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はじめに～何故，今，費用対効果評価の理解が必要か～ 

  

 皆さんは“Value for money (VFM) ”という言葉をご存知だろうか？VFM は一般に，「支

払いに対して最も価値の高いサービスを提供する」という考え方である[1]．医療の分野に

おいては VFM は医療技術評価（Health Technology Assessment: HTA）の枠組みで議論されて

おり，欧米では，「医療技術が金額に見合った価値を有しているか？」という疑問に答える

ための分析－費用対効果評価－が実施されている．これらの分析を行う機能は HEOR

（Health Economics and Outcomes Research）とも呼ばれ，新薬の償還決定に費用対効果評価

が活用されている英国や，支払い者機関から費用対効果評価データを要求されることがあ

る米国市場への対応のために欧米の多くの製薬企業ではHEORを実施する専門部署がある．

日本では費用対効果評価の実施が承認時や薬価収載時に必須ではなかったため，会社によ

って対応にばらつきがあった．しかし，中央社会保険医療協議会（中医協）での議論によ

り 2016 年度から薬価再算定への費用対効果評価の試行的導入が決定し，また一定の基準を

満たす新規収載品についても費用対効果評価データの提出を求められることから，HEOR

機能の構築・費用対効果評価実施の必要性について検討している企業が多いと考えられる． 

 一方，最近では医薬品開発が国際的に行われているため，日本担当分の臨床試験に費用

対効果評価のための調査項目を米国や英国の HEOR 担当者から要求されるケースも出てき

ている．費用対効果評価は，従来製薬企業が実施してきた臨床試験・製造販売後調査と比

較して，そのフレームワーク，方法論が異なることから，企画・実施・解釈・報告に至る

さまざまなプロセスにおいて疑問が生じることが多い．しかしながら，方法論は統計学の

理論に立脚しており，データサイエンス担当者がフレームワークの概念やプロセスを理解

できれば対応可能である．また，最近の手法については統計的に高度な理論を用いている

ものもあるため，データサイエンス担当者からの貢献が期待される領域でもある． 

 そこで，本タスクフォースでは，費用対効果評価の予備知識は無いが費用対効果評価の

業務を将来的に担う可能性のあるデータサイエンス部門の担当者を対象に，医薬品の費用

対効果評価を求められた場合にどういった準備が必要かを理解することを目的として報告

書を作成した． 

 本報告書は，現在まで費用対効果評価になじみのなかった企業のデータサイエンス担当

者が，製薬企業における費用対効果評価の必要性を認識し，国内外での潮流を理解するこ

とから始まり，自社で費用対効果評価を実施する際にはどのような順序で考え，どのよう

な手法を使い，どのような結果を導くかがイメージ出来るようになることを目的としてい

る．3 章には具体的な例をあげ，評価のプロセスを解説する． 

 本タスクフォースは科学的側面に関する検討に焦点をあてた．データサイエンス部門の

実務レベルで近い将来の費用対効果評価実施に備えるための資料として有効活用されるこ

と，さらには，費用対効果評価で得られた結果を社内外での意思決定に幅広く役立ててい

くための足がかりになることを期待している． 
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1 HTAにおける費用対効果評価の位置づけ 

 

 この章では，HTA の概要，HTA における費用対効果評価の位置づけおよび費用対効果評

価の活用の現状を概説する． 

 Health Technology Assessment（HTA；医療技術評価）とは，医療技術の開発，普及，およ

び使用により生じる医学的，経済的，社会的，かつ倫理的意義を分析する学際的な政策研

究分野である[2]． 薬価に関する評価，特に薬剤費の削減が目的であると誤解される向きも

あるが，大きな視点で限られた医療費を適正に配分するための意思決定を目的としている． 

 HTA は，治験から得られるような（短期的な）有効性・安全性に加え，承認申請で求め

られる長期よりも長い，生涯にわたる安全性・有効性評価や患者報告アウトカム

（Patient-Reported Outcomes, PRO），市販後の診療現場での有用性（effectiveness），さらには

社会的・経済的・法的・政治的・倫理的影響なども考慮し，医療技術を多面的に評価する．

似たような概念・領域に EBM（Evidence Based Medicine），VBM（Value Based Medicine），

CER（Comparative Effectiveness Research）などがある．HTA の学問的基盤をなすのが

医療経済学である[3]． 

 

医療経済学で使用される方法論として，対象となる治療とそれが置き換わり得る対照治

療とを「費用」と「効果」の両面から比較・評価する「費用対効果評価」がある（詳細は

後述）．HTA には大きく分けて Assessment（分析）・Appraisal（総合的評価）・Decision（意

思決定）の 3 つのプロセスがあり（図 1-1）[4]，費用対効果評価は「有効性，安全性等の

評価」と並び，最初の分析のステップで行われる．この分析結果を，HTA 機関が評価し（第

三者機関に委託することが多い），その結果をもとに保険償還を決定する機関等の意思決定

者が最終的な意思決定をするという流れが，HTA 全体のプロセスである． 

  

 

 図 1-1 HTA のプロセス[4]より一部改変 

 

HTAを保険償還制度や価格調整制度に活用している国はヨーロッパを中心に数多くある．

特にイギリスでは医薬品を含む医療技術の評価に費用対効果評価を導入し，HTA 機関であ

る NICE (National Institute for Health and Care Excellence)が標準的治療や処方を提言するガイ

ダンスを発行している[5]．このような欧州の動向を受けて，アジアでも韓国，台湾，タイ，
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マレーシア，中国が政府レベルでの費用対効果評価の評価ガイドラインを策定している[6]．

また，アメリカでは民間保険会社が保険償還の可否に費用対効果のデータを参考にするこ

とがあり，Academy of Managed Care Pharmacy により費用対効果の標準フォーマット（AMCP 

Format）が作成されている[7]．公的保険で直接使われることはないが，連邦レベルでワク

チン政策等に費用対効果評価を実施している[8]．各国の実施状況の詳細は中央社会保険医

療協議会（中医協）費用対効果評価専門部会での参考資料等を参照されたい[9]． 

日本では 2012 年から医療技術の費用対効果評価の制度化が政府内で議論され，2016 年度

の試行的導入が予定されている[10]．2014 年に製薬および医療機器企業が実施した医薬品 5

品目，医療機器 3 品目の費用対効果評価が提出され，研究班による再分析の後，その結果

は各企業と非公開にて議論された． 

 

一方，2014 年に当タスクフォースが実施したアンケート調査では，過去 5 年間に費用対

効果評価の実施経験がある会社は 43 社中 15 社の 35%であった（回答率 64％，43/67）．ま

た，社内に費用対効果評価の知識を有する担当者がいる会社は 44％（19/43）にとどまり，

費用対効果評価の方法論（ICER; Incremental Cost-Effective Ratio，一次元感度分析等，詳細

は後述）に関して，社内のデータサイエンス部門担当者はデータサイエンス部門担当者以

外（費用対効果評価の専門家）に比べ，実施経験は少なく，方法論の認知度も低い現状が

浮き彫りとなった（図 1-2）． 

図 1-1 で示した HTA のプロセスのうち「分析」に必要な「有効性・安全性の評価」に

ついては，データサイエンス担当者には治験等の経験からすでに十分な理解があると考え，

本報告書では現状での認識度が低いと考えられる費用対効果評価の各手法に着目しその技

術的側面について検討する．費用と効果の指標のうち効果の指標を提供する方法の一つと

してネットワーク・メタアナリシスが注目されているが，ネットワーク・メタアナリシス

に関しては 2014 年度から TF4 統計的・数理的課題対応チームが検討を行っており，報告書

を製薬協 Web で公開予定のため，本報告書では簡単な紹介に留めている． 
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図 1-2 費用対効果評価で用いられる各手法の認識状況 

データサイエンス部門担当者（上パネル）はデータサイエンス部門担当者以外 

（下パネル）に比べ，実施経験，方法論の認知度ともに低かった[11] 

 

先に述べたとおり，2012 年に中医協内に費用対効果評価専門部会が設置され，その後の

継続した議論の結果，2016 年 1 月 20 日開催の第 33 回専門部会にて 1) 中央社会保険医療

協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン（中医協ガイドライン）[12]と 2) 費用

対効果評価の試行的導入の枠組みが確認された[13]．以下にそれら中医協の資料を基に，試

行的導入の枠組みについて概略する． 

 

試行的導入時における費用対効果評価と従来の薬価（再）算定の関係を理解するには，

第 32 回の専門部会資料にある概略図（図 1-3）が分かり易いであろう． 
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図 1-3 試行的導入における取組の流れ（概要）[14] 

 

図 1-3 にあるように，試行的導入時には既収載品と新規収載品で費用対効果評価の結果

の使われ方は異なる．企業がデータを提出し，再分析グループ（公的な専門体制と連携し

た外部の専門家ら）が再分析を実施し，費用対効果評価専門組織が総合的評価を行うこと

は共通であるが，既収載品については，薬価算定組織又は保険医療材料専門組織における

通常の価格算定（再算定）方法を用いて価格を設定した後に，費用対効果評価の結果をさ

らに価格調整に用いる位置付けとなっている．ただし，その具体的な方法は，平成 30 年度

診療報酬改定時に併せて検討することになっている．一方で，新規収載品については今後

の本格的導入に向けての検討材料とすることが第一義となっており，費用対効果評価の結

果は価格算定には用いられないこととなっている． 

費用対効果評価の対象となる製品の選定基準は，大まかに言えば，1）一定以上の加算が

認められた（既収載品），または希望する（新規収載品），かつ 2）ピーク時予測売上高が高

い，の 2 点である．ただし，試行的導入の詳細条件については，必ず中医協資料[10]を参照

してほしい． 

費用対効果評価に対する総合的評価（アプレイザル）そのものは，今回新しく組織され

る費用対効果評価専門組織によって実施され，その組織は保険医療専門審査員である医療

関係者，保険者・患者関係者，経済学等に関する有識者によって構成される．そこでの議

論は非公開とされる．また，企業にとって有用だと考えられるのは，必要に応じて，分析

手法等について，あらかじめこの専門組織と協議することができ，そこで合意を得たうえ
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で分析を開始することができることである． 

 

本格的導入に向けた主たる検討事項は以下の 5 点で，保険償還の可否も視野に入ってい

ることは，注目すべき点であろう． 

 費用対効果評価の対象となる製品の選定基準の見直し 

 倫理的，社会的影響等に関する観点から総合的評価（アプレイザル）を行う際の，本

邦における具体的な要素 

 迅速な評価に必要な体制や，新規収載時に提出が行われるデータの質や内容等 

 日本におけるデータ整備に係る取組の推進 

 評価結果に基づき償還の可否の判断を行う場合の具体的な取扱 

 

試行的導入の今後のスケジュールは，平成 28 年 4 月以降に既収載品は品目の指定があ

り，夏頃に費用対効果評価専門組織による事前協議を経た後，平成 28 年度内に企業による

データ提出が求められる予定である．新規収載品は申請時に要件に合致した場合は，随時

データを提出する必要がある．その後平成 29 年度以降に費用対効果評価専門組織による総

合的評価が行われる（注1）． 

  

                                                   

注1 この報告書作成時は，試行的導入がまさに始まろうとしているタイミングであり，実

際の運用によって変更される点も多く出てくることが予想されている．2 章以降で紹介する

分析手法などが大きく変わることはないと思われるが，本頁で述べている対象製品の基準

や，評価結果の使われ方などについては，本格的導入に向けての検討事項にもなっている

ので，その時々の最新情報を入手して判断していただきたい． 



9 

 

2 費用対効果評価のフレームワーク 

 

この章では，最初に費用対効果評価の基本的な考え方を示し，次に製薬企業が実際に費

用対効果評価を実施しようとした場合に，何をどのような順序で検討するかを解説する．

章の後半では，費用対効果評価によく良く使われる指標の解説をし，費用対効果評価の概

略をつかむことを目標とする．日本でも従来より研究者によって医療経済評価ガイドライ

ンの検討が進められてきた． 2013 年に厚労省研究班から「医療経済分析における分析手法

に関するガイドライン」（以下，「ガイドライン」と記載）[15]が公表されている． 

なお用語等の混乱を避けるため，この章では，できるだけ「ガイドライン」と同一の用

語を使用し，ガイドラインの引用文は『 』で記載した．ガイドライン本文やガイドライ

ンの解説[16]を参照すればより理解が深まるであろう．また，2016 年 1 月に公表された中医

協ガイドラインの内容は概ね「ガイドライン」と同様であるが，特に区別する必要のある

場合は「中医協ガイドライン」と記載する． 

費用対効果評価のプロセスは，複数の研究から得られたデータから構築される「統合型」

の研究が中心である[16]．（図 2-1）．費用対効果評価では，目的に応じて分析モデルを作成

し，「費用」や「効果」をそのモデルのパラメータとして投入する．そして分析に用いる「効

果」や「費用」のパラメータの根拠となるデータは，それぞれ探し出したり，作り出した

りする必要がある．今後，費用対効果評価分析のために生成・収集するデータを「データ」

とよぶ．モデルを特定する，モデル中の係数を「パラメータ」とよび，パラメータはデー

タに基づいて推定される． 

 

 

図 2-1 費用対効果評価は複数のデータソースの集約により行われる 

 

臨床試験 

データ 

文献からの

疫学データ 

 

自社疫学 

データ 

 

文献からの 

費用データ 

費用 

調査データ 

 

費用対効果評価 
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費用対効果評価のフレームワークは図 2-2 のようになる．以下，ひとつずつ確認してい

くこととする． 

 

図 2-2  費用対効果評価のフレームワーク 

 

2.1 分析の目的と比較対照を決める 

まずは，費用対効果評価の目的を決めなくてはならない．分析結果を何のために，誰に

対して何と比較した結果を示すかは，分析の前提および分析の立場，それに続くデータ収

集などの全てのプロセスに影響し，また製品のライフサイクル戦略と関連するため，医薬

品のプロファイルを深く理解した上で，社内での十分な議論とコンセンサスが必要である．

たとえば，分析の目的として，図 2-3 のような例が挙げられる． 

 

 

図 2-3 費用対効果評価の目的の例 

 

目的の決定は，費用対効果評価を実施するタイミングを決定づけるので，早く取り掛か

るのがよい．特に，第 3 相臨床試験で，あるいはそれと並行する別調査で，費用対効果評

価に必要なデータを収集するのであれば，第 2 相臨床試験終了前にはモデルを検討し，モ

デル構築に必要なパラメータに関する解析結果を取得できるような研究計画を立案してお

く必要がある．第 2 相臨床試験後の第 3 相臨床試験を実施する前に，規制当局への相談

（PMDA 相談）が実施されることが多いが，HTA 当局への事前協議も同様のタイミングで

分析の目的と 

比較対照を決める 

分析の立場と費用 

の範囲を決める 

効果指標と分析 

方法を決定する 

モデルを構築し， 

効果と費用のパラ 

メータを推定する 

費用と効果を 

比較する 

分析結果を 

解釈・報告する 

(1) 薬価申請時に分析結果を提出し、新薬の使用が薬価に見合った効果であることを示す 

(2) 医薬品の発売時（あるいは発売後一定期間たってから），分析結果を医療関係者に提
示し，患者さんにとって費用対効果に優れた治療であることを示す 

(3) 医薬品の発売時（あるいは発売後一定期間たってから），分析結果を医療関係者に提
示し，病院経営の観点から病院の医療資源消費削減に効果的であることを示す 
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実施しておくことが出来れば，HTA の観点から第 3 相臨床試験のデザインを検討したり，

別途データ収集を行うなどの準備が可能となると考えられる．欧州では開発プログラムに

HTA の基準を満たすために，早期ダイアログ（アドバイス）と呼ばれる機会が設けられて

おり，通常，第 2 相試験と第 3 相試験の間に実施されるが[17]，本報告書作成段階（平成 28

年前半）では，本邦において将来的に HTA に関する事前協議を開発途中に行うことが出来

るようになるか不明である． 

費用対効果評価研究計画立案の際には類似研究，先行研究の文献調査を行うことで，必

要なパラメータに関する情報を得ることができる．例えば，第 3 相試験で用いる対照薬と，

費用対効果評価上の対照薬が異なる等，通常の開発プランでは適切なデータを収集できる

可能性が低い場合，文献等から利用可能な日本人データ，又は外挿可能な海外データが存

在しているのか等，事前に調査するなどが必要となる．この場合，第 3 相臨床試験の開始

前が費用対効果評価の検討開始の一つの目安になるかもしれない．ただし，分析を開始す

るタイミングは，どのようなデータをどの程度の規模で新規に収集するか，また，疾患領

域や企業の臨床試験の進め方にも依存する．  

費用対効果評価に欠かせない要素は文字通り「費用」と「効果」のデータである．ただ

し，費用対効果評価はその費用と効果の関係について対照技術との「相対的な」評価を下

す分析手法である．つまり，医薬品であれ，医療機器であれ，自社製品の情報のみでは費

用対効果評価を行うことはできず，必ず比較の対照となる技術（医薬品，医療機器，手技

など）が必要となる． 

ここで「比較対照技術」は，『幅広く臨床現場等で使用されており，当該技術が導入され

たときに，最も置き換わりうると想定されるものを原則』とし，さらに『既に医療保険制

度で利用されているものであることが必要である』とされる[18]．この定義には，「無治療」

「経過観察」も含まれ，比較対照は診療現場での実態を踏まえて検討する． 

 

2.2 分析の立場と費用の範囲を決める 

「分析の立場」～すなわち，どの意思決定者の立場に立って分析するか～を決めるのは

費用対効果評価に特徴的なプロセスであり，『費用対効果評価研究を行う際には，分析の立

場を明記しなければならない』． 

「立場」とは， 英語では ”perspective” といい，「視点」と訳されることもある．実際に

費用対効果評価を行うのは製薬企業だとしても，分析結果をみて意思決定する人の立場を

とる（視点に立つ）ことによって，分析をする必要があるということである．これは，前

項で「分析の結果を誰に対して示すか」を決定した時点で，すなわち目的が決定した時点

でほぼ必然的に決まる．項目立てをする，表にまとめるなどして，事前に必要な情報を示

す必要がある．費用も効果も立場によって関心は異なるが[19]，立場を決める時には，特に

費用に対して何に関心があるかを考える．つまり，分析の立場を決めることは，費用対効

果評価に用いる費用の範囲を決定づける． 
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分析の立場には，社会的立場，公的医療の立場，公的医療・介護の立場，医療機関の立

場，患者・家族の立場などがあり，『分析の立場は，分析の目的に応じて適切なものを選定

する』．したがって，分析の目的が複数あれば，立場の異なる分析を複数実施することもあ

る．なお，中医協ガイドラインでは，分析の目的から，『費用や比較対照、対象集団等につ

いて公的医療保険制度の範囲で実施する「公的医療の立場」を基本とする』とされている． 

 

目的に対する適切な分析の立場とは何か? 

下表に，分析の目的に応じた分析の立場と分析に用いる費用の範囲の例を示す． 

 

表 2-1 費用対効果評価の目的と分析の立場の関係[20] 

目的 立場 費用の範囲 

保険償還の決定，価格決

定の参考 
公的医療の立場 

公的医療保険制度における医療

費のみ（自己負担分を含む） 

社会的な医療政策の決定 

公的医療・介護の立場 

公的医療保険制度における医療

費＋公的介護費（自己負担分を

含む） 

限定された社会の立場 

公的医療の立場や公的医療・介

護の立場に生産性損失（コラム

参照）を加えたもの 

当該医療技術の利用判断 患者の立場 
患者・家族が負担する医療費，

OTC，介護費用など 

注：一般的には公的介護費，生産性損失は公的医療と別であるが，中医協ガイドライ

ンにおいては公的医療・介護の立場や，限定された社会の立場に基づく分析を追加的

な分析として行っても良いとしている． 

 

2.1 節で決めた分析の目的が図 2-3 の「(1) 薬価申請時に分析結果を提出し、新薬の使用

が薬価に見合った効果であることを示す」である場合には，分析の立場は公的医療費支払

者の立場となる．これはガイドラインでの『公的医療保障制度の中で当該医療技術を評価

する』に該当し，ガイドラインでは原則として『「公的医療費支払者の立場」（あるいは公

的医療費に含まれない医療技術であるときにはそれに準ずる立場）からの分析を推奨』し

ている． 

公的医療費とは，公的医療保険制度における医療費である．公的医療保険制度の中では，

患者の自己負担割合は 3 割であったり 1 割であったり，他の制度が組み合わされたりと様々

であるが，公的医療費支払者の立場での医療経済分析では，自己負担分も含めた公的医療

費の総額のみを費用として扱う． 

また，たとえば分析の目的が図 2-3 の「(2) 医薬品の発売時（あるいは発売後一定期間
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たってから），分析結果を医療関係者に提示し，患者さんにとって費用対効果に優れた治療

であることを示す」であり，「患者の立場」で分析を行うときには，患者さんにとって治療

に関係するどの費用が関心の対象か，を考える必要がある． 

さらに，ワクチンの医療経済分析では，公費助成など公的医療保険制度でない政策に対

して費用対効果を訴求するため，さらに広い視点である「社会の立場」をとることがある． 

表 2-1 で，「限定された」とあるのは，社会の立場からの分析を厳密に行うのは複雑で

あるため，社会の立場での実際の分析の多くは，公的医療保険制度における医療費に生産

性損失（コラム参照）を加えたものである．そこで，ガイドラインではそのような立場を

「限定された社会の立場」としている． 

費用は，表 2-2のように分類される．直接費用のうち，直接医療費が，上記の表 2-1で

の「公的医療保険制度における医療費」に該当する．表 2-2 に記載された費用の算出方法

の概略は 2.4 章及び 3 章で述べる．他の費用については，成書などを参照されたい[21, 22]． 

 

表 2-2 費用の分類（直接費用，直接医療費，直接非医療費，間接費用）[23] 

直接費用 評価対象とする医療技術の使用に伴って実際に発生する費用．直接医療費

と直接非医療費に分類される 

直接医療費 医療機関の診察や検査，薬剤等の費用 

直接非医療費 患者が医療機関へ通院するための交通費やその疾患が

あることに伴ってかかる費用 

間接費用 金銭の支払いは起こらないものの，資源を損失したと考えるべきもので，

患者の生産性損失などがある 

 

 

 

2.3 効果指標と分析方法を決定する 

1) 効果指標の決定 

コラム：生産性損失とは? 

• 病気が原因で仕事や家事ができなくなることによる社会的な損失．分析の立場

によっては生産性損失を費用に含めることができる（「限定された社会的立場」

を分析の立場とした場合など）．しかし，以下の理由から生産性損失を含めた

分析を行う場合であっても，同時に生産性損失を含めない分析を合わせて行う

ことをガイドラインでは推奨している． 

• 生産性損失は推計する上での不確実性が大きい． 

• 費用の中で大きな割合を占めることも多いので，医療費の差等が生産性

損失の不確実性に埋没してしまう危険性がある． 
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何の「効果」について比較をするか，という点について考える．費用対効果評価に用

いる「効果」としては，その医薬品の特徴を考慮してふさわしいと思える指標（効果指

標：注2）を用いる．たとえば，比較対象となる治療法より有効性が高く，副作用の少な

い医薬品においては，それらが反映されるようなモデルを構築する．  

 

費用対効果評価での「効果」は，臨床試験の管理された環境での短期的な有効性ではな

く，実診療下（Real World）での長期的な有効性を評価対象とする．長期的な有効性とは，

臨床試験で用いられる代替エンドポイントではなく，真のエンドポイントを指す[20]． 

代替エンドポイントとは，血圧値や血糖値などのような，測定することによって医薬

品の薬理作用を反映できる効果である．対する真のエンドポイントとは，医薬品が目指

す効果の最終目的に近い効果指標で，たとえば生存年，生存率及び QALY（質調整生存年，

コラム参照）などが挙げられる． 

臨床試験において効果は代替エンドポイントで測定されることも多い．一方，費用対

効果評価に用いる効果の多くは，真のエンドポイントである．臨床試験で得られた結果

は，その医薬品を最も特徴づける有効性を示しているが，真のエンドポイントまで得ら

れていることは少なく、また真のエンドポイントを得る試験の実施は現実的でない場合

が多い．そこで，臨床試験での結果を軸に，真のエンドポイントを推定することが必要

となり，治療過程を組み込んだモデルを構築する場合がほとんどである（詳細は後述）． 

費用対効果評価に必要なデータで，臨床試験から得られない情報は他の臨床研究，疫

学研究のデータで不足を補うことも検討する．その疾患について過去にモデル分析が実

施されていれば，論文や評価機関の報告書を参考にしながら必要に応じて修正し，分析

に用いる．過去にモデル分析の経験が全くない疾患であれば，医療経済学の専門家や臨

床医に相談の上，構築することになる． 

 

2) 分析方法の決定 

次に分析方法を決める．分析手法の選択には，医薬品のプロファイルが大きく関係す

る．分析手法には，表 2-3 のようなものがある． 

 

  

                                                   

注2：ガイドラインでは効果指標を「アウトカム指標」と呼ぶが，本報告書では「効果指標」

で統一して記載している． 
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表 2-3 費用対効果評価の分析方法とその特徴 

分析方法 説明 良い点 悪い点 

費用最小化分析 効果指標（有効性および

安全性）が対照技術と同

一であることが明らか

になっている（または期

待されている）ことを前

提とし，費用の大小によ

り医療技術を比較する

分析方法 

効果指標が対照技術と

同一であるという前提

のもと，最もシンプル

な評価を与える 

効果指標が対照技術

と完全に同一である

ことを証明すること

は困難であり，前提

条件の妥当性が問わ

れることがある． 

費用効果分析 効果として，生存年数や

物理的な尺度（イベント

発生の有無など）を用

い，費用と比較する分析

方法 

それぞれの疾患を最も

特徴づける尺度での評

価が可能である 

異なる疾患での比較

可能性が低いため，

政策決定に用いるに

は不向きである 

費用効用分析 効果として，効用値から

算出される QALY（質調

整生存年）を用い，費用

と比較する分析方法 

異なる疾患での比較可

能性があるため，政策

決定に用いやすい 

効用値を得るには

EQ-5D 等選好に基づ

く尺度での測定（コ

ラム参照）が必要で

あるため，効用値の

取得が難しい場合が

ある．また，疾患に

よっては効用値での

アウトカム評価が難

しい 

費用便益分析 効果をすべて金銭に換

算し，医療技術の使用に

より発生した費用と比

較する分析方法 

WTP*が所与のもとで，

当該医療技術導入に伴

う損得が明瞭に評価さ

れる（最終的な便益が

プラスかマイナスかだ

けで結果が議論でき

る） 

一意な WTP を設定

する必要があるが，

そのようにしている

HTA 当局は少ない 

全てを金銭に置き換

えて分析することに

対する心理的抵抗が

ある 

* 支払意思額，Willingness to pay;  増分効果（比較対照との効果の差）あたりに支払ってもよい

とする金額 
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上記 4 つの手法の違いは，「効果指標に何を採用するか」にある．ガイドラインでは，

費用最小化分析，費用効果分析，費用効用分析をまとめて費用効果分析と定義し（以後

断りのない限り広義の「費用効果分析」を用いる），原則，この広義の費用効果分析を採

用することが推奨されている．費用対効果評価を実施したいそもそもの理由は，限りあ

る資源（お金）をより価値の高い（費用対効果の良い）治療のために使うためであり，

その判断をするためには比較対照との間で効果が揃っていることが必要である．これを

揃える一つの方法は，効果をお金に換算してしまうというもので，アウトカムをお金に

換算する場合には通常，費用便益分析という別の枠組を用いる．費用便益分析について

は全てを金銭に置き換えて分析することに対する心理的抵抗もあるが，アメリカでは予

防接種に関する分析で使われている例も多い． 

現在，費用効果分析で最もよく使われている効果指標は，QALY（質調整生存年，コ

ラム参照）であり，ガイドラインにおいて，『疾患や技術によらず使用できる共通尺度』

として，分析に用いることを推奨されている．共通尺度としての利点があるものの，疾

患によらず QALY による評価を行うことには批判もある．例えば，疾患の終末期におけ

る延命は，QALY による評価は不利に働くことが多い．これは得られる生存期間が短く，

加えて疾患の終末期においては効用値（注3，コラム参照）が低いことが多いことに起因

し，この問題については NICE も含め課題として議論を続けている．しかしながら，QALY

に代わるよい性質を持った指標が未だ考案されておらず，実際は QALY による評価が行

われていることが多い． 

 

                                                   

注3：ガイドラインでは効用値を QOL 値と記載しているが，utility のことであるため，本報

告書では効用値と記載している． 
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QALY = ∫ 効用値
𝑡

𝑡

 

コラム：QALY(Quality Adjusted Life Years) : 質調整生存年とは? 

QALY は，QOL（生活の質）から変換した効用値（Utility）で調整した生存

年を指し，完全に健康な状態で何年間生存できるのかを表す指標である．仮に

得られた結果が 1.7QALY であれば，完全に健康な状態で 1.7 年（約 1 年 8 か

月）生存すると解釈する．以下のとおり，QALY は生存期間と効用値の曲線下

面積である．生活の質が高いことと，長生きする，ということが両立すると

QALY は大きくなる．生活の質と生存期間のいずれかでも損なわれると QALY

は下がる． 

 

例えば，糖尿病の治療において，人工透析導入前後の効用値がそれぞれ 0.9，0.5

であったとする．ある治療の結果，人工透析導入まで 10 年，人工透析導入後 5 年

の生存があった場合，QALY は 0.9 x 10 + 0.5 x 5 = 11.5QALY である。新治療に

より，全生存を延長することでも QALY は大きくなるが，人工透析導入を遅らせ，

生活の質，すなわち効用値の高い状態をより長く維持することでも QALY を改善

することが出来ることが以下の表でわかる． 

  
透析導入前 

（効用値=0.9） 

透析導入後 

（効用値=0.5） 
合計 

従来治療 
10 年 

0.9ｘ10=9.0QALY 

5 年 

0.5x5=2.5QALY 

全生存: 15 年 

QALY: 11.5QALY 

新治療 X 

（全生存延長） 

10 年 

0.9ｘ10=9.0QALY 

10 年 

0.5x10=5.0QALY 

全生存: 20 年 

QALY: 14.0QALY 

新治療 Y 

（透析導入遅延） 

14 年 

0.9ｘ14=15.4QALY 

1 年 

0.5x1.0=0.5QALY 

全生存: 15 年 

QALY: 13.1QALY 
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ガイドラインでは，QALY の算出に用いられる QOL 尺度についても言及している．国

内での効用値に変換するためのスコアリングアルゴリズムがすでに開発済みの尺度を使

用すること，また，一定の条件を満たした質の高い国内データがある場合はその結果を

優先的に使用することが推奨されている． 

 

2.4 モデルを構築し，効果と費用のパラメータを推定する 

ここからはモデルの構築について検討する．臨床試験での患者レベルのデータがあれば

試験に基づく分析を行うことも可能であるが，臨床試験では，有効性や安全性を一定の期

間に区切って追跡することが一般的である．医療技術の影響が臨床試験の期間内だけで終

わってしまうことはむしろ少なく，もっと長い期間を想定する必要がある．多くの場合は

生涯にわたる検討や，10 年，20 年にわたる評価を行う．この評価期間のことを「分析期間

（時間地平）」と呼ぶ．分析期間が長期間であったり，真のエンドポイントの変化を予測す

るため様々なデータを統合する場合，モデルに基づく分析を行う．本報告書ではモデルに

基づく分析について説明する． 

 

1) モデルの構築 

臨床試験から得られた限られた期間のデータから，より長い期間の評価を行うため，

また代替エンドポイントから真のエンドポイントの変化を予測するため，治療過程を組

コラム：効用値の算出について 

効用値とは，「選好に基づく」指標である．選好に基づくとは，時間得失法や基

準的賭け法（5 章付録参照）のように，「ある健康状態 A での生存 X 年と，完

全な健康状態(効用値＝1)での生存 Y 年が等しい選好性をもつ」という価値観を

もとに，効用値と生存年の積である QALY が等しければ価値は同等と取り扱う

ことである． 

この状況では，完全な健康状態（効用 1）での Y 年生存は QALY が Y（効用×

生存年＝1×Y＝Y）であるから，これと等しい選好性（＝QALY が等しい）を

持つ「ある健康状態」での X 年生存も QALY は Y であるということになる．よ

って「ある健康状態」の効用は Y/X と計算される（効用=Y/生存年=Y/X）．一方

で死亡した状態は効用値が 0 である． 

効用値の算出には，QOL (Quality of life) の値から，効用値への変換が必要であ

る．変換のためのテーブルは，主要な QOL 指標については作成されているもの

も多く，EQ-5D-5L には tariff という変換テーブルが作成されている[22]． 
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み込んだモデルを構築することが一般的である．モデルには，「決定樹（decision-tree）モ

デル」や「マルコフ（Markov）モデル」などがあり，それぞれ長所や短所があるため適

した手法を選択する（コラム参照）．決定樹モデルは，複数の治療における費用や効果を

同時にモデル化し，評価期間が比較的短い疾患の分析に適している．一方，マルコフモ

デルは，患者が複数の健康状態へ移行する様子をモデル化し，評価期間が長期にわたる

ような慢性疾患の分析に適している．決定樹モデルと，マルコフモデルは，いずれもモ

デル化した予後をわかりやすく図示する手法にすぎず，「この場合は決定樹モデルでない

といけない」という制約はない．決定樹モデルで図示したモデルをマルコフモデルで図

示することは一般に可能であり，逆もまた真である．ただし，いずれの書き換えにおい

ても多くの場合煩雑な図になる． 

日本でもこれらのモデルで分析が実施された事例は多く存在する．Igarashi らは頻脈を

伴う冠動脈疾患の疑いのある患者に対して，治療をβブロッカー管理の有無，分析の終

点を冠動脈疾患の診断確定とした決定樹モデルを構築している[25]．Mouri らは HER2 陰

性の乳がん患者に対する化学療法レジメンについてマルコフモデルを構築し，第一選択

治療から死亡までの 5 段階のステートを定義している[26]． 

構築したモデルの妥当性を示すことは重要である．国際薬剤経済アウトカムリサーチ

学会（ISPOR）のタスクフォースでは 5 種類の妥当性についてバリデーションの方法や強

み，限界点を挙げており，外的妥当性と予測妥当性の確認が最も強力であるとしている

[27]．全ての方法で確認することは困難であるため，どの方法で妥当性を確認したかを報

告書に述べて限界点を示すことになる． 

 

表 2-4妥当性の種類と確認方法[27] 

妥当性の種類 確認方法 

表面的妥当性（Face validity） 専門家によるモデル構造，データソース，仮定，結果

の評価 

照合, 内的妥当性 

（Verification, Internal validity） 

分析に用いたプログラムの正確性の確認 

クロスバリデーション 

（Cross validation） 

別モデルでの結果との比較 

外的妥当性（External validity） モデルでの結果と real world での結果の比較 

予測妥当性（Predictive validity） モデルでの結果と前向き研究で観察されたイベントと

の結果の比較 
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コラム：決定樹（decision-tree）モデルとは？ 

決定樹モデルは，複数の治療が行われた場合の費用や効果を推定することが可能

なモデルである．評価する期間が短く，ステート（疾患の状態）を行き来しない

場合に有用とされている． 

 

費用8000円, 効果5QALY※

60%

費用8000円, 効果0QALY
40%

費用5000円, 効果5QALY
30%

費用5000円, 効果0QALY
70%

対象疾患の治療

新薬による治療
費用：8000円

既存薬による治療
費用：5000円

生存

死亡

死亡

生存

□はデシジョンノード. 治療の選択など医師や患者の意思に基づき、決まる枝分かれを示す.

○はチャンスノード. 生存・死亡など、確率に基づき決まる枝分かれを示す.

※この例では、生存なら5QALY, 死亡なら0QALYと設定.
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コラム：マルコフモデルとは？ 

マルコフモデルは，慢性疾患など罹病期間が長い場合に利用される．はじめに

患者の取りうる複数のステート（疾患の状態）を定義し，これらのステートへ

と移行していく確率をそれぞれ定義する．例えば，患者の取りうる疾患の状態

が「健康」，「罹患」，「死亡」の場合，「健康」な状態から「罹患」へとある単

位時間あたりに移行する確率（推移確率）や，「罹患」から「死亡」へ移行す

る確率などをそれぞれ定義する．ひとつ前の単位時間より前の状態は，推移確

率に影響がない（メモリーレス）と仮定しているが，これがマルコフモデルと

呼ばれる理由である．患者の状態が変化する様子についてシミュレーションを

行い，費用と効果を計算する．付録にマルコフモデルのメモリーレスの問題や

解決策としてのモンテカルロシミュレーションの紹介をしているので参照さ

れたい． 

 

健康 罹患

死亡

健康な状態を
維持する確率

罹患する確率

健康になる確率

死亡する確率

罹患のまま
の確率

各矢印における確率を
ある状態からある状態への

「推移確率」「移行確率」と呼ぶ。
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2) 効果と費用のパラメータの推定 

効果のパラメータは，新規収載品の場合は Real World でのデータがないため臨床試験

の対照技術との相対的な成績を中心に推定することになる．決定樹やマルコフモデルに

用いるパラメータ（例えば，死亡のハザード，ステート間の推移確率）の中に，疫学デ

ータなど，臨床試験でデータ収集ができないものがある場合には，専門家意見に基づく

値を想定値として用いる，他の研究論文のデータを活用する、試験を実施するなど様々

な手段で入手する． 

費用対効果評価では，様々なデータソースのデータを同時に用いることが可能である

が，中医協ガイドラインでは『原則として，研究の質やエビデンスレベルが高く，かつ

現実の臨床成績を反映しているものを優先的に使用する』とされている． 

エビデンスの高い日本のデータが望ましいが，そのようなものがない場合に「エビデ

ンスレベルの高い海外データ」と「エビデンスレベルの低い国内データ」のいずれを用

いるかの判断は難しく，研究者の間でも議論になるところである．治験時と市販後に得

られるデータのエビデンスレベルの違いでも同様の問題が生じる．また，研究によって

結果にばらつきが出るため，分析に都合のよい研究だけを集めて，都合のよい結果を示

すことは行ってはならない．よって，透明性の高い公正な評価を行うために，研究の選

択基準を明確にした最新までの比較試験（原則として RCT）システマティックレビュー

に基づく先行研究の選択が必要となる．  

中医協ガイドラインでは，システマティックレビューの方法について述べられており，

例えば PICO(P: 患者(Patient), I: 介入(Intervention), C: 比較対照(Comparator): O: アウトカ

ム(Outcome))などで構造化された Clinical Question (CQ)を規定する必要があるとしている． 

信頼できる既存のシステマティックレビューが存在する場合，それらを活用することは

可能であるが，CQ に合致するか，最新の文献まで含まれているか等を検討する．既存の

コラム：臨床データから推移確率を算出する 

マルコフモデルでは，単位時間あたりの推移確率，たとえば死亡率などを推定す

る必要があるが，臨床データをそのまま使用できるケースは少ない．このような

場合には科学的妥当性を維持しつつ最善の策で推定を行うことが重要である． 

例えば，論文データから 5 年生存率が 70%であったとしよう．示されているカプ

ランマイヤー曲線より，ハザードが一定であることが確認できれば，1 年あたりの

死亡率 x は(1 − 𝑥)5 = 0.7から𝑥 = 1 − 0.71 5⁄ のように求められることが分かる．得

られるデータの形式や，モデル構築に求められるパラメータは様々であろうが，

柔軟な対応を行い，最善を尽くすことが求められる．また，解析の再現性を保証

するためにも，推定の根拠について明確にすることが重要である． 



23 

 

システマティックレビューを活用する場合も，自社で実施する場合にも PRISMA 声明（シ

ステマティックレビューおよびメタアナリシスのための優先的報告項目）の原則[28, 29]

に従って，研究の組み入れ基準･除外基準，使用したデータベース，検索式，論文選択の

プロセス等を記載することが必要となる. 

また，臨床試験の登録システムである ClinicalTrials.gov のように，システマティックレ

ビューにも PROSPERO（http://www.crd.york.ac.uk/prospero/）や米国の National Institute of 

Health 内にレジストリー（http://nihlibrary.campusguides.com/c.php?g=38332&p=244525）が

存在する．こういったレジストリーへの登録がガイドラインで規定されているわけでは

ないが，既存のものを利用する場合も，自社で実施する場合にも，その質を判断する一

つの材料になると考えられるので，今後の積極的な利用が望まれる． 

中医協ガイドラインでは『実施することが適切な場合は，メタアナリシスの手法を用

いて各試験を統合した結果を提示する．その場合，用いた統計手法，異質性の評価，フ

ォレストプロット，統合した値とその信頼区間等を明らかにすること』と記載されてい

る． 

現実には，臨床試験での比較薬が必ずしも費用対効果評価での比較対照技術と同じと

は限らず，通常のメタアナリシスを実施したくても直接比較した先行研究が無い場合も

考えられる．その場合には，ネットワーク・メタアナリシスを用いて，効果のパラメー

タを推定する手法もよく使われている[30, 31]．ネットワーク・メタアナリシスとは，対

照技術と直接比較した試験結果に限定せず，対照技術と他の医療技術との比較した結果

も含め，それら全ての試験結果から間接的比較を実施し，対照技術との相対的な治療効

果を統合するメタアナリシスのことである． 

 

 CQ を適切に設定して自社で疫学研究・臨床研究を実施できる場合は，分析に用いるモ

デルへの活用がしやすくなる．研究の詳細も社内で把握しているので，結果の解釈も様々

に検討できる．しかし，日本で Real world のデータを得たいと思うと，多くの症例数が望

ネットワーク・メタアナリシスの例； 

治療 A と治療 B の比較をしたいが，これらを直接比較した試験結果が存在しない．

治療 C と治療 A および治療 C と治療 B を比較した試験結果が存在する場合，治療 C

との比較結果を介して治療 A と治療 B の比較結果をする． 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

C 

A 

B 

C 

trial 1 

trial 2 

治療 A と治療 B を比較 
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めない場合が多い，データソースによっては患者の年齢分布等に偏りが生じるなど（企

業健保のレセプトデータ等），様々な問題にも直面する．分析に必要なデータの中で，自

社研究での生成が必要なデータ，海外を含めた先行研究の活用が出来るデータを早めに

見極めて準備をすることが重要になっていく．Real World Data (RWD)を用いた分析や，

RWD の質に関しては，2015 年製薬協 TF 「RWD の活用」の報告書[32, 33]を参照された

い. 

 

次に費用を算出する．ここでは，公的医療費を用いた費用について説明する．費用を

推定する際には，まず，費用の支払者を明確にする必要がある．支払者の立場によって，

費用が大きく異なるためである．また，短期的に発生する費用に加え，長期的に発生す

る費用についても加味しなければならない．ガイドラインでも『当該医療技術の費用の

みでなく，有害事象や将来の関連する合併症などの費用も含めて推計する』と記載され

ている通り，広い範囲の費用についてその取捨選択を検討することが求められる．例え

ば分析の立場を公的医療費支払者の立場とした場合には下図の費用が含まれる． 

 

 

図 2-4 分析の立場を公的医療費支払者とした場合の費用の一例 

 

費用は，基本的には最初から総額を計算するのではなく，たとえば薬剤費は，薬剤使

用量を推定し，単価を掛け合わせるというように，『医療資源消費量と単価を区分して集

計すること』が推奨されている．したがって，データソースから抽出可能な場合には，

保険請求の内容から分析に含める項目を選択し，診療報酬点数（単価）を掛け合わせて

算出する．また，3 章で紹介するような，ステント比較を行う場合のステント留置手技料

等，群間で費用が同一となる項目については，相対比較においては費用が相殺されるた

め，費用項目から除いて検討しても良い． 

費用も効果同様，さまざまなデータソースを用いることが可能である．前向きに費用

を調査する研究を実施して推計することも可能であるし，既存の研究を引用することも

可能である．日本の費用効果分析で費用の収集方法としては，図 2-5 のものが挙げられ

る．データソースの特徴を把握したうえで，バイアスを減らし，恣意的にならないよう

に費用を算出することが重要である． 

 

医薬品の費用 

外来・入院の費用 

検査の費用 

他の治療の費用 : 有害事象の医療費，再発による医療費など 
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図 2-5 費用算出のためのデータソースの例 

 

また，医療費は，薬価改定や後発品の発売などで変化するため，分析に使用した診療

報酬点数や薬価データが何年のものかを明記する必要がある． 

 

中医協ガイドラインにおける基本分析では，公的介護費用や本人及び看護，介護をす

る家族の生産性損失は含めないが，一方で追加的な分析においてはこれらを含めても良

いとされており，介護が必要となるような疾患の進展を抑えられたり，入院期間短縮等

に寄与する治療においてはこれらを考慮した分析を行う価値があると考えられる．これ

らの費用のどこまでを分析に含めるかは基本分析と比べ選択肢が多いため，より検討す

べきポイントは多い． 

公的介護費用の算出についても，他の費用の算出と同様の手法を用いる．すなわち，

資源消費量である介護サービスの利用量と，単価（この場合は介護報酬）の積を算出す

る． 

生産性損失に関しては，人的資本法と呼ばれる方法が用いられることが多い．人的資

本法は，『当該疾患に罹患していなければ、本来得られたであろう賃金に基づき推計する

方法である』．この定義に厳密に従った損失を算出することは難しいが，実際には当該疾

患により働けなかった日数，時間に平均賃金を勘案して算出される．平均賃金は賃金構

造基本統計調査[34]の活用が有用であろう．疾患の好発年齢などにより，同じ日数，時間

を働けなかった場合の賃金が異なることは考えられ，中医協ガイドラインでも『公平性

等を考慮して、最新の「賃金構造基本統計調査」（賃金センサス）に基づき、全産業・全

年齢・全性別の平均あるいは全産業・全性別の年齢階級別の平均を用いることとする』

と年齢階級を考慮する余地があることが示唆されている． 

中医協ガイドラインの原則に従う分析を行うためには， 

 要介護度，要支援度のアウトカムのデータ（費用を要介護度，要支援度別に集

計する必要があるため） 

 実際の公的介護保険の利用額（平均的な受給者 1 人当たり費用額等を用いても

良い） 

前向き調査（臨床試験も含む） 

疾患の登録データベース 

医療機関の診療録・レセプト請求データベース 

商用の保険請求データベース 

ガイドライン・専門家の意見によるモデル診療ケースの構築 

先行研究  
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 対象となる集団において就業状況（仕事等に従事できないと推計される日数を

用いても良い） 

のようなデータが必要となるが，このようなデータを治験で収集することは一般的で

はない．よって評価対象の治療が公的介護費用や生産性損失の観点から大きな価値を

持つと見込まれる場合，企画立案をより早期に行い，戦略的にデータの収集を行って

いく必要がある．データの取得が困難である場合は，前提条件に基づく推計を行わざ

るを得ない場合もあると考えられるが，その場合は前提条件を設定した根拠を明確に

示し，客観的にみて透明性及び納得性の高い報告を行うことがますます重要となるだ

ろう． 

 

2.5 費用と効果を比較する 

今までの流れで収集・生成したデータ，分析モデルを用いて，「費用」と「効果」を別々

に計算し，対照技術と比較し，ICER を算出する． 

 

 

1) 「費用」と「効果」を別々に計算する 

経済学の考え方に基づき，費用と効果の計算では現在価値換算として，『将来的に発生

する費用や効果に対し，「割引」を行うことが原則』となっている．割引率は，国によっ

て異なり，経済状況などを反映する．以前は 3～5%の割引率が採用されることが多かっ

た．経済学的には，日本では NTT 債券の利率にインフレ率を加味した数値を用いること

が多かった．これは過去のデータの蓄積から NTT 債券が，景気動向や市中金利に左右さ

れにくく，平均して 3～4%を維持していたためである．現在の日本のガイドラインでは，

複数年にわたる分析については，『当面のところ年率 2%の割引を行うこと』が推奨され

ている．10 年国債の名目利回りは中医協ガイドライン作成時点においては 1～1.5％程度

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
費用

新治療
− 費用

対照治療

効果
新治療

− 効果
対照治療

 

コラム：ICER (増分費用効果比)とは？ 

• 費用対効果評価の結果は，ICER を用いて表すのが一般的である．ICER は，

以下の式で算出される． 

 

• 費用と効果は期待値を用いる．ICER は値が低いほど費用対効果が優れている

といえる．ICER の具体的な算出手順については，3 章で紹介することとする．  



27 

 

であり，物価上昇率をマイナス 0～0.5％程度と考えれば割引率 2%は一定の正当性はある

[16]．分析期間が１年未満あるいは短期間で，その影響が無視できる程度の場合は，『割

引を行わなくてもよい』． 

たとえば，10 年間のモデルで年率 2%の割引を適用した場合，10 年後の 100 万円は下

記の式で計算される． 

10 年後の 100 万円 =
100 万円

(1 + 0.02)10
= 82.0 万円 

同様に，長期的な効果を検討する場合には，効果にも割引を行う．これは費用のみを割

引いて効果を割引かないと，治療を先延ばしする方が費用対効果が良くなってしまうと

いう矛盾が生じるためである[35]． 

 

2) 対照技術と比較し，ICER を算出する 

費用対効果評価を行う場合には，自社の医薬品と比較対照技術との費用，効果を比較

する必要がある．費用，効果のそれぞれの差をとって，自社医薬品が比較対照技術より，

効果 1 単位をより多く得るための費用の増加分を算出する．これを増分費用効果比

（Incremental cost-effectiveness ratio: ICER，コラム参照）と呼ぶ．「効果が優れていて，か

つ費用が少なくなる」という最良のケースも当然考えられるが，多くの新規医薬品では，

「効果が優れていて，しかし費用も大きくなる」場合が多く，効果 1 単位を得るために

必要な追加の費用が分析の立場をとる意思決定者の許容範囲かどうかが問われる．なお，

費用便益分析においては，増分純便益（Incremental Net Benefit: INB）を算出する（付

録参照）． 

ICER は値が低いほど費用対効果が優れているといえる．効果指標に QALY が用いら

れる分析では，「費用対効果がよい」とみなされる閾値の目安があり，たとえば NICE で

は 1QALY 獲得あたり 2 万～3 万ポンドである[36]．この閾値には議論があるが，この閾

値以内であれば費用対効果が良いと判断する．WHO（World Health Organization）で費用

対効果評価を実施しているプロジェクト（CHOICE プロジェクト; CHOsing Interventions 

that are Cost-Effective project）では，費用対効果評価に一人当り国内総生産（GDP per capita, 

GDP=Gross Domestic Product）を単位として，Highly cost-effective (< GDP per capita); 

Cost-effective (GDP per capita～3×GDP per capita)，Not cost-effective (> 3×GDP per capita)

としている[37]．日本では 1QALY 獲得あたり 500 万円，670 万円を閾値と評価している

研究がある[38, 39]．なお，中医協において用いられる閾値は本報告書作成時（平成 28 年

前半）には未定であるが，ある程度の範囲を決定し，上限を超えた場合，下限を下回っ

た場合はそれぞれ費用対効果が悪い，良いと結論付けるが，範囲内であった場合には個

別製品ごとに判断する方法がおおむね妥当であるとされている[40]． 

増分効果を横軸，増分費用を縦軸にして ICER をプロットした図を費用効果平面と呼



28 

 

び，第 1 象限での傾きが ICER となる．閾値の範囲内に分析結果が含まれていれば費用対

効果が良いと視覚的に判断ができる（図 2-6）． 

 

図 2-6 費用効果平面を用いた分析結果の解釈 

 

薬剤 A が，対照技術と比較して費用が安く効果も同等以上である場合，薬剤 A は「優位

（dominant）」であると言う．一方，薬剤 A が対照技術と比較して費用が高く，効果は同等

以下であった場合，薬剤 A は「劣位（dominated）」であると言う． 

このような場合には，ICER を示すまでもなく，薬剤 A の費用対効果が優れて（劣って

いる）いることはわかるため，ICER を示さずに，「優位であった」または「劣位であった」

と報告する．つまり，ICER は負の値をとり，その解釈は「効果を得るごとに節減される費

用」または「効果の減少ごとに増加する費用」となり，その程度を議論しても意味が無い

ためである． 

場合によっては，複数の医療技術を同時に評価する場面もあると想定される．その場合，

図 2-7 で例示する「拡張優位（extended dominance）」の考え方に基づき，劣位と判断され

た場合は「拡張劣位」と位置づけられる．例えば，図 2-8のように治療 3 と治療 5 を結ん

だ直線より左上側（ICER の大きい側）に治療 4 が位置した場合，治療 4 は「拡張劣位」と

呼ばれる．これは治療 4 と比較したときの治療 5 の ICER は，治療 3 と比較したときの治

療 4 の ICER よりも必ず小さくなり，治療 4 が費用対効果がよいと判断されるならば，治

療 5 も必ず費用対効果がよくなるためである． 
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図 2-9 「拡張優位」の考え方に基づいた「拡張劣位」（治療 4） 

（中医協ガイドライン[12］より図を抜粋して改変） 

 

表 2-5 治療 1 から 5 における ICER の表記方法（中医協ガイドライン[12］より表を抜粋し

て改変） 

 効果 費用 増分 

効果 

増分 

費用 

ICER 
備考 

(QALY) (万円) (万円/QALY) 

治療 1 1 50     

治療 2 1.5 200   劣位 (数値は表記しない) 

治療 3 2 150 1 100 100 治療 1 との比較 

治療 4 2.25 300   拡張劣位 (数値は表記しない) 

治療 5 3 350 1 200 200 治療 3 との比較 

 

2.6 分析結果を解釈・報告する 

これまで見てきたように，費用対効果評価は，疾患の推移をモデル化し，エビデンスレ

ベルが様々な複数のデータソースからモデルに必要なパラメータを推定して分析する．そ

のため，そもそもモデルの構造が妥当であるのか，今回の評価に用いた患者集団に母集団

の代表性はあるのか，など，不確実性の原因となる要素は無数に存在する．どのデータソ

ースを選び，どのようなモデルを構築するか，の方法は一つではなく，様々な制限や仮定

が入るため，それらが分析結果にあたえる影響を検討する必要がある．これらの仮定が結

果にどの程度影響するかを確認するために，費用対効果評価では，感度分析を必ず実施す

る．なお，中医協ガイドラインでは，『使用したモデルや計算過程については電子ファイル

の形式で，第三者の専門家が理解でき，かつ，パラメータ等を変更できる形で作成するこ
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と』が求められている． 

費用対効果評価において，不確実性を完全に排除することは事実上不可能といえるが，

費用対効果の評価を行う目的に立ち返ると，多くの場合は「ある薬剤のために追加の支払

い額が，追加の有用性に見合ったものか」という命題に対する「Yes/No」の 2 値の情報に

落とし込まれる．その前提に立てば，点推定値の精度を上げることに労力を割くよりは，

手持ちのエビデンスから下される結論が，不確実性によってどの程度覆る可能性があるか

を考え，それを透明性をもって示し，意思決定者に提供する方が建設的であることが分か

るだろう． 

感度分析では，分析に用いた特定のパラメータの値を変化させることで，結果の頑健性

を確認する（注4）．パラメータの変動幅は設定根拠となる前研究での 95%信頼区間を用い

る等，根拠のある数値が望ましい．信頼区間が算出不可能である場合は，基準値の±20%等，

一定の幅を設定することになる．1 つのパラメータを変化させ，確認する方法を一次元感度

分析，2 つのパラメータを同時に変化させ，確認する方法を二元感度分析と呼ぶ．その他，

複数のパラメータに確率分布や，パラメータ間に相関関係（同時分布）を考慮し，多数回

のシミュレーションにより ICER の確率分布を検討できる確率的感度分析（PSA: Probability 

Sensitivity Analysis）などが用いられることもある．PSA により ICER の確率分布を得ること

が可能であることから，横軸に ICER の閾値（支払意思額 WTP：Willingness to pay）を変化

させ，多数回のシミュレーションのうち，その閾値を下回る割合を縦軸としてプロットし

た費用効果受容曲線（CEAC: Cost-Effectiveness Acceptability Curve）も有用な情報を与える．

一次元感度分析の結果の表示に用いられる主な手法に，トルネードダイアグラム（コラム

参照）がある．PSA，CEAC，トルネードダイアグラムの具体的な方法は 3 章で紹介する． 

                                                   

注4：モデル自体を変える感度分析は Model uncertainty と呼ばれており，研究がされてい

る．複数のモデルから得られた ICER を AIC や BIC をもとに重み付き平均を取る Model 

averaging などの方法が提案され，いくつかの実例がある[39]． 
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HTA 当局によっては結果の報告についてフォーマットを用意している場合があるので，

提出先に応じて確認を行う必要がある．データサイエンス部門の担当者が報告書を執筆す

ることは稀であるかとは思われるが，報告の要点は以下のとおりであると考えられる． 

 費用対効果評価の目的 

システマティックレビューと同様に，PICO（対象患者(Patient)，評価対象の治療

(Intervention)，対照として選択された治療(Comparator)，効果指標(Outcome)）を報

告する． 

 費用対効果評価の方法 

報告書を見て，評価を再現できることは，評価の透明性を担保するうえで重要な

条件である．設定したモデルを示すことはもちろん，費用や効果のパラメータに

ついてその根拠とともに示すこと．また，分析期間や割引率として設定した条件

についても，根拠として示す必要がある． 

 費用対効果評価の結果 

ICER だけを示すのでなく，感度分析の結果を示すことで，現段階で収集したエビ

デンスによりどの程度の確証を持った意思決定を行うことができるかを検討する

ことができる． 

 

評価の透明性を担保することは報告の際にもっとも重視するべきポイントである．ラン

ダム化や二重盲検による比較可能性の担保という手法を取ることができない費用対効果評

価においては，結果だけでなく行ったプロセスの妥当性も評価の対象となると考えるべき

コラム：トルネードダイアグラムとは？ 

分析に用いたパラメータのうち，特定のパラメータを適当な範囲で変動させた

とき，ICER がどの程度変動するかを影響力が大きい順に図示したものであ

る．どのパラメータの変動が結果に大きなインパクトを与えるか，結果の頑健

性がどの程度であるかを確認することができる． 
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である． 

 

2.7 費用対効果評価でしばしば直面する課題 

以上，費用対効果評価の流れを解説した．様々な複数のデータソースから分析モデルに

パラメータを組み入れることが可能であるとはいえ，実際に費用対効果評価を実施する際

には，図 2-10のような制約や課題に直面することが多い． 

 

 

図 2-10  費用対効果評価でしばしば直面する課題 

 

現時点で全ての課題を完全に解決することは困難かもしれないが，可能性のある対応を実

際の分析事例を参考に一部下記に示した． 

(1) 解決方法の一つとしては，本章でも紹介したネットワーク・メタアナリシス等の手法を

用いて，間接比較を行うことである．また，このような状況に陥らないように臨床デー

タパッケージを検討する前に費用対効果評価の詳細について臨床試験担当と議論をして

おくべきであろう． 

 

(2) 対照技術に効用値データが存在しない場合は，心筋梗塞，脳梗塞，がん再発といった効

果指標に対して，自社の医薬品と比較対照技術ともに同一の効用値を設定したり，生存

年・生存率など QALY 以外の評価を検討する必要がある． 

 

(3) 国際共同試験の日本人のデータが非常に少ないということはあり得る．日本人データで

のサブグループ解析結果等で全体の結果と顕著な相違がなければ，国際共同試験で得ら

れた非日本人も含んだデータを評価に使用する． 

 

(4) 比較対照技術が後発品に置き換えられており，『結果に影響を与える場合には，後発医

薬品の価格を用いた分析も行う』．例えば，従来の比較対照薬（先発品）の分析を基本分

析とし，後発品の普及割合を考慮した分析を感度分析で示して結果の影響を確認すると

(1) 対象となる治療をそれと置き換わり得る対照技術と評価したいのだが，臨床試験での対照
技術が評価したい薬剤と異なっている 

(2) 上記(1) のケースにおいて，間接比較を実施しようとしたが，対照技術に効果データ（特
に効用値）が存在しない 

(3) 対照技術には日本人でのデータが豊富に存在するが，自社の医薬品では，臨床試験で得ら
れた日本人のデータが非常に少ない 

(4) 対照技術の後発品が発売になり，費用対効果評価の前提が変化してしまった 
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いった対応が考えられる． 

 

前述したように，本邦での 2016 年度からの費用対効果評価の試行的導入時には，専門機

関との事前協議が認められているため，これらのポイントはまさしく協議の必要な点であ

ろう． 

 

3 費用対効果評価の実際 

 

本章では費用対効果評価についてより具体的に考えるために，平成 25 年 12 月 25 日に開

催された中医協にて紹介された池田参考人の提出資料①「医療機器 具体例 （薬剤溶出

性ステント A）」を基に，狭心症の治療法を対象にした仮想事例[42]を紹介する．医薬品で

はなく医療機器の事例であるが，考え方としては医薬品でも同様である． 

本章では，事例紹介の流れを損なわない範囲で，2 章のフレームワークに沿って内容を整

理する．なお，以下の分析では統計解析ソフト SAS で実行したが，具体的な SAS コードの

事例は，2015 年 SAS ユーザー総会論文集[43]をご参照頂きたい． 

 

3.1 分析の目的を決める 

ある医療機器メーカーのデータサイエンス部門に勤める A さんは，マーケッテイング担

当者から自社製品である経皮的冠動脈ステント留置術（薬剤溶出性ステント）(DES)製品 A

の費用対効果を評価するよう依頼を受けました．DES 製品 A は発売後 1 年経過しており，

海外では比較対照をおいた臨床試験を実施していますが，日本では single arm の臨床試験で

承認を得ている製品です． 

「DES の費用対効果を評価せよ」というだけでは何をしてよいかが A さんにはわかりま

せん．評価の目的がはっきり定まっていないのです．費用対効果評価も，一般的な医学研

究と同じで，研究の目的が定まらないと，その先何をすればよいかが決まりません． 

A さんは関係者との協議を経て，この分析の目的が「狭心症治療の医療費全体を考えた

場合に，DES の価格が正当であるかどうかを問いたい」ということであることを合意し，

評価を進めていくこととしました． 

 

コラム：狭心症とその治療法 

狭心症は心臓に血液を供給する冠動脈が狭まり，心筋に十分な血液が行き渡らなくな

る疾患である．これに対する治療の 1 つとして，狭窄部位で風船を膨らませることに

より，詰まった血管を拡張したのち，冠動脈の内側にステントと呼ばれる網目状の金

属筒（ステント）を留置し，血管の再狭窄が起きないよう血管を支える経皮的冠動脈

ステント留置術が挙げられる．ステントには，通常の金属性ステント（ベアメタルス

テント: BMS）と，薬剤が溶出することにより再狭窄が起こりにくくしたステント（薬
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剤溶出性ステント: DES）の 2 種類がある．DES のメリットは BMS よりも再狭窄を起

こしにくいことにあり，一方で DES はステント血栓症が起きやすいため強力な抗血小

板薬が必要となるというデメリットが知られている． 

 

3.2 比較対照を決める 

A さんは目的に照らし合わせて，DES の価格が正当であることを確認するために，DES

と代替治療とを比較することを考えました．治療法を調べた結果，狭心症には，DES 以外

に以下のような治療があることがわかりました． 

 経皮的バルーン血管形成術 

 経皮的冠動脈ステント留置術（ベアメタルステント）(BMS) 

 

これに加え「治療しない」というオプションも検討しました． 

その結果，「治療しない」は狭心症を放置しておくことには問題があるため除外できると

し，経皮的バルーン血管形成術と BMS では，BMS の方が「ステント」という枠組みでは

DES と共通しており，BMS を選択する患者さんの重症度が DES のそれと類似していると考

えられましたので，DES が最も置き換わりうる治療は BMS であることから，BMS が適切な

比較対照であると考えました． 

 

実務担当者にとっては： 

 

 比較対照となる技術が一つ 

 その対照技術が「幅広く臨床現場で使用されて」いる 

 自社製品（「当該技術」）が上市される時にも，その比較対照技術１つしか存在せず，「最

も置き換わりうると想定される」状況にある 

 

この 3 拍子が揃っていれば，比較対照技術について頭を悩ませる必要は無いだろう．さ

らに： 

 

 第 3 相試験の比較対照になっているので，直接比較の効果データがある 

 

と 4 拍子揃えば，鬼に金棒で，もう分析は半分終わったようなものである． 

 

ただ現実的には，この 4 項目が揃わない場合も多い．例えば，比較対照となる技術が複

数ある場合は対照をどのように選択すればよいのか？また，第 3 相試験計画時点では A と

いう比較対照薬が「最も置き換わりうる」と想定していたが，上市時には B という別の薬

が存在し，これが「最も置き換わりうる」と想定されるような場合には，直接比較のデー
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タが存在しないことになる．このような場合はどうすればよいのだろうか？ 

 

このようなことが起こらないように，諸外国では監督官庁と事前に比較対照について相

談ができるシステムもあるが，現状（平成 28 年前半）では，日本でどのようなシステムが

導入されるかは不明である． 

 

上記の 2 つの疑問に対する現状での実務的な答えとしては： 

 

 比較対照技術が複数あり，どれも分析の対照となりうる可能性がある場合は，全ての

対照について分析する，またはその中の一部のみしか分析しない，など個々の判断に

よる 

 直接比較のデータが無い場合は，間接比較の手法（ネットワーク・メタアナリシス）

を用いてパラメータを推定する 

 

となるだろう． 

 

3.3 「分析の立場」と費用の範囲を決める 

分析に含める費用の範囲を定めるために，「分析の立場」を明らかにする必要がある．分

析の立場には，社会の立場，公的医療費支払者の立場，医療機関の立場，患者・家族の立

場などがある．誰の費用負担を考えるかによって，含めるべき費用も自ずと変わってくる

のである． 

 

A さんは，今回の評価の目的を改めて見直します．今回の評価はそもそも，医療費全体

として，DES の価格が正当であるかどうかを問いたい，という疑問を解決するためのもの

でしたので，もっともふさわしいのは公的医療費支払者の立場であると決めました． 

 

DES はステント自体の単価が¥295,000，一方で BMS は¥184,000 なので，DES のほうが医

療機器としての単価は高いのですが，A さんは「狭窄が再発したら，その分治療費がかかる

はずなので，その分を差し引いたら実質的には DES は割安になるのではないか」と思って

います．更に，狭窄が再発した時に入院しないといけないので，その時に患者さんが働け

ないことは勘案できないのか，など，色々なアイデアが浮かびます．しかしここで誘惑に

負けてはいけません．分析の立場は公的医療費支払者の立場であると決めていますので，

患者さんが働けないことに対する生産性損失などは含めず，以下の費用を含めた分析をす

ることにしました． 

 

 ステントの価格 
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 再狭窄が発生した場合の医療費 

 ステント血栓症を防ぐために使用される抗血小板薬 

 

ステントの価格は当然費用に含めなければなりませんが，もし再狭窄が発生した場合に，

その治療にかかる費用を DES と BMS の費用それぞれに上乗せすることにしました． 

 

DES，BMS のいずれを使用した場合でも，手術後抗血小板薬 αの服用が必要となります．

一方で DES にはステント血栓症のリスクがあるので， DES を使った場合は強力な抗血小板

薬 βを抗血小板薬 αに加えて投与する必要があることから，DES の費用には抗血小板薬 β

の費用を上乗せすることにしました． 

 

本当はステントを留置するための手技料や入院料を考慮するべきではないかと思ってい

ましたが，DES と BMS のいずれを使ってもこれらの費用は変わらないので，DES にかかる

費用を BMS と相対的に比較する場合は相殺されることがわかったので，検討には含めない

ことにしました． 

 

3.4 効果指標を決定する 

今回の狭心症の事例では，効果の指標として再狭窄の発生率（あるいはその抑制率）が

適しているように感じられるかもしれないが，費用対効果評価においては特定の疾患に限

らず，医療全体を見渡した中での費用対効果に興味があることが多いため，QALY のように，

特定の疾患に限定されないような指標を選択することも必要になる．表 2-の分類を参照す

ると，再狭窄の発生率や，抑制率を用いる評価を費用効果分析，QALY などの効用値を用い

る評価を費用効用分析と呼ぶ． 

 

A さんは DES の効果をどのように示すか考えています．DES のメリットは，BMS よりも

再狭窄を起こしにくいところにあり，一方で DES のデメリットとしてステント血栓症の増

加が考えられたので， 

 

 再狭窄抑制 

 ステント血栓症 

 

が最も DES の評価に適していると思われました． 

しかし，この指標を用いた場合，費用効果分析の結果は『再狭窄発生を 1 回防ぐのに，

いくら追加で支払わないといけないか』となり，例えば，再狭窄を 1 回防ぐのに 10 万円支

払うとなったとしても，それが高いのか，安いのかを判断しがたいと考えました．本分析

の立場は公的医療費支払い者の立場であるため，公的医療費支払い者が DES 治療に対して
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追加で支払う価値があるかどうかを判断するためには，異なる疾患での費用対効果評価の

結果と比較ができる指標が必要と考えました． 

そこで，異なる疾患でも比較ができる指標として， 

 

 生存年 

 QALY 

 

も検討する，費用効用分析を行うこととしました．QALY を使う事で『1QALY 獲得するのに，

いくら追加で支払わないといけないか』を明らかにすることができます．QALY は他の疾患

でも計算することができますから，色々な疾患の治療について費用対効果を比較すること

が可能になる，という利点があります． 

 

3.5 モデルを構築する 

今回の事例では，4 年間に発生する効果をもとに検討しました．後述の通り，4 年以降の

効果はその後差が出ると考えられないため，A さんは分析期間は 4 年間で十分であると考え

ました．効果と費用について割引を行うことが一般的ですが，本事例では分析期間が短く，

割引が結果に与える影響が大きくないことから，割引は考えませんでした． 

 比較対照と，分析の立場がはっきり決まったところで，A さんは今回の評価のモデル

（disease model）を構築しようと考えました． 

今回の評価で，患者さんに起こりうることをリスト化します．このプロセスには，医学

専門家や，臨床の担当者との協議が必要でした． 

 

 DES を使うか，BMS を使うかを決める 

 再狭窄が起こらなければ経過観察を続ける 

 再狭窄が起こった場合はバルーンで狭窄部位を拡張し，必要に応じステントを留置す

るか，バイパス手術を行う 

 

A さんはこのリストが，決定樹モデルの「デシジョンノード」や「チャンスノード」と

呼ばれる，まさに分岐点に相当することに気が付きました．分析期間も 4 年と短いことか

ら，決定樹モデルを採用し，このリストをもとに，順に図に書き起こしてみます． 
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図 3-1 費用の範囲のイメージ（池田俊也先生から許可を得て引用）[42] 

 

まず，BMS か DES のいずれかを選ぶこと，この結果，再狭窄がある確率で発生して，そ

の場合はステント・バルーンまたはバイパス手術が必要になるという全体像が見渡せるよ

うになり，費用と効果の着目ポイントがはっきりしました． 

 

3.6 費用と効果のパラメータを推定する 

モデルの枠組みが決まれば，費用と効果のデータ（パラメータ）を推定し，組み込んで

いく作業になる．具体的にはそれぞれの分岐点（チャンスノード）の分岐確率と，それぞ

れのアウトカムの状態での費用，効果を推定する．この際，分析者の立場と，作成したモ

デルをよくみて，推定するべきものを見極めることが重要である． 

 

費用の推定は，医療資源消費量と単価を区分して報告する．DPC データなどをもとに，

特定の疾患の患者さんが受けている治療の内容や頻度を調べることができます．A さんは

DPC データ（コラム参照）を活用し，手術（ステント留置術）の回数と，消費されたステ

ントの個数の比を取ることで，患者さん 1 人あたりの平均ステント消費個数を見積もるこ

とにしました．こうして医療資源消費量を見積もることができます．単価は診療報酬点数

表を調べることで明らかになります．これらの費用を同一時期の費用で調べます． 

 

1 年間投与 
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コラム：DPCデータとは？ 

医療費の支払いは，長年にわたり出来高払い，すなわち行った治療と，消費した医療材

料，薬剤ごとに費用を算出し，総額を支払う仕組みであったが，昨今では DPC(Diagnosis 

Procedure Combination: 診断群分類)と呼ばれる急性期入院医療の診断群分類ごとに入院 1

日あたりの定額払いを行う仕組みが導入されている．支払いは定額とはいえ，DPC によ

る請求の際に行った治療，消費した医療材料や薬剤の状況を報告する必要があり，これ

が診断群分類と紐づいたデータとして得られるため，疫学研究などを行う上で貴重なデ

ータである． 

 

まず，A さんは決定樹をもとに，①ステント留置費用，②抗血小板薬の費用，③再狭窄

費用の 3 つをそれぞれ計算します． 

 

①ステント留置費用 

A さんが調べたとおりステントの単価は DES が¥295,000，BMS が¥184,000 でしたが，実

際の治療を考えてみると，1 回でステントを複数個使用する場合があることに気づきました． 

1 回のステント留置術でステントをいくつ使用するかは決まっていませんが，A さんは

DPC データベースをもとに，「K549 経皮的冠動脈ステント留置術」と「冠動脈用ステント

セット」の比を取ると，平均的に 1 回のステント留置術あたり何個のステントが使用され

ているかが分かると考え，計算したところ，平均して 1 回のステント留置術あたり 1.25 個

のステントを使用していることが分かりました．本当は DES と BMS で別々に調べる必要が

あるのですが，DPC データだけでは DES を使ったか BMS を使ったかが分からないことと，

狭窄箇所の数とステント選択の間に関連が無いとみなして差し支えないと考えられたこと

から，このデータを DES と BMS の両方についての使用個数とみなします．このことから，

DES と BMS のステント留置費用を以下のように計算しました． 

 

表 3-1 ステント留置費用 

医療技術 項目 単価 個数 小計（単価×個数） 

DES 再狭窄抑制型 295,000 円 1.25 個 368,750 円 

BMS 一般型 184,000 円 1.25 個 230,000 円 

 

以上から，ステント留置費用の差額は，約 14 万円であることが分かりました． 

 

②抗血小板薬の費用 

DES でも BMS でも抗血小板薬 αは使用する必要があり，その費用は変わらないので今回

の検討からは外すこととしました．ただし，抗血小板薬 βは DES を使用した場合にしか発

生しないコストなので，抗血小板薬 βの費用を計算しました．抗血小板薬 βの 1 日薬価は
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275 円であることが分かっており，これを 1 年間毎日服用する必要があることから，抗血小

板薬 βにかかる費用は表 3-2 の通り計算されました． 

 

表 3-2 抗血小板薬βの費用 

医療技術 項目 単価（1 日） 投与日数 小計（単価×個数） 

DES 
抗血小板薬 β 275 円 

365 100,375 円 

BMS 0 0 円 

 

以上から，抗血小板薬費用の差額は，約 10 万円であることが分かりました． 

 

③再狭窄費用 

再狭窄が発生した場合は，再度ステントを挿入するか，バイパス手術を行うこととなり

ます．DPC データベースをもとに，1 件当たりの平均費用がステント挿入とバイパス手術

でそれぞれ 120 万円と 295 万円であること，それぞれの実施割合がそれぞれ 86.2%と 13.8%

であることが分かりましたので，それらの重み付き平均により，再狭窄時の治療費は 144

万円であると設定しました．この費用に，DES 製品 A に関して，BMS と比較した 5 件のラ

ンダム化比較試験を統合した海外のメタアナリシス(n=3513)[44]によって推定された DES

と BMS それぞれの再狭窄発生率を勘案して，再狭窄費用の期待値を算出しました． 

 

表 3-3  再狭窄発生時にかかる費用 

医療技術 項目 
単価（再狭窄 1 件あ

たり） 

個数（再狭窄

発生率） 
小計（単価×個数） 

DES 
再狭窄治療費 144 万円 

0.101 14.5 万円 

BMS 0.200 28.8 万円 

 

以上から，再狭窄費用の差額は，約-14 万円(DES の方が費用が節減される)であることが

分かりました． 

 

次に A さんは効果を推定します． 

再狭窄率の推定と同様に，死亡率，血栓症の発生は，DES 製品 A に関して，BMS と比較

した 5件のランダム化比較試験を統合した海外のメタアナリシス(n=3513)[44]から推定を行

いました．効用値は国内での実測データが無かったので，海外臨床試験で測定された効用

値（ステント留置時の効用値=0.871，再狭窄時の効用値=0.817）を利用することとしました

[45]． 
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① 再狭窄抑制 

再狭窄の累積発生率は 4 年間で BMS では 20.0%，DES では 10.1%であり，有意な差があ

ることが分かりました．再狭窄の累積発生割合の図を見ると，2 年後以降で DES と BMS の

再狭窄累積発生割合の差が変わることは無いと考えられました．このことから，分析期間

を 4 年と設定して差し支えないと A さんは考えています． 

 

図 3-2 再狭窄の累積発生割合 

 

② ステント血栓症 

DES の血栓症発生率は絶対リスクとしては増加傾向にありましたが，コクランレビュー

（コクラン共同計画により作成されたシステマティックレビュー）によると，血栓症の発

生率に関する有意な違いを示すエビデンスはないとされており[46]，今回の評価では差がな

いとして取り扱うこととしました． 
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図 3-3ステント血栓症の累積発生割合 

 

③生存年 

コクランレビューによると，死亡の発生率に関する有意な違いを示すエビデンスは無い

とされており，今回の評価では差がないとして取り扱うこととしました． 

 

図 3-4 生存曲線 



43 

 

 

④QALY 

QALY の改善は，「生存年の延長」または「効用値の改善」によりますが，前述の通り生

存年の延長は有意ではありませんでした．また，再狭窄が起こった割合の差は 9.9%でした

が，再狭窄から治療開始までの期間が短いことや効用値の低下が非常に小さい（0.05）こと

から，再狭窄による効用値減少の影響が小さく，効用値の改善にもはっきりとした差がみ

られませんでした．これらのことから，今回の評価では QALY には差がないとして取り扱う

こととしました． 

 

3.7 費用効果分析を実施する～増分費用効果比(ICER)の算出～ 

入手した費用，効果のパラメータをモデルに組み込んで，増分費用効果比(ICER)を算出

することができる．ICER の算出式は 2.5 節のコラムで示したとおり， 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
費用

新治療
− 費用

対照治療

効果
新治療

− 効果
対照治療

 

である． 

ここで改めて，効果と費用を対照治療と比べて相対的に評価することにどのような意味

があるのかを考えてみる．比較対照とは「もっとも置き換わりうる治療」であり，このよ

うな比較対照と比べることは，実際の医療現場で，今まで BMS を使っていた患者さんに，

BMS ではなく DES を使用した場合に， 

 

 効果はどれだけ増えるのか 

 追加で支払う費用はどれくらいなのか 

 

を評価することと同等である．これらの比を取り，ICER を算出することで，DES への切り

替えによって達成される効果の増加の単価が分かることになる．効果を QALY のように異

なる疾患の間で比較可能なものにそろえておけば，様々な新技術（医薬品，医療機器）が

達成する効果の単価が分かることになる．したがって ICER は費用対効果の観点から医療資

源を配分する立場の人（意思決定者）にとって，とても便利なツールとなる． 

今回例にあげた決定樹モデルでは，最初に DES を選ぶか，BMS を選ぶかで分岐する．

分岐先ごとに費用と効果の期待値を算出して，BMS の代わりに DES を選択した場合に，追

加で支払う「増分費用」と，この選択によって得られる「増分効果」の比を算出するので

ある． 

 

モデルと，費用と，効果のパラメータが揃いました．いよいよ ICER 算出の晴れ舞台で

す．A さんのテンションも否応なしに高まります． 
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効果指標ごとに，ICER 算出手順を見てみましょう． 

 

① 再狭窄抑制 

再狭窄抑制について費用と効果をまとめると表 3-4 のようになります． 

 

表 3-4 費用と効果まとめ 

 BMS DES 増分（DES-BMS） 

費用 約 23 万円 約 47 万円 +24 万円 

効果（再狭窄率） 20.0% 10.1% -9.9% 

 

費用の増分の内訳は，ステント留置費用の増分が 10 万円，抗血小板薬 βの薬剤費の増分

が 14 万円です．再狭窄費用は加えていませんが，再狭窄抑制を効果として考えていますか

ら，「DES を BMS に切り替えることで再狭窄を 1 件減らすための追加支払い費用」に再狭

窄費用を加えるのはおかしいと考え，加えないこととしています． 

ICER の計算式に費用と効果を代入してみると， 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
24 万円

9.9%
= 243 万円 

となり，「BMS の代わりに DES を使用することで，再狭窄予防を 1 件増やすために追加で

243 万円を支払っていることになる」ということがわかりました． 

 

②ステント血栓症 

血栓症の発生率は，前述のように DES と BMS で差はないと取り扱うこととしましたの

で，血栓症発生を効果とした評価は行いませんでした． 

 

③生存年，QALY 

生存年，QALY を効果とした評価は，前述のように生存年や QALY の改善は見られないと

取り扱うこととしていましたので，費用の比較のみを行うこととしました．こちらの分析

には，再狭窄費用も含めることができます． 

ステント留置費用が 10万円，抗血小板薬 βの費用が14万円で，再狭窄費用は-14万円(DES

の方が費用が節減される)でしたので，分析結果は表 3-5 のようになります． 

 

表 3-5 増分費用，増分効果 

 増分(DES-BMS) 

総費用 +10 万円 

生存年，QALY 0 
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このことから，生存年や QALY を効果指標とした場合に DES は「費用は高いが効果は同

等となる」，という結論が得られました． 

 

3.8 分析結果を解釈する～感度分析～ 

本事例においては，費用，効果においてもすべて点推定値のみを用いて検討してきたが，

パラメータのいずれをとっても推定のばらつきとは不可分である．池田参考人の提出資料

①「医療機器 具体例 （薬剤溶出性ステント A）」にはパラメータのばらつきに関する叙

述は含まれないため，本仮想事例においては適宜仮想の値を設定し，分析を進める．確率

的感度分析に用いる分布などはあくまで仮想事例であり，実際に評価を行う際には実デー

タに即したもっとも妥当と考えられる選択を行う必要がある． 

 

DES の費用対効果の評価を行うようになって，A さんはずっとあることに悩まされてい

ました．生粋のデータサイエンティストである A さんには，点推定値だけを集めて，それ

を要約することでまことしやかに ICERの推定値を出してしまったことがどうしても納得い

かないのです．特に，ステント使用個数，抗血小板薬 β投与日数，再狭窄発生率に関して

は不確実性があると思えてならないのです． 

そこで A さんは，費用や効果の不確実性が結果にどの程度のインパクトを与えるのか，

感度分析を行って評価することにしました． 

今回分析に用いたもののうち，不確実性を含むと考えられるパラメータを表にまとめて

みます． 

 

表 3-6 不確実性を含むパラメータ一覧 

項目 点推定値 

ステント使用個数 1.25 個 

抗血小板薬 β投与日数 365 日 

DES 再狭窄発生率 0.101 

BMS 再狭窄発生率 0.200 

 

A さんは，再狭窄抑制の ICER について一次元感度分析を行うことにしました．一次元感

度分析とは，ばらつきのあるパラメータを 1 つずつ適当な範囲で変化させて，それぞれが

ICER にどの程度の影響を与えるかを評価するものです．A さんは社内データや医学専門家

へのヒアリング，臨床担当の社員からの情報をもとに，「この範囲を超えることはまずない

だろう」という範囲を検討します．95%信頼区間に近い考え方ですが，例えばステント使用

個数などは 1 個未満になることは絶対にないように，臨床的に考えて妥当な範囲を考える

ことが重要です，また，いずれかの群の再狭窄発生率を 0 としてみる，など，臨床的位置
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付けを考えながら検討することも有効でしょう． 

 

表 3-7 パラメータの変動範囲一覧 

項目 点推定値 範囲(下限) 範囲(上限) 

ステント使用個数 1.25 個 1.0 個 1.5 個 

抗血小板薬 β投与日数 365 日 300 日 400 日 

DES 再狭窄発生率 0.101 0.080 0.120 

BMS 再狭窄発生率 0.200 0.180 0.220 

 

ステント使用個数のように，臨床的に考えて両群で同じパラメータを共用することが妥

当と考えられるパラメータと，再狭窄発生率のように DES と BMS で数値を変える必要があ

る（同じにしたら，DES を使う意味がないですよね！）パラメータがあるので，注意する

必要があります． 

さて，これらの値をもとに，再狭窄抑制の ICER を計算してみます．各セルの下段に ICER

を示します． 

 

表 3-8 範囲上限，下限別 ICER 

項目 点推定値 範囲(下限) 範囲(上限) 

ステント使用個数 
1.25 個 

→243 万円 

1.0 個 

→214 万円 

1.5 個 

→270 万円 

抗血小板薬 β投与日数 
365 日 

→243 万円 

300 日 

→223 万円 

400 日 

→251 万円 

DES 再狭窄発生率 
0.101 

→243 万円 

0.080 

→199 万円 

0.120 

→299 万円 

BMS 再狭窄発生率 
0.200 

→243 万円 

0.180 

→303 万円 

0.220 

→201 万円 

 

データサイエンティストである A さんはこの表からどのパラメータの不確実性が ICER

の結果に大きな影響を与えるかをすぐに理解することができますが，このメッセージはデ

ータサイエンティストでない人にも伝える必要がありますので，この表の結果をわかりや

すく図で表現することが求められます．トルネードダイアグラムというものを書いてみま

しょう．トルネードダイアグラムは，各項目について範囲を棒グラフに示すものです．イ

ンパクトの大きい（範囲の広い）パラメータから順に並べます． 
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図 3-5 トルネードダイアグラム 

 

このように図示することで，BMS 再狭窄発生率と DES 再狭窄発生率の不確実性が最も

ICER に影響を与えること，抗血小板薬 β投与日数の不確実性は ICER への影響が比較的少

ないことと，いずれのパラメータも個別に動かす限りでは ICER はおおむね 200～300 万円

の範囲に収まることが分かりました．再狭窄 1 件を抑制するのに 400 万円までなら追加の

支払いを認めよう，というコンセンサスが得られていたとしたら， DES が再狭窄抑制 1 件

あたりに求める追加の支払いが許容されることはパラメータの不確実性によらずほぼ確実

でしょう． 

しかし， A さんは一次元感度分析だけでは満足しません．データサイエンティストです

から．A さんの懸念はこうです． 

 

 それぞれのパラメータが独立に動くと考えてよいのか．特に BMS と DES で再狭窄発生

率をばらばらに動かしてみるのはおかしい． 

 4 つのパラメータが一度に変動した時の挙動を見ることができない．思わぬ相乗効果で

ICER にばらつきが大きく出てくるリスクがあるのではないか． 

 

残念ながらこの懸念について，A さんを心から納得させるほど科学的な答えを出すこと

は難しいでしょう．しかし，パラメータについてある程度妥当と考えられる仮定を置いて，

シミュレーションを行うことは有効です．これを確率的感度分析(Probabilistic Sensitivity 

Analysis: PSA)と呼びます． 

A さんは先ほどの 4 つのパラメータについて，想定される分布を考えてみました．一次

元感度分析で設定した範囲となるべく矛盾が無いように気を付けます．周辺分布の 95%信

頼区間がおおむね一次元感度分析で設定した範囲と一致するように考えます． 

 

  

ステント使用個数

DES再狭窄発生率

抗血小板薬投与日数

300万円243万円200万円

BMS再狭窄発生率
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表 3-9 確率的感度分析の設定 

項目 点推定値 分布 

ステント使用個数 1.25 個 正規分布(1.25, 0.1
2
) 

抗血小板薬投与日数 365 日 正規分布(365, 20
2
) 

DES 再狭窄発生率 0.101 二変量正規分布(0.101, 0.2, 0.01
2
, 

0.01
2
, 0.5) BMS 再狭窄発生率 0.200 

 

乱数を使い，4 つのパラメータについて生成から ICER 算出までを，多数回繰り返すこと

で，これらのパラメータの変動を考慮に入れた費用，効果，そして ICER の確率分布を得る

ことができます． 

乱数により上記パラメータを生成して，費用効果平面上にプロットしてみます．今回は

簡単のため 1000 個だけ示します． 

 

 

図 3-6 確率的感度分析（PSA）：費用と効果のプロット 

 

この図の意味を考えてみましょう．横軸は BMS から DES に切り替えることで，再狭窄

がどの程度の割合で回避できるか（効果の差）を示します．0.0075 から 0.125 あたりにプロ

ットが分布しますから，今回の確率的感度分析で動かしたパラメータの範囲では，だいた
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い 1 人当たりその程度の再狭窄を回避できていることになります．縦軸は費用の差を示し

ます．こちらは 20 万～27 万円程度で推移していることが見て取れますね．これに A さんは

原点を通る 2 本の直線を加えています．青い線を見ると，青い線より上に 25 個のプロット

があるように引いた線です．赤い線は，下に 25 個のプロットがあります．これらの直線は，

原点を通るという制約のもとでこのプロットの 95%を切り取ることから，ICER の 95%信頼

区間を示す直線であると A さんは考えました． 

A さんは更に，支払意思額（Willingness to pay：WTP）が任意の値であった場合に，多数

回（今回は 1,000 回）の検討のうち，DES による再狭窄回避の ICER が WTP を下回る確率

を費用効果受容曲線（Cost-Effectiveness Acceptability Curve：CEAC）として図示してみまし

た（図 3-7）． 

 

図 3-7 確率的感度分析（PSA）：費用効果受容曲線（CEAC） 

 

この図の意味するところは，1 回の再狭窄を回避するのに支払ってもよいとする WTP が

200 万円であった場合，ほぼこの基準を満たすことは無いこと，WTP が 400 万円であれば

ほとんど確実に基準を満たすだろう，ということです． 
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3.9 分析結果を報告する 

A さんは今まで行った評価を報告書にまとめています．この報告書の結論は DES に対し

て好意的な結果となりましたが，報告書の読者は A さんの行ったプロセスを評価し，必要

があれば異なるエビデンスを使って再度評価を実行することもあるでしょう．その結果が A

さんの結論と合致していれば，読者は A さんの報告に一層の信頼を置くことになるでしょ

う．  
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4 おわりに 

本報告書では費用対効果評価のフレームワークや仮想事例を通じて，費用対効果評価の

現状と手法の解説を試みた．1 章では費用対効果評価の位置付けや中医協での最新の議論を

説明し，2 章・3 章で費用対効果評価の手法～目的，比較対照，分析の立場，費用の範囲と

いった背景情報を整理してモデル構築に必要な効果と費用のデータを準備し，分析を実施，

解釈，報告するという一連の流れ～を説明した．背景情報を整理する「準備」をしっかり

行うことが重要であり，計画時には関係者と綿密な議論を行うことを推奨する． 

2 章で取り上げた費用対効果評価でしばしば直面する課題に対する解決策は十分ではな

いと感じた方もいらっしゃるかもしれない．この課題は日本では費用対効果評価が必須で

はないために生じる課題かもしれないが，費用対効果評価をより科学的なものとするため

には，日本国内でデータソースとして使用可能なデータベースの充実，各企業がデータを

収集・生成する努力をするなど，研究環境の整備やガイドラインの充実と企業努力が望ま

れる．3 章の仮想事例は QALY に差がないと仮定して再狭窄 1 件抑制するための ICER を算

出した．1QALY 獲得のための ICER と異なるため，費用対効果に優れていると判断するた

めには類似技術で過去に実施された分析結果も踏まえて閾値についてコンセンサスを得る

ことになる． 

費用対効果評価にはモデルの構築等，様々な仮定を置く必要があり，感度分析は必須で

ある．このような部分が無作為化二重盲検比較試験と比較して恣意的な要素が生じるため，

データサイエンス担当から見ると違和感を覚えるかもしれない．当然，仮定を置いたこと

には合理的な理由が存在するはずで，そこに恣意的な要素が予見されるのであれば，関係

者と十分議論して，恣意的な要素を排除するのもデータサイエンス担当の役割ではないだ

ろうか． 

本報告書では詳細に触れなかったが，シミュレーションの方法論など，統計学的にも検

討課題が残されている．今後，データサイエンス担当が関与することにより，より科学的

な費用対効果評価が実践されることを期待する． 

  



52 

 

5 付 録 

5.1 効用値の測定方法（直接法と間接法） 

仮想的な（あるいは本人の）健康状態に対して，その状態の効用値を一般の人々

を対象に質問する「直接法」と，QOL 質問表により得られた回答からスコアリン

グアルゴリズムを用いて効用値を算出する「間接法」が存在する[12]．前者は，

時間得失法(Time Trade Off: TTO)や基準的賭け法(Standard Gamble: SG)等が該当

し，後者は，EQ-5D や HUI，SF-6D 等が該当する． 

これらに該当するデータが存在しない場合，その他の適切な患者報告アウトカム

（PRO）から QOL 値へマッピング（mapping）したものを使用できる．ただし，

適切な手法を用いて QOL 値に変換されていることの説明が必要となる．海外の

QOL 値と，国内で PRO 尺度からマッピングした QOL 値の両方が利用可能である

場合，どちらの測定値を使用することが望ましいかは，今後の検討課題ではある

ものの，状況に応じて判断し，その根拠を明確にする必要がある． 

 

 時間得失法(Time Trade Off: TTO) [23] 

ある健康状態に対して，生存期間が短くなる代わりに QOL を上げることができ

て完全な健康になれるとしたらどの程度の生存期間の短縮を容認できるかとい

う質問により QOL 評価値を測定する方法．もとの状態での生存年数とそれと無

差別な完全な健康での生存年数の比をもって，もとの状態の効用値とする． 

 

 

 

 基準的賭け法(Standard Gamble: SG)[23] 

ある健康状態に対して，仮想的な治療法を想定し，その治療法によりある確率（p）

で完全な健康になれるとした質問をする方法である．ただし 1-p の確率ですぐに

亡くなるとする．そこである健康状態でいることと確率 p で成功する治療法とが

無差別になる p を尋ね，この p を QOL 評価値とする．もしある健康状態があま

り悪いものでなければ，恐らく p は 1 に近いものが無差別になる，すなわち成功

確率が高くなければ治療を受けようと思わないであろうし，逆にある健康状態が
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極めて悪いものであれば，p は 0 に近づく，すなわちわずかな成功確率でも治療

を受けようと思うであろうということである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マッピング（mapping） [47] 

先行する研究で，選好にもとづく尺度の QOL 値による測定値（EQ-5D，SF-6D，

HUI 等）が存在しない場合，患者報告アウトカム（PRO）が測定され，線形回帰

分析などにより 2 つの尺度間の対応付け（スコア変換）がある程度確立されてい

る場合には，選好にもとづく尺度の QOL 値が存在しない場合でも，PRO の測定

結果から，QOL 値を算出することが有用な場面もある．このような尺度間のス

コア変換はマッピング(mapping)といい，他のデータが存在しないときなどに次善

の手法として許容されるが，上記の統計学的な妥当性などを十分に検討した上で，

実施する必要がある． 

 

5.2 マルコフモデルとモンテカルロシミュレーション 

 メモリーレスの問題[48] 

マルコフモデルのコホートシミュレーションでは，マルコフモデルで想定するある

状態（ステート）に一度入ってしまうと，どのステートから入ってきたのか，ある

いはいつ入ってきたのかを識別できない（メモリーレス）．しかし，例えば，「罹

患」であっても実際には初発患者と再発患者が存在し，過去にたどってきた経過に

より医療費や効用値，ステート間の推移確率が異なることは十分あり得る設定であ

る．このような場合は，ステートに混在する異なる集団を区別して，それぞれに適

切な医療費や効用値等を設定することが必要となる． 
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 サブモデルの追加（メモリーレスの解決方法）[48] 

メモリーレスの解決方法として，混在している異なる集団を区別できるようにス

テートを追加する方法がある．下図のように，罹患後に寛解したときに移動する

「健康 2」と，「健康 2」からの再発により推移する「罹患 2」のステートを新た

に追加することで，初発の罹患（「罹患 1」）と再発の罹患（「罹患 2」）を区

別して扱うことができる．しかし，ステートを多く追加しようとするとモデル構

造は複雑になり，マルコフモデルのコホートシミュレーションで扱うことは，現

実的には非常に困難となる．このような場合には，モンテカルロシミュレーショ

ンが用いられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model では原則として推移確率を時間と共に一定と扱うが，特定のイベントの後

の推移確率は変えたい（たとえば術後の死亡率は数か月間にわたって通常より高

いと考えられる）場合はトンネルモデル（罹患のステートに「トンネル状態」を

設定し，罹患後年数毎に費用や効用値を設定する）を利用する． 

 

 モンテカルロシミュレーション（メモリーレスの解決方法） [48] 

メモリーレスの解決方法として，コホート単位での計算ではなく，患者を 1 人ず

つシミュレーションするモンテカルロシミュレーションが用いられる．罹患の初

発と再発において効用値や治療費用が異なる場合の解決法として利用する．ステ

ートに混在する異なる集団を考慮して医療費，効用値，ステート間の推移確率を

設定した後，乱数を発生させ，患者 1 人ずつ各推移確率に従い，ステートの進展

を判断していく．各患者の状態推移の経緯に応じて，発生した費用や効用値を計

算し，全患者の平均値より医療技術を使用した際の費用や効用値を求める． 

 



55 

 

 

 

5.3 増分純便益(INB) 

費用便益分析においては，増分純便益（Incremental Net Benefit: INB）が算出され

る．INB は増分効果あたりに支払ってもよいとする金額（支払意思額 Willingness 

to pay; WTP）をもとに以下で表される． 

 

INB = 増分効果 × WTP − 増分費用 

 

数学的には WTP 所与の下では ICER と同等の情報を示すことは，新技術が医療

経済的に優れていると結論付けられる条件が INB, ICERそれぞれについて以下と

なることから理解されるだろう． 

 

INB:  増分効果 × 閾値 − 増分費用 ≥ 0 

ICER: 増分費用 増分効果⁄ ≤ 閾値 

（ただし，増分費用≥0，増分効果>0 の場合）  
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USA 2005. 

  Haddix CA, Teutsch MS, Corso SP. Prevention Effectiveness: A Guide to Decision 

Analysis and Economic Evaluation. 2002. Oxford University Press, USA. 

  Gold RM. Cost-Effectiveness in Health and Medicine. 1996. Oxford University 

Press, USA. 

 Gray AM, Clarke PM. Applied methods of cost-effectiveness analysis in health 

care (handbooks in health economic evaluation series). 2010. Oxford University 

http://www.nice.org.uk/article/pmg9/
http://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/downloads/economics-studies-guidance.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/downloads/economics-studies-guidance.pdf
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Press, USA. 

 

  論文  

  白岩健．「医療経済評価研究における分析手法に関するガイドライン」の解説．保健

医療科学 2013；62：5908．」 

日本ガイドラインの解説 

  Meltzer MI. Introduction to health economics for physicians. Lancet 2001; 358: 

993-998. 

医師向けに費用対効果評価のキーポイントをまとめた論文 

  Husereau D, Drummond FM, Petrou S et al. Consolidated health economic 

evaluation reporting standards (CHEERS) statement. BMC medicine 2013; 11: 

80. 

費用対効果評価の報告に関する CHEERS ステートメント 

  Husereau D, Drummond FM., Petrou S. et al. Consolidated health economic 

evaluation reporting standards (CHEERS)—explanation and elaboration: a 

report of the ispor health economic evaluation publication guidelines good 

reporting practices task force. Value in Health 2013; 16: 231-250. 

CHEERS ステートメントに関する ISPOR の解説 

 

  有用なWebサイト 

  NICE Guidance List 

http://www.nice.org.uk/guidance/published?type=TA 

NICE が行った個別の評価に関して，評価の過程から結論まで詳細な情報が公開さ

れているサイト 

  NICE technology appraisal guidance 

http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/N

ICE-technology-appraisal-guidance 

NICE のガイダンス，申請テンプレートなどが公開されている 

  ISPOR 

http://www.ispor.org/ 

Web 講義，ガイダンスリストなど，各種ツールが充実している． 

  臨床経済評価論文を読むための 12 のチェックリスト（津谷先生 2002）  

http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~pecout/casp/checklist.html 

  EUnetHTA outputs 

http://www.eunethta.eu/outputs 

欧州の HTA ネットワークである EUnetHTA による方法論ガイダンスが数多く公開され

http://www.nice.org.uk/guidance/published?type=TA
http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-technology-appraisal-guidance
http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-technology-appraisal-guidance
http://www.ispor.org/
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/~pecout/casp/checklist.html
http://www.eunethta.eu/outputs
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ている 

 

  学会  

  ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) 

http://www.ispor.org/ 

毎年 3 回，US，EU およびアジア又はラテンアメリカで学術集会を開催している 

  国際医薬経済・アウトカム研究学会（ISPOR）日本部会 

http://ispor-jp.org/ 

  HTAi 

http://www.htai.org/ 

  iHEA 

https://www.healtheconomics.org/ 

 

（URL 閲覧日 2016 年 3 月 10 日） 

 

 

  

http://www.ispor.org/
http://ispor-jp.org/
http://www.htai.org/
https://www.healtheconomics.org/
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