験者が 30％，「なし」

に改善する被験者が 50％と期待できたとしよう．こうした，やや複雑な場合についても 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )








−
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を解くことで，許容できる発現率増加の上限を 1.24%/年と見積もることができる． 

以上では，点推定値を用いた計算例のみを示したが，実際にモデルを用いて解析すると，

効用関数を構成する要素（モデルに含まれるパラメータの推定値）のばらつきも求めるこ
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とができる．したがって，RBAT や，それに関連した量の信頼区間等も求めることができる．

また，さらに複雑なモデルや多数の属性を同時に考慮することも可能である． 

なお，こうした調査や分析を実際に計画し実施する際には，様々な注意が必要である．表

明選好，あるいは表明された選択，という意味で表明選択（stated choice）と呼ぶこともあ

るが，こうした調査を行ってデータを解析することをコンジョイント分析と呼ぶことがあ

る．特に健康・医学と関連した領域でコンジョイント分析を行う場合の注意点を ISPOR が

10 個の大項目と各 3 つの小項目（合計 30 項目）から成るチェック・リストとして公表して

いる[18]．通読すると，こうした調査・分析がどのような要素から構成されているか，また

それぞれの要素について何に留意すべきか，また現在知られている方法の問題点としてど

のようなものがあるか，コンジョイント分析の全体像を把握することができる． 
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5.2 リスク比，リスク差 

リスクの比や差を表す基本的な疫学指標である．ある有害事象 X の発現頻度が試験薬とプ

ラセボで，下表のとおりであったとする． 
  試験薬 プラセボ 

イベント発現 A B 
イベント未発現 C D 

この場合，リスク差，もしくは絶対リスク: Absolute Risk（AR）は下式で表される． 

DB
B

CA
AAR

+
−

+
=  

一方，リスク比，もしくは相対リスク：Relative Ratio（RR）は下式で表される． 

( )
( )DBB

CAARR
+
+

=  

このような計算を行う際，通常，引く側や割る側に比較の対照となる治療や薬剤（この例

ではプラセボ）の発現割合を置くため，関心のある薬剤や治療（例では試験薬）によって

リスクが増加する場合，相対リスクは 1 より大きな値をとり，また絶対リスクは正の値を

とることが期待される．一方，心血管イベントを予防する医薬品について考える場合，リ

スクの減少という意味でのベネフィットを表す指標がほしい．多くの場合，絶対リスク減

少 Absolute Risk Reduction (ARR)，及び相対リスク減少 Relative Risk Reduction (RRR)は以下

のように定義される． 

CA
A

DB
BARARR

+
−

+
=−=  

( )
( ) ( )DBB

ARR
DBB
CAARRRRR

+
=

+
+

−=−= 11  

試験薬により心血管イベントの発現が減った場合，ARR は正の値となる．この ARR の値が

プラセボのリスクに対して相対的にどの程度の大きさかを表すのが RRR である． 

なお，便宜上同じ A，B，C，D 等の文字を用いたが，最初のリスク比やリスク差の計算で

は，ある有害事象 X の発現頻度という意味でこれらの文字を用いたし，絶対リスク減少や

相対リスク減少の計算では，心血管イベントの発現頻度という意味でこれらの文字を用い

た．式の形は同様だが，前者はリスク評価に関する指標，後者はベネフィット評価に関す

る指標である． 
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5.3 NNT と NNH 

Number Needed to Treat (NNT)は，ベネフィット評価と関連して用いられる指標で，先の心血

管イベントの例では「プラセボの代わりに試験薬を用いた場合に，イベントの発現を 1 人

予防する（減らす）ために，何人の患者を試験薬で治療する必要があるか」を示す．この

値（人数）が大きいことは，莫大な数の患者を治療してようやく 1 人をイベントから救う

ことができることを意味し，したがってベネフィット評価の観点からは NNT が小さいほど

好ましい．計算上は，たんに ARR の逆数をとればよく，下式により求めることができる． 

ARR
NNT 1

=  

一方，Number Needed to Harm (NNH)は，リスク評価と関連して用いられる指標で，今度はリ

スク差，あるいは絶対リスク AR の逆数として求められる． 

AR
NNH 1

=  

NNH は，プラセボの代わりに試験薬を用いた場合に，何人の患者が試験薬に曝露されると

有害事象の発現が 1 人分増加するか，という人数であり，NNH が大きいほどリスク評価の

観点からは好ましい． 

いくつか具体的な数字をあてはめ，計算してみよう． 

例えば，ベネフィット評価のうえで関心があるイベントの発現割合が試験薬で 0.25，プラ

セボで 0.5 であったとしよう．この場合， 

25.025.05.0 =−=ARR ， 4
25.0
1

==NNT  

となる．発現割合が高いイベントなので，4 人も治療すれば，1 人はイベント発現を防ぐこ

とができる，という結果である． 

一方，また別のイベントについて，発現割合がこの 10 分の 1 程度であったとしよう．つま

りイベントの発現割合が，試験薬で 0.025，プラセボで 0.05 であったとしよう．この場合， 

025.0025.005.0 =−=ARR ， 40
025.0
1

==NNT  

となる．このように，発現割合が低いイベントについては，より多くの患者を治療しない

と，同じ人数だけ予防することはできない．発現割合は低いが重篤なイベントなら，1 人予

防するために相当数の患者を治療する必要があったとしても，その薬剤を投与する意義が

あるかもしれない．NNH についても同様で，どのような患者集団に対するどのようなイベ

ントに対する値なのかを考慮しながら用いる必要がある． 
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5.3 Benefit-Less-Risk Analysis 
分類項目 内容 
データのタイプ 被験者ごとの実データ 
ベネフィットやリスクの項目の値 絶対値 
複数の項目と相対的重要性 複数のリスクの項目について，その重篤度で重み付けする 
不確実性 N/A 
結果（総合指標）の表現法 ベネフィットからリスクを引いた差 

概略 

Benefit-Less-Risk Analysis（BLRA）とは，その名の通り「ベネフィット・引く・リスク」と

いう引き算の形をした量であり，こうした量を被験者ごとに計算したものである[30]． 

まず，ベネフィットに関する属性を X の，被験者 i における値を ix で表す．この ix は，ベ

ネフィットが大きいほど大きな値をとるものとする．一方，リスク評価の観点から関心が

ある j 種類の有害事象（ Jj ≤≤1 ）について，その重症度を k 段階で示し（ Kk ≤≤1 ），

被験者 i が，重症度 k の有害事象 j を経験した場合に 1，しなかった場合に 0 となる変数を

ijkI を定義する．また，有害事象の種類 j と，その重症度 k に応じて異なる臨床的な重要性

を jkw という値で表す（ 10 << jkw ）．同じ有害事象であっても，重症度が高いほど jkw の

値は大きくなることだろう． 

さて，被験者 i のリスクに関するデータを総合した，以下の総和 iy を定義する． 

∑∑
= =

=
J

j

K

k
ijkjki Iwy

1 1
 

この定義に従うと，より多くの有害事象を，またより重症度の高い有害事象を経験した被

験者ほど iy の値が大きくなることだろう． 

最後に「ベネフィット・引く・リスク」という形で両者を総合した量 iii fyxu −= を定義す

る．ここで f は定数であり，「リスクの側からベネフィットに課されたペナルティ」，ある

いはベネフィットとリスクの「相対的重要性（relative significance）」を表す量だとされてい

る[30] ．ここで f は定数であり，ベネフィットのスコアからリスクのスコアを f 倍して引

いたものが総合スコア（リスクで調整したベネフィットの測度）となっている． 

解釈 
ここで，この定数 f は，二重の役割を担っているものと考えられる．ひとつは互いに単位

が異なるであろうベネフィットとリスクのスコアを比較可能な状態にするため，もうひと

つはベネフィットとリスクの相対的な重要性の違い，すなわち重みを反映させるためであ

る．ともに質的・定性的な判断が必要となる局面であり，この手法を用いる際には，こう

した判断に基づいて定数 f の値を定める必要がある．原著によれば，これらの値は事前に

審査当局が自ら定めるべきだとされている． 
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考察 

この手法によって導かれる「総合評価値」は，重症度別に有害事象の重要性を表現した重

み jkw と，定数 f の値により値が変化する．原著では，この総合スコアの分布を，例えばプ

ラセボと実薬とで比較するなど，通常の有効性のエンドポイントと同様な形で活用するこ

とが想定されている．このスコアの分布を部分集団間で比較することで，ベネフィットに

比してリスクが大きいと考えられる患者集団を特定することにも利用できるかもしれない．

なにしろ被験者ごとに計算可能な，ベネフィットとリスクを総合した指標なのだから，計

算方法が妥当であれば，他にも様々な活用が期待できる． 

この方法もまた，属性の値がそのまま効用を表すことを仮定している．ここでは，ベネフ

ィットについては ix が大きいほど好ましく，またリスクについては iy が小さいほど好まし

いと考えているので，この iu という量は，以下の効用関数と戦略上同等である．  
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なお，他の手法との比較も考慮して属性の値が取りうる範囲を設けているが， iy の定義を

考慮して 0=−y としてもよいだろう．また，被験者によらず，同じ計算式を用いることを

想定した量なので，関数u や係数 Xk ， Yk 等に添え字 i は不要である．  

さて，この効用関数に定数を掛ける・割る，あるいは定数を足す・引く等の変換を行うと，

この関数と戦略上同等な以下の関数が得られる． 
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この関数を最初の iii fyxu −= と見比べると 
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であることがわかる．意外に複雑な量であり，「リスクの側からベネフィットに課されたペ

ナルティ」，もしくは「相対的重要性」といった説明のみで，こうした量を適切に求める手

順が得られるとは考えにくい．さらに，同様な問題は， iy の定義に含まれている係数 jkw に

ついても言える．質的・定性的な評価や判断を量化するプロセスに伴う一般的な難しさが，

ここにもある．なお，この f と同内容の式は，NNT/NNH に関する議論でも登場している． 

 

 

 



 68 

5.4 Quality Adjusted Life Years 

INHB，NNT，NNH のように，ある集団全体に対して計算される量に対し，Quality Adjusted 

Life Years（QALYs）は，被験者ごとに計算される量である．主に費用便益分析（cost benefit 

analysis）での応用されている．直接計測する手法としては Standard Gamble, Time Trade Off, 

Visual Analog Scale などがあり，EQ-5D や SF-36 などが代表的な質問票である． 

図 5-1 のようなグラフの下側の面積が

QALYs の値であり，この例では，患者

A の QALYs は 0.6×4 = 2.4，患者 B の

QALYs は 0.8×1 + 0.5×3 + 0.4×1 =2.7 と

なる． 

QALYs もまた多属性価値モデルとみ

なすことができる．例えば，ある患者

の i 年目における属性の値を ix ，i 年目

の効用 ( )ixu ， T 年分のデータを

( )Ti xxxxx ,,,,, 21 = とすると，   
図 5-1 患者 A と B の効用値の推移 

この患者のT 年間の効用の総計は， ( ) ( )∑
=

=
T

i
ixuxu

1

と表すことができる． i 年目の QOL の

値がそのまま ix であり，また ( ) ii xxu = であり，QALYs が加法的な価値モデルによって表さ

れることがわかる． 

なお，QALYs が本当に患者にとっての価値や効用を表現し得ているのか，どのような独立

性の条件や，時間的な条件を満たすとき，上のような簡単な関数で記述できるのか，とい

った理論的な研究[84, 85]や， Health Year Equivalents（HYEs）等，QALYs と関連した別の

量との比較を含め，様々な検討が行われている[86-88]． 
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5.5 Q-TWiST 
分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 QALY 
複数の項目と相対的重要性 複数の項目を扱える 
不確実性  
結果（総合指標）の表現法 Time gained/lost 

概略 

Quality-Adjusted Time Without Symptoms or Toxicity（Q-TWiST）は，術後補助化学療法の評価

に用いられている[89-92]．これも期間と効用をともに考慮した指標で，期間に関する要素

としては，症状や毒性が認められない期間（Time Without Symptoms or Toxicity，以下 TWiST），

毒性が認められた期間（TOX），再発から死亡までの期間（REL），という 3 種類を考える．

これらのうち， TWiST については特に問題はないので効用値は 1 とする．一方， TOX と

REL については，効用値を 1 より小さくとって，ある種のペナルティを課す．TOX の効用

値を uTOX，REL の効用値を uRELと表と，全期間を通じての効用の総和 Q-TWiST は以下のよ

うになる． 

Q-TWiST =(uTOX×TOX)+1×TWiST+(uREL×REL) 

考え方自体は QALYs と似通っているが，漠然と期間ごとに効用値を割り当てるのではなく，

患者にとって質が異なる可能性がある期間ごとに，さらに分析的に効用値を定めようとす

る試みである．有効性の評価に用いられる生存期間に加え，その間の，患者の立場からみ

た生活の質に相当するものを効用値として考慮した指標であり，患者ごとに値を定めるこ

とができるので，様々な活用方法が考えられる．この方法に関しては，効用値の定め方に，

質的・定性的な評価や判断が適切に反映される必要があり，得られた結果や解釈の妥当性

も，この点に依存している． 
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5.6 Risk-benefit Contour 

Risk-benefit Contour (RBC)の Contour とは等高線のことであり，リスクとベネフィットに関

する項目を一つずつ選び（あるいはまとめ），信頼区間を応用して「最大限許容できるリス

ク」と「最小限必要なベネフィット」に関して「信頼度」（confidence level，つまり確率）

を算出し，それをまとめて図示する方法である[42]．もともと臨床医と患者がある治療法の

臨床試験の結果に基づいて，その治療法を選択するかどうかの意思決定を行う場面で，試

験結果の p 値や信頼区間だけでは，その治療法を選択しない時と比べて，どのくらいの確

率でそのベネフィットがもたらされるのか，どのくらいの確率でそのリスクを経験するの

か，という問いに真正面から応えられないとし，簡単に算出でき，しかも臨床医や患者が

ベネフィットとリスクを患者自身に対する確率としてわかりやすく勘案できる指標として

この「信頼度」を提案している．医薬品の承認や安全性懸念の発生による再評価を念頭に

置いたものとして提案されていないため，患者集団全体への医薬品のベネフィットとリス

クのバランスを考える意思決定の場面での使用に拡張することを考えると，使用に当たっ

て仮定されている以下の条件の成立は厳しくなる． 

まず，ベネフィットとリスクの項目を同時に一つずつしか表せない．理論的には複数の項

目をまとめた指標を作ってもこの信頼度は算出できるが，その解釈は難しくなる．さらに，

これらベネフィットとリスクの項目は統計学的に独立であることが仮定されている．一般

的には，例えば有害事象のような「リスク」が大きい場合に，治療が最後まで続けられず，

十分にベネフィットが得られない（リスクが小さい方がベネフィットが大きいかも）場合

や，効き方に個人差があり良く効いている人でリスクも大きくなる，という場合もあるだ

ろう．臨床試験では被験者ごとのデータが得られるので，これらが独立であるか実際に調

べることも可能かもしれない．市販後の再評価の場面では，安全性の懸念が報告されるご

く少数例で，その安全性の懸念（あるいは安全性の懸念の合計のようなリスクの項目）と

あるベネフィットの項目との相関を新たに求めるのは困難かもしれない． 

これらの条件をクリアするまれな場合があると仮定するならば，この方法は，いわば信頼

区間の多次元版を図示するものであり，信頼区間が文字通りの区間（１次元の領域）だと

すれば，信頼域は一般に多次元の領域となる．ベネフィットに関する差 B∆ とリスクに関す

る差 R∆ という 2 つの量に関心がある場合，これらを組にした二次元の量（ R∆ , B∆ ）の同

時信頼域は，平面上のある領域となる．リスク・ベネフィット平面にいくつかの同時信頼

区間の境界線を重ね描きしていくと，信頼域の「等高線」を図示することができる（図 5-2）． 
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図 5-2 Risk-benefit Contour の模式図 

通常の信頼区間の場合と同様に，信頼係数が大

きいほど領域が広くなる．また，ベネフィット

の差が大きくリスクの差は小さいという楽観

的な ( )rb, の組み合わせ（右下の方向）に対応

する信頼係数は低く，逆にベネフィットの差が

小さくリスクの差は大きいという悲観的な組

み合わせ（左上の方向）に対応する信頼係数は

高くなる． 
 

統計学的に独立なあるベネフィットの項目に関する群間の差 B∆ と，あるリスクに関する項

目の群間の差 R∆ について，例えば 90%の信頼度， ( ) 90.0, =<∆>∆ rRbBP が成り立つよ 

図 5-3 90%信頼域の概念図 

うな点 ( )rb, は無数にあ

り，それらを集めると一

般に曲線が得られる．そ

して，個々の点 ( )rb, の

「 右 下 」 の 領 域

( ){ }rRbBRB <∆>∆∆∆ ,,
をすべて合わせたもの

（合併集合）が，求める

90％信頼域である（図 

5-3）． 

なお， B∆ と R∆ に相関がある場合には，これほど簡単ではない．一般的に，

( ) 90.0, =<∆>∆ rRbBP を満たすような ( )rb, を求める手順としては，以下のようなもの

が考えられる．まず，二次元の量 ( )RB ∆∆ , がどのような同時分布に従うのか，具体的な分

布型が既知の場合には，理論的な計算により同時信頼域を求めることができる．わからな

い場合は，実際のデータがあればブートストラップ法により，データがなければ何らかの

仮定を置いて確率論的なシミュレーションを行うことになるだろう． 

このように，同時信頼域を用いた RBC のようなアプローチは，ベネフィットとリスクとの

トレード・オフの関係を，その信頼度も含め，視覚的に表示することができるという点で

有用である．しかし他の方法と同様に，信頼度の妥当性については質的・定性的な評価や

判断が必要である．この方法のみによりベネフィット・リスク評価を行うのではなく，得

られたデータを多面的に検討するうえで有意義な方法であると言えるだろう． 

B∆

R∆ ← 90%信頼域の境界

（この「右下」が信頼域）

← 80%信頼域の境界

（この「右下」が信頼域）

← 70%信頼域の境界

（この「右下」が信頼域）

R∆

領域

B∆
( ) 9.0, =<∆>∆ rRbBP

( )rb,

を満たす別の点

90%信頼域の境界
（この「右下」

が信頼域）

( ) 9.0, =<∆>∆ rRbBP
を満たす点

( ){ }rRbBRB <∆>∆∆∆ ,,
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5.7 Net Efficacy Adjusted for Risk 

分類項目 内容 
データのタイプ 実データの集計値 
ベネフィットやリスクの項目の値 絶対値 
複数の項目と相対的重要性 N/A 
不確実性 N/A 
結果（総合指標）の表現法 ベネフィットとリスクの差 

 

概略 

Net Efficacy Adjusted for Risk（NEAR）は，副作用の発現なしに治療が有効となる患者の割

合を考える手法である[75]．治療効果の有無および副作用の有無で 2×2 分割表（表 5-1）の

分割表を考えたとき，明らかに臨床上誰にとっても最も望ましい状態である a の相対的割合

を，シンプルにオッズ比(OR, Odds Ratio)または相対リスク(RR, Relative Risk)として算出す

るものである． 

表 5-1 治療効果および副作用発現の 2×2 分割表 
 治療有効 治療無効 
副作用なし ａ ｂ 
副作用あり ｃ ｄ 

 
 治療有効・副作用なし その他 総計 
薬剤 A Aa Ab+Ac+Ad A total 
薬剤 B Ba Bb+Bc+Bd B total 

 

NEAR OR = Aa / Ba 
(Ab+Ac+Ad)/ (Bb+Bc+Bd) 

 

NEAR RR = Aa / A total 
Ba / B total 

 

オッズ比，相対リスクは共に 95％信頼区間の計算も簡便であり，容易に統計的な検討を行

うことができる．本手法においては治療有効，副作用の定義により結果が大きく変化する

ため，臨床専門家等との協議が重要となるであろう．また，公開データに本手法を適用す

る場合，文献では該当薬剤の治療有効・副作用なしの症例数が明示されていない場合が多

いことから期待頻度の計算が必要になるが，その際は各事象の独立性の確認が求められる． 
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