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略語一覧 
 
略語 正式名称（英語） 和訳 

BMI Body Mass Index 体格指数／肥満度指数 

BOC Boceprevir  

CEAC Cost-Effectiveness Acceptability Curve 費用対効果受容曲線 

CKD Chronic Kidney Disease 慢性腎臓病 

D Death 死亡 

DAA Direct Acting Antivirals  

DPP-4 Dipeptidyl peptidase-4 (inhibitor) ジペプチジルペプチダーゼ -4

（阻害剤） 

eGFR estimated Glomerular Filtration Rate 推算糸球体濾過量 

EORTC 

QLQ-C30 

European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer Quality-of-life Questionnaire Core 30 

 

EQ-5D EuroQol 5 Dimension  

ERG Evidence Review Group  

FACT-B Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast  

GLP-1 Glucagon-like peptide-1 analogues グルカゴン様ペプチド-1 

HCV Hepatitis C Virus C 型肝炎ウイルス 

HRQOL Health Related Quality of Life 健康関連 QOL 

HIV Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス 

HTA Health Technology Assessment 医療技術評価 

ICER Incremental cost-effectiveness ratio 増分費用効果比 

IFN Interferon インターフェロン 

LABC Locally Advanced Breast Cancer 局所進行性乳がん 

MTA Multiple Technology Appraisal  

MBC Metastatic Breast Cancer 転移性乳がん 

MET Metformin メトホルミン 

NHS National Health Service 国民健康サービス 

NICE The National Institute for Health and Clinical 

Excellence 

英国国立保健医療研究所 

NMA Network Meta-Analysis ネットワークメタアナリシス 

OS Overall Survival 全生存 

P Progression 疾患進行 

PAS Patient Access Scheme 患者アクセス保障 
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PF Progression Free 疾患進行なし 

PPRS Pharmaceutical Price Regulation System  

PR Peginterferon + ribavirin  

PSA Probability Sensitivity Analysis 確率的感度分析 

PSM Partitioned Survival Model  

PSS Personal Social Services  

QALY Quality Adjusted Life Year 質調整生存年 

QOL Quality of Life 生活の質 

SGLT2 Sodium-glucose cotransporter 2 ナトリウム・グルコース共役輸

送体 2 

SOF Sofosbuvir  

SOF+R Sofosbuvir + ribavirin  

STA Single Technology Appraisal  

SU Sulphonylurea スルホニルウレア／スルホニル

尿素 

SVR Sustained Virological Response ウイルス学的著効 

TPC Treatment of Physician’s Choice  

TTO Time Trade Off 時間得失法 

TZD Thiazolidinedione チアゾリジンジオン 

WTP Willingness to pay 支払意思額 
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1 はじめに 
 

データサイエンス部会 2014 年タスクフォース 3 は 2016 年春に「医薬品の価値の科学的

な評価－データサイエンス担当者のための費用対効果評価の現状と手法の解説－」 [1]（以

下，前報告書）を刊行した．前報告書では，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．当時は 4 年間にわたる厚生労働省中

央社会保険医療協議会（中医協）の費用対効果評価専門部会による医療技術評価（Health 

Technology Assessment; HTA）の導入の検討の結果，試験的導入に至るタイミングであった．

それから 2 年が経過し 2019 年度から本格的な運用が予定されているが，試行的導入の対象

となっている医薬品 7 品目及び医療機器 6 品目の作業結果の詳細は非公開であり，評価結

果の概略が公表されたのみである [2]． 

2017 年の中医協では試行的導入における総合的評価（アプレイザル）の方法について取

りまとめ案が公表された [3]．総合的評価（アプレイザル）において検証される 2 つの観点，

すなわち，科学的妥当性と倫理的・社会的影響に関する考慮のうち，前者はまさにデータサ

イエンス担当者が関与する部分である．まとめ案では科学的妥当性の検証方法が以下のよ

うに整理されている． 

 

ア 企業及び再分析グループの分析結果について，標準的な分析方法として「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」 [4]に基づいて分析され

ているか 
イ 標準的な分析方法が困難な場合，選択した分析方法に一定の合理性はあるか 
ウ 用いているデータが適切か 
エ 分析結果の妥当性等に関する評価が適切か 
 

アは前報告書で示した費用対効果評価のフレームワークに従って実施することを推奨し

ている．費用対効果分析ではほとんどのケースで分析モデルを構築することになる．しかし

ながら，例えばイに「標準的な分析方法が困難な場合」とあるように，既存の分析方法では

対処が難しい場合も少なくない．ところが現時点では，試行的導入対象品目の個々の作業結

果が公になっていないこともあり，モデル作成のノウハウは未だ一部の企業でしか蓄積さ

れていないのが現状である．また，企業がどんなモデルでも提案してよいのか，その裁量の

範囲が現時点では不明確である． 

本邦での試行的導入時の費用対効果評価のプロセスは英国 NICE（The National 
Institute for Health and Clinical Excellence）の Single Technology Appraisals（詳細は後

述）の流れに似ている．そして，NICE はウェブサイト上で NICE が評価した全ての費用対

効果評価に関する文書を公開しており，結論は技術評価ガイダンス（Technology appraisal 

guidance）としてまとめている．本邦ではモデル作成のノウハウが不足しているため，技術
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評価ガイダンスで公開されている NICE での議論を紹介することにより，モデルを作成する

際に役立つ考え方を具体的に提示できると考えられる． 

そこで本継続タスクフォースでは，将来的にデータサイエンス担当者が担う可能性のあ

る費用対効果評価の業務に関し，前報告書程度の知識は持っているものの，実際どのように

モデルの構築，感度分析等を実施するべきか困っている担当者を対象に，医薬品の費用対効

果評価の具体的な事例を理解し，実際の作業に向けた実践的なノウハウの共有を目的とし

て本報告書を作成した．費用対効果評価の基本的な知識，考え方については，前報告書で詳

しく解説しているので，改めてそちらも併せてご参照頂ければ理解を深めていただけるだ

ろう．概説は付録 1 に示した． 

本報告書は，まずは費用対効果評価を取り巻く環境について概説し，データサイエンス担

当者が直面するであろうモデルの構築方法等について，NICEの総合的評価（アプレイザル）

の具体的な事例の紹介を行った．これらの事例を通じてデータサイエンス担当者がモデル

にバリエーションがあることを理解し，実際的な作業・議論の論点をイメージできるように

なることを目的としている．また，付録 2, 3 には NICE の総合的評価（アプレイザル）資料

の検索方法や，仮想事例を用いたケーススタディを実際に体験できるエクセルファイルを

添付した． 

来るべき費用対効果評価の本格導入に向けて，医薬品・医療機器の企業が自社の医療技術

の価値および価格に対し説明責任を果たすために，データサイエンス担当者がより多く貢

献するための一助となれば幸いである． 
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2 費用対効果評価を取り巻く環境 
 

費用対効果評価のあらまし 

2012 年(平成 24 年)5 月 23 日に中医協に費用対効果評価専門部会 [5]が発足して以来，

2018 年(平成 30 年)4 月時点で 49 回のディスカッションが行われ，またその議論は費用対効

果評価専門部会・薬価専門部会・保険医療材料専門部会合同部会 [6]で継続されて行われて

いる．当初の議論を振り返ってみると，2014 年度の診療報酬改定における試行的評価を目

指していたことがわかるが，結果的に試行的導入が診療報酬改定に活用されたのは 2018 年

度改定であった．この 4 年間のギャップは，費用対効果評価の方法論に関する情報が本邦に

おいてまだ豊富ではなかったことに加え，その結果をどのように活用していくのかに関す

る議論に多くの時間を費やしたためであると考えられる．費用対効果評価の活用法は各国

様々であるが，本邦の既存の薬価制度の枠組みとの整合性を保ちながら費用対効果評価の

考え方を導入するための議論に多くの時間が費やされ，今なお議論は終結していない．本邦

においては，薬価を公定価格として決定し，薬事承認を受けた医薬品・医療機器は原則とし

て全てが健康保険において支払いを受けることができる．ところが，この制度は海外におい

ては稀有なものであるので，先達の国々に学ぶことは難しかったと考える．そのような困難

を極めた議論の結果，2016 年に『試行的導入』が決まり，医薬品 7 品目，医療機器 6 品目

について，企業は費用対効果評価の結果を提出するよう求められた．この結果をもとに平成

30 年度の診療報酬改定において医薬品 2 品目の価格の引き下げと，医療機器 1 品目の価格

の引き上げが行われた．その後，試行的導入で得られた知見をもとに更に議論を進め，『制

度化』，即ち費用対効果評価の薬価制度への導入を行うことが予定されている． 

 

薬価制度の中での費用対効果評価 

現行の薬価制度において，薬価は類似薬または原価をもとに，その価値を加味した補正加

算などを勘案して算定される．また，定期的に市場価格と薬価の差の調整などにより薬価を

見直す薬価改定が行われている．費用対効果評価の試行的導入は，既収載品を対象とし，診

療報酬改定の時点のみで価格の調整を行った．価格の調整の内容は，補正加算分の最大 90%

の引き下げ，または最大 50%の引き上げであった．費用対効果評価の制度化に備え，診療報

酬改定時だけでなく新規保険収載時の費用対効果評価の活用も視野に入れた議論が進めら

れている [7]．諸外国において承認申請から HTA の意思決定までの期間はおおむね 2 年間

であることが報告されているが [8]，本邦の試行的導入における費用対効果評価の持ち時間

もメーカーと再分析班がそれぞれ 1 年間で，評価には合計 2 年間を要した． 
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3 NICE の費用対効果評価の疾患領域別事例紹介 
 

3.1 製品選択の根拠と費用対効果評価の前提条件 

まず，NICE が発行する技術評価ガイダンス（Technology appraisal guidance）について簡

単に説明する．NICE は主に公衆衛生，診療，医療技術に関するガイダンスを作成する責任

を持つ．医療技術については，企業が提出した有効性・安全性・費用対効果評価の結果と，

それに対する Evidence Review Group (ERG)の批判的吟味等を参考に総合的評価（アプレイ

ザル）を行い，医療技術の推奨可否を決定する．このプロセスが STA（Single Technology 
Appraisal）であり，検討結果は技術評価ガイダンスとして報告される．はじめにエビデン

スを提出するのは企業側であり，それに続く ERG の批判的吟味に耐え得る科学的に妥当で

説得力のある評価を提供することは，企業の考える薬剤の価値を主張する上で重要なポイ

ントとなる．他にも単一・複数技術に対してアカデミックグループが分析を行う MTA
（Multiple Technology Appraisal）がある [21]．英国では，公的医療制度（NHS; National 

Health Service）により国民は無料で医療サービスを受けることができるが，薬価は原則自由

価格であり，Pharmaceutical Price Regulation System（PPRS）という仕組みによって医薬品の

価格を決めている [22]．抗がん剤及び高額な薬剤は技術評価の対象となり，技術評価ガイ

ダンスにおいて推奨されなければ，NHS（National Health Service）の下で使用することは実

質できない [23]．そのため，技術評価ガイダンスはその薬剤への患者アクセスを確保する

という観点で重要な意味を持つ．2009 年の PPRS 改革では，患者アクセス保障（PAS; Patient 

Access Scheme）という仕組みが導入された．PAS は，費用対効果上の問題によって，当該

医療技術の使用がガイダンスで推奨されないおそれがある際に，薬剤の定価は変更せずに，

値引きや企業から NHS への払い戻しを行うことにより，患者のアクセスを確保するための

措置である [21]． 

本報告書では，3 つの疾患領域に絞り，乳がん，C 型慢性肝炎，糖尿病の治療薬の事例を

取り上げた．これら 3 疾患領域のうち，乳がん，C 型慢性肝炎を選択した理由は，本邦で実

施された費用対効果評価の試行的導入で取り上げられた医薬品の適応疾患領域であったた

めである．また，NICE で評価されることの多い疾患領域が癌，心疾患/代謝，炎症/免疫領域

の順であるため，NICE が発行する技術評価ガイダンス（Technology appraisal guidance：新規

及び既存の医療技術の臨床的有用性及び費用対効果を評価し，推奨を行うガイダンス）を入

手しやすいと判断した [24]．3 つ目の領域として，技術評価ガイダンスを入手しやすい心疾

患/代謝領域から，糖尿病を取り上げた． 

これら 3 つの疾患領域から 2 剤ずつ事例を取り上げた．新規に作成される技術評価ガイ

ダンスのほとんどが STA になってきているため [21]，STA に基づく技術評価ガイダンス

を検索した．事例選択にあたっては 2010 年以降の事例で評価が完了した（Published）の

製品とした．技術評価ガイダンス検索にあたっては，タスクフォースの担当者による Hand 
search の手法をとっているため，網羅的にカバーされていない．NICE の総合的評価（ア
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プレイザル）資料の検索方法は付録 2 を参照されたい． 
技術評価ガイダンスの要約方法は付録 1 で述べたフレームワークに則って行い，4 章で

モデルのバリエーションに関する考察を行った．以下，要約内容について留意点を述べる． 

NICE に提出する費用対効果評価については，手法ガイドに記載されているリファレンス

ケースによる分析（標準的な実施方法による分析）が推奨されているため，全てのモデルで

前提条件が同一の場合がある [22], [25]．例えば，費用の立場は公的な医療費及び福祉費

（NHS の医療費及び PSS の福祉費）であり，効果指標は QALY を用い，割引率は現状 3.5%

で実施することが求められている（表 3-1）． 

 

表 3-1リファレンスケース（標準的な実施方法）の内容 

技術評価の要素 リファレンスケース 

臨床的有用性の統合 システマティックレビューに基づく 

費用の立場 公的な医療費及び福祉費（NHS の医療費及び PSS の福祉

費） 

効果指標 QALYs，EQ-5D を推奨 

健康関連QOL測定の対象者 患者および/または介護者 

分析方法 増分分析を含む費用効用分析 

時間地平（分析期間） 比較技術間での費用・効果共に，全ての重要な違いを反映

可能な期間 

割引率 費用，効果共に 3.5% 

PSS: Personal Social Services，介護サービス等を提供 

 

STA のプロセスでは，NICE が対象疾患・集団と評価技術を設定する．これは decision 

problem と呼ばれる．対象疾患・集団は必ずしも添付文書上の用法用量と完全に一致するも

のではない．申請企業が提出した資料に対して，専門家集団である ERG（Expert Review Group）

による批判的レビューが行われる．ERG による主な指摘は「企業の結果と再分析の乖離，

主な論点」の節で紹介している．  

また，NICE の Decision Support Unit では，手法ガイドを補完するための統計的手法につ

いて様々な報告書を公開しており [26]，企業は NICE に提出する費用対効果評価を実施す

る際に参考にしている．本報告書では分析事例の概要を理解し，モデルのバリエーションに

着目したため，統計的手法の詳細は本報告書では割愛している．薬剤経済分析や NICE 資料

についてなじみのない方は単純なモデルである抗がん剤の事例（3.2 節）で理解を深めてい

ただくのが良いだろう．Decision Support Unit の報告書などに基づく統計手法の詳細の紹介

は，2018 年度のデータサイエンス部会タスクフォースで行う予定である．なお，資料作成

担当の該当疾患領域・薬剤に対する理解度不足，公開資料の内容が薬剤ごとに異なる等の理

由により，事例のまとめ方に差があることをご了承いただければ幸いである． 
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3.2 抗がん剤の事例 

抗がん剤の費用対効果評価として，TA423，TA214 の事例を紹介する．両者は乳がん治療

という点では同じだが，対象とする集団，利用可能なデータソース等に違いがあり，結果的

に分析方法，パラメータ推定の方法が異なる．フレームワークに沿って，どのような場合に，

どのような方法が採用されたかを簡単に紹介する．詳細は NICE の公開資料を参照された

い． 

 以下に，それぞれの事例に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）の結論を

示した． 

 

 TA423 の事例：局所進行性乳がん（Locally Advanced Breast Cancer; LABC）/転移性乳が

ん患者（Metastatic Breast Cancer; MBC）に対する 2 つ以上の化学療法後（の third line 治

療）に関する，eribulin の費用対効果評価 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ta423 [27] 

 Published date: 21 December 2016 

 【NICE の結論】Eribulin は，LABC/MBC 患者に対する third-line 治療として，

推奨する；ただし，PAS で合意された割引で提供する 

 

 TA214 の事例：転移性乳がん（MBC）患者に対する first-line 治療 に関する，bevacizumab 

と taxane 併用の費用対効果評価 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ta214 [28] 

 Published date:23 February 2011 

 【NICE の結論】Bevacizumab と taxane 併用は，MBC 患者に対する first-line

治療として，推奨しない 

 
以下では，これらの結論に至るまでの過程を概観する． 

 

3.2.1 分析の目的と対象集団，比較対照 

LABC，MBC は疾患の予後が悪く，患者と家族にとって負荷がかかる重篤な疾

患である．治療の選択肢も限られている．このため，あらたな治療はアンメット・

メディカルニーズの充足となりうる．  

TA423 は third line 治療，TA214 は first line 治療の位置づけで評価を行っており，

TA423 はより疾患が進行した患者を対象としている．比較対照技術は特定の技術

を一つに絞らず，TA423 では治療を特定せず臨床医の選択（Treatment of Physician’s 

Choice；TPC），TA214 では複数治療を設定した．なお，TPC を設定した場合，臨

床医がどのような治療を選択するかを推定し，その治療効果及び費用を算定しな

ければならないが，eribulin の検証試験の対照群に TPC を設定したため，このよう

https://www.nice.org.uk/guidance/ta423
https://www.nice.org.uk/guidance/ta214


12 
 

な比較対照技術の設定が可能となる． 

以上を踏まえて企業が行った分析の目的と対象集団，比較対照等を下表に示し

た．以降でも，まず企業が行った分析の概略を示す． 

 

 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

分析目的 LABC/MBC の患者に対して，3rd 

line 以降の選択肢として，

eribulin は費用対効果が良い

か？ 

Antracycline 系薬剤が使用できない

MBC の患者に対して，first line とし

て，bevacizumab と taxane の併用は費

用対効果が良いか？ 

対象疾患・集団 少なくとも 2 つ以上の化学療

法を実施した LABC/MBC 患者 

Antracycline 系薬剤が使用できない

first line の HER2 陰性の MBC 患者 

評価技術 Eribulin Bevacizumab + taxane 

比較対照技術  Treatment of Physician’s 

Choice（TPC）* 

 Docetaxel  

 Paclitaxel 

 Paclitaxel + gemcitabine 

*：特定の薬剤を設定せず，臨床医の判断により選択された治療（様々な治療が一定の割合

ずつ存在）を対照とした．TPC には vinorelbine, gemcitabine, antracyclines (doxorubicin), 

taxanes (paclitaxel and docetaxel)が含まれる．各治療の構成比は Eribulin の検証試験の対照

群の情報を参考に設定した． 

 

3.2.2 分析の立場と費用の範囲 

TA423，TA214 は共に NICE による総合的評価（アプレイザル）をうけるため，

分析の立場は NHS および PSS の立場とした．また，同じ疾患領域のため費用の範

囲は同じであり，疾患領域の特有の費用として，supportive care，end of life の費用

が考慮された． 

 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

分析の立場 NHS および PSS の立場 NHS および PSS の立場 

費用の範囲 薬剤費 

薬剤管理費 

Supportive care の費用 

End of life の費用 

有害事象の治療費 

薬剤費 

薬剤管理費 

Supportive care の費用 

End of life の費用 

有害事象の治療費 

 

3.2.3 効果指標と分析方法 

TA423，TA214 共に，効果指標は QALYs，分析方法は費用効用分析であり，NICE

に提出する際の一般的な設定である． 
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 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

効果指標 QALYs QALYs 

分析方法 費用効用分析 費用効用分析 

 
3.2.4 モデルの構築 

企業が提出したモデルは，TA423 では Partitioned Survival Model（PSM）であり，

TA214 では 3-state Markov model であった．これらのモデルについてはコラムを参

照されたいが，いずれも「疾患進行なし（Progression Free; PF）」，「疾患進行

（Progression; P）」，「死亡（Death; D）」の 3 つ健康状態を想定している．健康状態

が 3 つと同じにも関わらず TA423 と TA214 で採用したモデルが異なった理由は，

評価に用いたデータソースが異なったためである．PSM は評価対照技術との head 

to head で比較した患者レベルのデータが必要だが，3-state Markov model は複数の

試験を用いた間接比較の結果を考慮して評価を行うことが可能である（使用した

データソースに関しては 3.2.5 を参照）．分析期間は，third line の位置づけで評価し

た TA423 では 5 年，first line の位置づけで評価した TA214 では 10 年となってお

り， 疾患の進行具合と関連した設定となっている（つまり，より疾患が進行して

いると考えられる TA423 の方が TA214 に比べて分析期間が短い）．TA423，TA214

ともに，サイクルの長さは 1 ヶ月，割引率は 3.5%である．サイクルの長さについ

ては，評価する化学療法の治療サイクルに合わせるという考え方もあるが，評価の

単純さを考慮することも重要である．例えば，TA423 では，各治療の処方タイミン

グを考慮すると 1 週間又は 3 週間のサイクルとなるが，評価の際には 1 ヶ月と設

定していた． 

 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

モデル Partitioned Survival Model 

 

 
※一つの Phase III データを用い

て検討 

3-state Markov model 

 
※間接比較を用いて検討 

分析期間 5 年 10 年 

サイクルの長さ 1 ヶ月 1 ヶ月 

割引率 3.5% 3.5% 
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3.2.5 パラメータ推定 

疾患進行の推移の推定に関して，TA423，TA214 では利用可能なデータソースの

数が異なり，結果的にモデル，推移確率の推定方法が両者で異なった．具体的には，

TA423 では一つの Phase III から疾患進行の推移を検討した．一方，TA214 では複

数の比較対照技術との比較も行うため，間接比較（ネットワークは図 1 参照）を

用いて疾患進行の推移を推定した．Utility（QOL 値）1に関して詳細は下表に示し

たが，TA423 では治験で得られた健康関連 QOL データ（European Organization for 

Research Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30）を EQ-5D にマッピングし，かつ有

害事象の発現による QOL 値の低下を考慮した．TA214 では，治験で入手していた

健康関連QOLデータである FACT-B（Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast）

は疾患特有の QOL であり QOL 値変換に適していないという理由から，既存論文

を参考に QOL 値を設定した．費用に関しては，既に定めた費用の範囲に含まれる

個々の費用を，様々な仮定を設定した上で推定した． 

 

 
図 1 TA214 における間接比較のネットワーク図（NICE 資料より作成） 

 

 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

推移確率の推定 1 つの治験データを利用 疾患状態の推移ごとに異なる方法で

推定し，間接比較も活用 

QOL 値 治験で得られた健康関連 QOL デ

ータ（QLQ-C30） を EQ-5D に

マッピング*することで各健康

状態の QOL 値を推定した． 

また，（有害事象発現による QOL

値の減少を考慮するために）い

既存論文（がん専門看護師から基準的

賭け法（standard gamble technique）を

用いて算出）を活用 

2 種類の有害事象発現（発熱性好中球

減少症，末梢性感覚ニューロパチー）

による disutility を考慮 

                                                   
1 日本のガイドラインでは NICE 等で用いられている Utility を QOL 値と翻訳しているため，

本報告書では QOL 値と記載する． 
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ずれかの群で 2%以上発現のあっ

た Grade 3/4 有害事象の disutility

を考慮し，さらに以前の技術評

価ガイダンス（TA250）のアセス

メントフィードバックを受け

て，脱毛症のみ全 Grade の有害事

象の発現を考慮した． 

費用 NICE advanced Breast Cancer 

guidelines と NHS Reference Costs 

を参照し，下記の仮定に基づき

算出した． 

薬剤費 

 仮定（二次治療開始のタイ

ミング，治療期間の累計は 6

ヶ月，有害事象による減量・

休薬を考慮等）を置いて算

定，TPC群では市場シェアで

重み付け平均 

薬剤管理費 

 薬剤ごとに算定（管理，投与

が複雑な薬剤の費用を考

慮） 

Supportive care の費用 

 緩和ケア費用として，疾患

の状態が Progressive disease

のときに算定（医師，看護師

等の費用を含める） 

End of life の費用 

 死亡時の状況（病院，ホスピ

ス，自宅）に応じて算定 

有害事象の治療費 

 治療や入院が必要な 2%を超

えて発現した Grade 3/4 の有

害事象を特定し，それぞれ

の有害事象の治療に要する

費用を算定 

文献，英国推奨医薬品リスト，NHS 

Reference Costs を参照し，下記の仮定

に基づき算出した． 

薬剤費 

 仮定（推奨成人用量，残薬廃棄，

疾患進行か毒性発現まで治療，減

量は未考慮等）を置き，公定価格

使用，PAS 割引適用の 2 種類の薬

剤費で算定 

薬剤管理費 

 薬剤ごとに算定（管理，投与が複

雑な薬剤の費用を考慮） 

Supportive care の費用 

 疾患状態（PFS on treatment，PFS 

off treatment，Progressed）毎に算

定（医師，看護師等の費用を含め

る） 

End of life の費用 

 死亡時の状況（病院，ホスピス，

自宅）に応じて算定 

有害事象の治療費 

 Paclitaxel と bevacizumab は既存

試験で 3%以上発現した有害事

象，docetaxel は発熱性好中球減少

症の治療に要する費用を算定 
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*：推移確率の推定で用いた検証試験では QOL を測定していなかったため，異なる試験で測定

していた健康関連 QOL データを利用した．ただし，健康関連 QOL データを測定していた試験

の対象集団は費用対効果評価の対象集団と乖離があり，この点は ERG に指摘されている． 

 

3.2.6 費用と効果の比較 

費用と効果を比較するために ICER を算出し，TA423 では ICER は 35,624 ポン

ド/QALY であった．一方，TA214 の ICER は PAS 割引適応を仮定した時に以下の

通りであり，比較対照技術ごとに ICER を算出した． 

  
Bev-Pac Pac Doc Gem-Pac 

Mean cost of Progression Free（ポンド） 26,288 6,218 10,446 10,670 

Mean cost of Progression（ポンド） 14,538 14,612 14,612 14,612 

Mean Total Cost（ポンド） 40,826 20,829 25,057 25,281 

Incremental Cost（ポンド） － 19,997 15,769 15,545 

Mean QALY in Progression Free 0.759 0.499 0.485 0.499 

Mean QALY in Progression 0.739 0.740 0.740 0.740 

Mean QALYs 1.498 1.239 1.225 1.239 

Incremental QALYs － 0.259 0.273 0.259 

Cost per QALY Gained（ポンド/QALY）

* 

－ 77,314 57,753 60,101 

Bev-Pac: bevacizumab plus weekly paclitaxel, Pac: weekly paclitaxel, Doc: docetaxel, Gem-Pac: gemcitabine plus 

paclitaxel 

* 報告者注：丸めの誤差に伴い，表中の増分費用及び増分 QALY から算出する ICER の値は完全

には一致しない． 

 

なお，TA214 の，PAS 割引適応を仮定しない時の ICER は対 Pac，Doc, Gem-Pac

それぞれで 117,803 ポンド/QALY，115,059 ポンド/QALY，105,777 ポンド/QALY で

あった． 

 

3.2.7 分析結果の解釈，報告 

感度分析として，TA423，TA214 のいずれでも，一元感度分析と確率感度分析を

ともに行っており，不確実性がある部分に関して結果の頑健性を確認した．シナリ

オ分析に関しては，TA423，TA214 で設定条件に違いがあり，異なる観点から分析

が行われた．これらは評価に影響を与える可能性があり，かつ不確実性があると考

えた項目に対して行われた． 
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 TA423（eribulin） TA214（bevacizumab + taxane） 

感度分析  一元感度分析 

 確率感度分析 

 一元感度分析 

 確率感度分析 

サブグループ解析  実施せず  実施せず 

シナリオ分析 

（異なるシナリ

オ） 

 実施 

 治療期間 

 残薬廃棄を考慮しない 

 比 較 対 照 技 術 を

vinorelbine と

gemcitabine に限定 

 考慮する有害事象の変

更 

 分析期間を 10 年 

 分析期間を 20 年 

 実施 

 PFS のモデルのあてはめ 

 Progression までの治療費用 

 体表面積と体重 

 PF の QOL 値 

 QOL 値のデータソース 

 Supportive care の費用 

 PF，P，end of life の費用 

モデルのバリデー

ション 

 一つの検証試験のデータに

基づいて PSM で解析を行っ

たが，解析に使用した試験

では 95%の死亡を追跡でき

ていたため，（試験期間を超

えた部分に対する）生存時

間の外挿に関する不確実性

は低いと考える 

 費用は主に  NICE advanced 

Breast Cancer guidelines と

NHS Reference Costs を参照

した 

 QOL 値は既存論文で参考に

できるものがないと考え，

可能な限り保守的に設定す

るように試みた．具体的に

は eribulinの増分QALYが過

大評価にならないように，

Progression の健康状態の

QOL 値は評価技術と比較対

照技術間で等しいと仮定し

 モデルのバリデーションに特化

した独立した外注業者がモデル

の内部バリデーションとデバグ

を行った．具体的には以下のとお

り． 

 同様の適応症での公表された経

済分析結果と本モデルでの分析

結果との類似性を確認 

 治療効果，有害事象の費用，試験

薬と管理費用，割引率，QOL 値

について極端な値を入れたとき

のモデルの結果の尤もらしさを

確認（extreme testing） 
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た．また，有害事象発現によ

る disutility も考慮した 

 社内の HEOR 専門家と外部

の health economist の両社に

より評価の品質管理を実施

した 

 

 

 
右図：TA423 の一元感度分析 

上図：TA423 の確率感度分析 

 
上図：TA214 の一元感度分析 

左図：TA214 の確率感度分析 

（Paclitaxel を比較対照とした場合） 
 

 

3.2.8 企業の結果と ERG による再分析の乖離，主な論点 

TA423（eribulin）における ERG の主な指摘と結論 

企業が行った分析に対して，ERG は Progression の QOL 値と薬剤費用の推定について

主に指摘した． 
Progression の QOL 値の推定に関しては，分析の対象集団と QOL 値の推定に用いた臨

床試験の対象集団との乖離を指摘した．具体的には Progression の QOL 値の推定に用いた

臨床試験の対象集団は本分析の対象集団よりも良い Performance Status の患者であった．

そのため，ERG は本分析の対象集団としてより適切と考えられる集団を対象とした研究論

文に示された推定値を参照し，下表に示す通り，Progression の健康状態について ERG は
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企業の分析に比べて低い値を設定した． 

ステート 企業の解析 ERG 

Eribulin TPC Eribulin TPC 

Progression 0.679 0.679 0.496 0.496 

 薬剤費用の推定に関しては，ERG は企業の分析の second line 治療，最大治療期間の設定

は現実的ではない部分があると指摘した．そのため，より現実的な設定として下表の設定を

採用した．また，一部の費用が過少評価されていたため，再算定した． 

化学療法の設定 企業の解析 ERG の指摘と対応 

二次治療 疾患進行（PFS データを使用）

時，全員が切り替え 

PFS データではなく，治療中止データを使

用（疾患進行後も一次治療は使用可能） 

60%が二次治療に切り替え 

最大治療期間 6 ヶ月と固定 固定しない（6 ヶ月以降の治療管理費も考

慮） 

薬剤費 － Vinorebine の費用が過小評価されていた

ため，再算定 

以上の指摘を踏まえ，ERG が算出した ICER は 62,672 ポンド/QALY であり，企業の分

析結果である 35,624 ポンド/QALY と大きな乖離があった． 
これらの検討を踏まえ，総合的評価（アプレイザル）時の委員会での議論では尤もらしい

ICER は 35,624～62,672 ポンド/QALY の間にあり，また，ERG の仮定は保守的と考えた．

Eribulin の TPC に対する ICER は，終末期の延命効果が期待される薬剤の閾値である

50,000 ポンド未満になる可能性が高いと考え，NICE は「Eribulin は，LABC/MBC 患者

に対する third line 治療として」推奨と判断した． 
 

TA214（bevacizumab + taxane）における ERG の主な指摘と結論 

企業が行った分析に対して，ERG はデータソース，間接比較，モデル，患者アクセス保

障，QOL 値について主に指摘した． 
分析に用いたデータソースに関して，ERG は bevacizumab の臨床的有用性を主として

bevacizumab + weekly paclitaxel と weekly paclitaxel を比較した E2100 試験 1 試験で評

価することに対する懸念，非盲検，疾患進行後の治療データ不足といった試験の質に対する

懸念を指摘した．もう一つの代表的な taxane である，docetaxel との併用に関するデータの

提出がなく，申請企業の提出結果は中間解析結果に基づくものであるため，生存結果につい

ては最新のフォローアップデータが有用であろうと指摘した．また，E2100 試験では OS 

(overall survival)について群間で統計的有意差が認められなかった．OS で差が認められなか

った理由が治療のクロスオーバーによるものかどうかについては，治療のクロスオーバー

に関するデータが収集されていなかったため ERG は判断できなかった． 

間接比較に関しては，間接比較に second line を受けている患者が 60％含まれている試験
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が含まれており，ERG は企業がこの試験を参照することの妥当性を適切に評価していない

懸念を指摘した．また，間接比較の手法についても懸念があり，方法論の限界から，ERG は

間接比較からの知見が信頼できるとは考えなかった． 

モデルに関して，ERG は 3 種類の比較対照技術と評価技術を別々に評価して 3 種類の結

果として示すことは不適切であり，比較対照全ての治療と評価技術を比較すべきと指摘し

た．また，疾患進行後の死亡率は first line 治療と独立という仮定は bevacizumab + taxane 群

の OS を過大評価していると考えた．患者アクセス保障に関しては，分析時点では患者アク

セス保障は合意されたものではないため，ERG は患者アクセス保障を考慮しない場合も含

めて 2 種類の探索分析を実施した．QOL 値に関しては，システマティックレビューを行わ

ず，特定の文献から QOL 値を採用していること，FACT-B から健康関連 QOL データへの変

換を試みていないことを ERG は指摘した． 
 以上の指摘を踏まえ，ERGは 2種類の探索分析を実施した．どちらの分析でも paclitaxcel 
3-weekly－つまり 3週間は週 1回，4週目は無治療－を対照群とした．どちらの結果も ICER
は 100,000 ポンド/QALY を超えた．また，E2100 試験の結果で OS モデルを較正した探索

分析も実施したところ，週 1 回 paclitaxel 治療に対する ICER は 259,267 ポンド/QALY と

なり，企業の分析結果と大きく乖離があった．これらの検討を踏まえ，総合的評価（アプレ

イザル）時の委員会での議論では尤もらしい ICER は 110,000～259,000 ポンド/QALY の

間と考えた．アプレイザルコンサルテーションの後に，申請企業は 2 つの二重盲検試験の

結果を追加し，サブグループ解析結果を提出した．サブグループ解析の結果は期待を持たせ

るものではあったが，十分に頑健でないと考え， NICE は bevacizumab と taxane の併用

療法は，MBC 患者に対する first line 治療としては推奨されないと結論した．  



21 
 

【コラム】PSM と 3-state markov model 

Markov model の詳細は成書 [14]， Partitioned Survival Model （PSM）のモデルは NICE の

Decision Support Unit 報告書 [29]を参照されたいが，各モデルの概要を下記に示す． 

 

3-state Markov model 

がん患者は「腫瘍の増悪がない状態（Progression Free Survaival，PFS）」，「腫瘍が増悪した

状態（Progression）」，「死亡（Death）」の 3 つの疾患推移が想定されるため，抗がん領域で

は 3 つの健康状態を設定することが多い．各健康状態間の推移確率を設定し，各患者の疾

患推移をシミュレーションする（下図）．あらかじめ各健康状態に対して QOL 値と費用

を設定し，これとシミュレーションにより生成した各健康状態の疾患推移を掛け合わせ

ることにより，評価対象の技術ごとに QALY と総費用を算出する．最後に増分費用と増

分効果を用いて ICER を算出する． 

 

 

PSM 

3-state Markov model と同様に 3 つの健康状態を想定し，患者レベルの生存時間と無増悪

生存期間のデータが利用可能な場合に利用可能なモデルである．生存時間及び無増悪生

存時間の Kaplan-Meier Plot を作成し，各 Kaplan-Meire Plot の曲線下面積（Area under the 

curve）に基づき，各健康状態の平均時間を計算する（下図）．あらかじめ各健康状態には

QOL 値と費用を設定し，算出された各健康状態の平均時間と掛け合わせることにより，

評価対照の技術ごとに分析期間における QALY と総費用算出する．最後に増分費用と増

分効果を用いて ICER を算出する． 
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各モデルの特徴 

いずれのモデルも NICE STA で使用されており，各モデルの特徴を下記にまとめた． 

 Markov model PSM 

健康状態  自由に設定が可能  基本的に 3 つの健康状態 

（PF，P，D） 

推移確率の導

出 

 必要 

 時間を通じてハザードが異

なる場合，複数の推移確率

行列の設定が必要 

 不要 

 シンプルであり，透明性がある 

サイクルの設

定 

 必要  基本的には不要（割引を行う際

に必要） 

データ  複数の試験を用いることが

可能 

 個別症例のデータが無くて

も大丈夫 

 個別症例のデータが必要（head 

to head の臨床試験が必要） 

  

 
3.3 C 型慢性肝炎治療薬の事例 

 C 型慢性肝炎は，C 型肝炎ウィルス（HCV）の感染によっておこる肝臓疾患である．HCV
感染者の約 7 割が持続感染者となり，やがて慢性肝炎へと移行し，炎症の持続により肝臓

が線維化し，肝硬変や肝がんへと進行する場合がある．C 型慢性肝炎の治療目的は，長期予

後の改善であり，そのために HCV を体内から排除することが目標とされる．また，HCV
感染の拡大防止という観点も公衆衛生上重要である． 

C 型慢性肝炎の治療法は，direct acting antivirals (DAA)と呼ばれるウイルス蛋白質を標

的とする薬剤の登場により大きく治療成績が向上した．DAA は，ウイルス学的な著効を意

味する治療終了 12 週間後の血中 HCV RNA 持続陰性化（Sustained Virological Response, 
SVR）を指標として有効性が検証されている．SVR を達成した患者のほとんどは，HCV 陰

性の状態を維持し，長期予後が改善すると考えられている．DAA は，高い SVR 達成率を与

えるだけでなく，副作用が問題となるインターフェロン（IFN）を使用しないレジメンもあ

ること，治療期間が短縮される，経口剤のみで治療が可能であるといった利点もある．  
NICEでは，これまでにペグインターフェロンを含むレジメンから IFN製剤を含まない，

いわゆる IFN フリーレジメンまで計 10 件以上の技術評価が実施されている．DAA レジメ

ンの総合的評価（アプレイザル）として，TA330（sofosbuvir），TA413（elbasvir–grazoprevir）
の事例を紹介する．Elbasvir–grazoprevir には，腎障害を有する患者で他の治療法より副作

用が少なく，既治療（NS3/4 protease inhibitor）の患者での SVR 達成率が他の治療法より

高く，代償性肝硬変に対してリバビリンの併用が不要であるという特徴がある．詳細は
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NICE の公開資料を参照されたい． 
 以下に，それぞれの事例に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）の結論を

示した． 
 
 TA330 の事例：C 型慢性肝炎に対する sofosnivor の技術評価 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ta330 [30] 
 Published date: 25 February 2015 

 【NICE の結論】sofosbuvir の承認範囲での使用を，以下のジェノタイプを

持つ成人の C 型慢性肝炎患者の治療選択肢として推奨する． 
ジェノタイプ Sofosbuvir+ペグインタ

ーフェロン α+リバビリ

ン 

Sofosbuvir+リバビリン 

1 推奨 非推奨 
2 ライセンスなし 未治療例；インターフェロン

未治療例または不耐例のみ推

奨 
既治療例：推奨 

3 未治療例：肝硬変合併例

のみ推奨 
既治療例：推奨 

インターフェロン未治療例ま

たは不耐例のみ推奨 

4/5/6 肝硬変合併例のみ推奨 非推奨 
 
 TA413 の事例：C 型慢性肝炎に対する elbasvir–grazoprevir の技術評価 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ta413 [31] 
 Published date: 26 October 2016 

 【NICE の結論】elbasvir–grazoprevir の承認範囲での使用を，ジェノタイ

プ 1 又は 4 の C 型慢性肝炎の治療選択肢として推奨する．ただし，企業が

Commercial Medicines Unit との合意価格以下で提供する場合に限る． 
ジェノタイプ  
1a 12 週間投与（ベースラインの C 型肝炎ウイルスの RNA

量が 800,000 IU/ml 以上または NS5A の特異的な多型に

よりエルバスビルの活性が 1/5 以下となる場合は，治療

失敗のリスクを最小化するため，リバビリンを併用し 16
週間投与とすることを考慮する） 

1b 12 週間投与 
4 12 週間投与（ベースラインの C 型肝炎ウイルスの RNA

https://www.nice.org.uk/guidance/ta330
https://www.nice.org.uk/guidance/ta413
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量が 800,000 IU/ml 以上の場合は，治療失敗のリスクを

最小化するため，リバビリンを併用し 16 週間投与とする

ことを考慮する） 
 
以下では，これらの結論に至るまでの過程を概観する． 
 

3.3.1 分析の目的と対象集団，比較対照 

企業が行った分析の目的と対象集団，比較対照等を下表に示した．以降でも，

まず企業が行った分析の概略を示す． 

 
 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
分析目的 C 型 慢 性 肝 炎 に 対 す る

sofosbuvir の承認範囲での使用

について，臨床的，費用対効果的

観点から評価する． 

C 型慢性肝炎に対する elbasvir–
grazoprevir の承認範囲での使用に

ついて，臨床的，費用対効果的観点か

ら総合的に評価する． 
対象疾患・集団 成人の C 型慢性肝炎患者  未治療の C 型慢性肝炎患者 

 既治療の C 型慢性肝炎患者 
評価技術 Sofosbuvir elbasvir–grazoprevir 
比較対照技術  PR 

 TVR + PR（ジェノタイプ 1
のみ） 

 BOC + PR（ジェノタイプ 1
のみ） 

 ベストサポーティブケア（C
型慢性肝炎以外の肝疾患の

治療を含む） 

 BSC  
 BOC + PR  
 DCV + PR  
 DCV + SOF  
 LDV + SOF  
 OPR +/- D (3D and 2D) +/- R  
 PR  
 SMV + PR  
 SOF + PR or R  
 TVR + PR 

Abbreviations: BOC – boceprevir, D – dasabuvir, DCV – daclatasvir, LDV – ledipasvir, 
OPR – ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, PR – peginterferon + ribavirin, R – ribavirin, 
SMV – simeprevir, SOF – sofosbuvir, TVR - telaprevir 
 

3.3.2 分析の立場と費用の範囲 

分析の立場は，NHS と PSS の立場とし，費用の範囲には疾患進行後の各状態で

の費用も含めた． 
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 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
分析の立場 NHS と PSS の立場 NHS と PSS の立場 
費用の範囲  薬剤費 

 治療中のモニタリング費用 
 治療中の有害事象の費用 
 健康状態での費用 
 肝硬変の治療費用 

 薬剤費 
 治療中のモニタリング費用 
 治療中の有害事象の費用 
 疾患進行後の各状態（肝硬変，肝

細胞がん，肝移植など）の費用 
 

3.3.3 効果指標と分析方法 

TA330，TA413 共に，効果指標は QALYs，分析方法は費用効用分析であり，NICE

に提出する際の一般的な設定である． 

 
 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
効果指標 QALYs QALYs 
分析方法 費用効用分析 費用効用分析 

 
3.3.4 モデルの構築 

TA330 で，企業が提出した C 型慢性肝炎の状態推移を記述するマルコフモデル

は，9 の健康状態からなり，過去の NICE 総合的評価（アプレイザル）でも用いら

れた Bennett et al.(1997)のモデルを採用している．初期状態（モデルの開始）は，

非肝硬変（F0-F3）または肝硬変（F4）が混在した患者集団とする．F0-F4 は線維化

の程度を表す指標である（F0：線維化なし，F1：門脈域の線維性拡大，F2：線維性

架橋形成，F3：小葉構造のひずみを伴った線維性架橋形成，F4：代償性肝硬変）．

時間地平（分析期間）は生涯（100 歳まで），開始時の年齢は 40 又は 45 歳とした．

サイクル長は最初の 2 年間は 3 か月，その後は 1 年とし，半周期補正を行った．11

のサブグループ（ジェノタイプの 1,2,3,及び 4/5/6，肝炎治療歴の有無，インターフ

ェロン忍容性の有無）について分析を行った． 

TA413 で，企業が提出した C 型慢性肝炎の状態推移を記述するマルコフモデル

は 13 の健康状態からなる．初期状態で患者は，軽度の肝炎（F0-F1），中等度の肝

炎（F2-F3），肝硬変（F4）に等しく分布する．時間地平（分析期間）は生涯（100

歳まで），開始時の年齢は 40 又は 45 歳とした．サイクル長は 1 年とし，半周期補

正を行った．12 のサブグループ（ジェノタイプの 1a，1b 及び 4，治療歴の有無，

肝硬変の有無）について分析を行った． 

治療効果は SVR の達成率の違いに反映され，SVR 未達の場合の疾患の進行は

治療に依存しないというのがこれらモデルの基本的な想定である． 
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 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
モデル 9 の健康状態からなる Markov 

model 
13 の健康状態からなる Markov 
model 

分析期間 生涯（100 歳まで） 生涯（100 歳まで） 
サイクルの長さ 最初の 2 年は 3 カ月，その後 1

年 
1 年 

割引率 3.5% 3.5% 
 
TA330 (sofosbuvir)：モデルの概略図 

 
各状態において患者は「死亡」に推移するが図では非表示．「超過死亡」とは，非代償性肝硬変，

肝移植，肝細胞癌のいずれかの疾患特有の事象による死亡を示す． 
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TA413 (elbasvir–grazoprevir)：モデルの概略図 

 
F0：線維化なし，F1：門脈域の線維性拡大，F2：線維性架橋形成，F3：小葉構造のひずみを伴

った線維性架橋形成，F4：代償性肝硬変，DC：非代償性肝硬変，HCC：肝細胞癌，LT：肝移植

（一年目），PLT：肝移植後，LV Death：肝臓関連死，SVR：持続陰性化，逆向きの矢印は再感

染を示す（SVR, F0-F3 からの再感染は F0 へ，SVR, F4 からは F4 へ移行）．モデルは LV Death

以外の死亡（図示していないステーツ）を含む． 

 
3.3.5 パラメータ推定 

TA330 では，Hartwell et al. (2011)と Shepher et al. (2007)の２つの HTA と英国の

HCV データベース研究 Grishchenko et al. (2009)を用い，推移確率を推定した． 

TA413 では，elbasvir-grazoprevir と sofosbuvir-peginterferon-rivabirin については直

接比較試験から 12 週後のウイルス陰性化率（SVR12）や有害事象発現率（貧血，

悪心，好中球減少症，発疹，掻痒）を用いて，推移確率を推定した．直接比較試験

のない他の比較対照については， 29 試験を用いたネットワークメタアナリシス

（NMA）により SVR12 を推定した．対照群のない臨床試験については，類似の試

験結果から仮想的な peginterferon-ribavirin（PR）群を作成して SVR12 を推定した．

ジェノタイプ 4 については，過去の C 型慢性肝炎の総合的評価（アプレイザル）

と同様に，ジェノタイプ 1a 又は 1b の SVR12 で代用した．ジェノタイプ 1 及び 4

F0 F1 F2 F3 

 

F4 

PLT LT  HCC DC  

SVR 
F0-F3 

SVR 
F4 

LV 
Death 
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の両者について，ジェノタイプ 1 全体の有害事象の発現頻度を用いた．また，治療

に依存しないより重度な状態への推移確率は複数の研究結果から得た． 

 

 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
推移確率の推定 Hartwell et al. (2011) と

Shepher et al. (2007)の２つの

HTA と英国の HCV データベー

ス 研 究 Grishchenko et al. 
(2009)を用いた． 

SVR12，治療中止，5 つの有害事象に

ついて直接比較及び間接比較（NMA）

により推定した推移確率を用いた．治

療に依存しないより重度な状態への

推移確率は複数の研究結果から得た． 
QOL 値 Sofosbuvir の臨床試験の結果は

QOL 値の推定に用いなかった．

過去の C 型慢性肝炎の技術評価

（Wright et al. (2006)）の QOL
値を採用した．治療に関連する

QOL 値の減少をベースラインの

QOL 値の推定に適用した． 

各健康状態の QOL 値と SVR を達成

することによるQOL値の上昇（0.05）
は，公表文献を参照した．有害事象の

影響は，治療に依存する QOL 値の減

少として取り入れた．モデルでは，加

齢に伴う健康関連QOLの低下も仮定

した． 
費用 薬剤費,治療中のモニタリング費

用,治療中の有害事象の費用,健
康状態での費用，肝硬変の治療

費用を含めた．リバビリンの価

格は 246.65 ポンドを採用し，そ

の他の薬剤は，全てリスト価格

を用いた．モニタリング費用は，

国別の参照費用，公表研究また

は専門家の意見を反映した． 

Elbasvir-grazoprevier 及び対照治療

の費用，モニタリング及び各健康状態

での費用，有害事象に対する費用を含

めた．薬剤は，全てリスト価格を用い

た．モニタリング費用は，先行する技

術評価ガイダンスを参照，各健康状態

の費用は主に文献より抽出（肝移植の

費用等）し，インフレーションを反映

した．有害事象に関する費用は，先行

する技術評価ガイダンスを参照し臨

床家の確認を得た． 
 

3.3.6 費用と効果の比較 

TA330 では，sofosbuvir 治療により費用は増大するものの，QALYs も増大し，

SVR 達成率も上昇し，末期の肝障害や死亡も減少した．企業が提出したペグイン

ターフェロンα＋リバビリンもしくは無治療と比較したベースケースの ICER を

下表に示す．サブグループ間で ICER はバラツキ，その差は最大 6 倍程度であっ

た．  
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ジェノ 
タイプ 

サブグループ 対象治療 比較対照 ICER 
（ポンド

/QALY） 
1 未治療 SOF+PR PR 14,930 

未治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 49,249 
既治療 SOF+PR PR 12,641 

2 未治療 SOF+PR PR 46,324 
未治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 8,154 
既治療 SOF+PR PR 9,274 
既治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 8,591 

3 未治療 SOF+PR PR 20,613 
未治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 21,478 
既治療 SOF+PR PR 8,557 
既治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 28,569 

4/5/6 未治療 SOF+PR PR 26,797 
SOF, sofosbuvir; P, peginterferon alfa; R, ribavirin 

 

一方，TA413 では，NMA の結果，有効性について DAA 同士に有意な差はなか

った．このため，PR を比較対照として各 DAA レジメンの ICER を算出した．

elbasvir–grazoprevir のベースケースの ICER は，12 のサブグループについて QALY

あたり 10,000 ポンド未満であった．全ての治療を比較した分析も実施したが，

QALYs の差は小さく，少しの違いが結果に大きく影響するため，注意深く解釈す

る必要があると企業は主張した（詳細は非公開）． 

 
3.3.7 分析結果の解釈，報告 

 TA330，TA413 とも，推移確率や費用，QOL 値等の推定値の不確実性を評価

するための感度分析として，一元感度分析，及び確率感度分析が実施された．加え

て TA413 では企業が，TA330 では ERG が，経済モデルに関して異なる仮定やデー

タソースを採用したシナリオ分析を実施した． 

 
 TA330（sofosbuvir） TA413（elbasvir–grazoprevir） 
感度分析  一元感度分析 

 確率感度分析 
 一元感度分析 
 確率感度分析 

サブグループ解析  ジェノタイプ，既治療/未治

療，肝硬変の有無による 11
 ジェノタイプ，既治療/未治療，肝

硬変の有無による 12 のサブグル
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のサブグループについて分

析を実施 
 HIV 患者 

ープについて分析を実施 

シナリオ分析 
（異なるシナリ

オ） 

 Cardoso et al.の推移確率推

定値を用い，肝硬変から肝

細胞がんへの推移を組み込

む 
 異なる PR の SVR 推定値を

用いる 
 異なる SVR 後の QOL 値増

加分を用いる 
 異なるリバビリンの費用を

用いる 
 ジェノタイプ 3 の患者の

100%が SOF+R を 24 週間

投与することを仮定 
 モデルへの参入年齢を 35～

55 歳に変更する 
 Wright et al.に従い，男性

61%，女性 38%とした時の

平均死亡率を用いる 

 SA1：ジェノタイプ 4 に対し，ジ

ェノタイプ 4 の患者（少数）で得

られたデータを使用 
 SA2：NMA ではなくナイーブな

比較で得られた SVR 推定値を使

用 
 SA3：年齢に依存した F0-F3 の

推移確率に，別の出典を使用 
 SA4：SVR 達成時の QOL 値上昇

について，公表文献の値（0.05），
欧州の患者の臨床試験で得られ

た値（0.03）を使用 
 SA5：SVR F4 から SVR F0-F3

への推移を仮定（推移確率

0.167） 
 SA6：時間地平（分析期間）を生

涯ではなく，5 年又は 10 年 

モデルのバリデー

ション 
 内的妥当性：まず C 型肝炎

に対する経験を有する上席

モデリング担当者と上席統

計家によって評価した．．別

途，C 型肝炎に精通していな

い別のモデリング担当者に

よって評価した． 

 外的妥当性：C 型肝炎に専門

性を有する英国の外部の臨

床専門家と以下の点につい

て議論した 

1.モデル構造とその基とな

る仮定 

2.入手可能な文献に基づく

比較治療を使用した臨床デ

 C 型肝炎に専門性を有する英国

の外部の医療経済学者と方法論

と重要な仮定について議論した．

論点には以下が含まれる： 

モデルの構造，患者サブグルー

プ，比較対照，重要な変数の値

（SVR 率，治療中止率，AE 発現

率），QOL 値，医療資源の消費量

及び単価 

 モデルの実装とプログラミング

については，社内の品質管理プロ

セスに従いチェックリスト（提出

資料に添付）を用いて確認した 
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ータ 

3.治療および治療パターン

での医療資源 

4.文献から得られた健康状

態費用の妥当性 
 

3.3.8 企業の結果と ERG による再分析の乖離，主な論点 

TA330（sofosbuvir）における ERG の主な指摘と分析 
この事例に対して企業が行った分析に対する，ERG の主な指摘を以下に列挙

する． 

 推移確率 

 非肝硬変から肝硬変への推移確率は，HIV 感染集団でより高い．HIV

感染集団では，非感染集団よりも SVR であるかどうかにかかわらず

死亡率が高いことが企業モデルでは考慮されていない．Van der Helm 

et al. (2013)は HCV 治療が HIV の進行に及ぼす影響を評価する必要が

あるとしたが，エビデンスは見つけられていない． 

 提供されたエビデンスのほとんどが標準治療との Head to Head の試

験ではない．また，認可内のジェノタイプ 1 の sofosbuvir の有効性の

試験が含まれていない．ジェノタイプ 3 のいくつかのエビデンスは

試験途中で無作為化が崩れているため，注意が必要．第 3 相試験から

は有害事象のみが含まれている． 

 モデルの構造 
 ERG はモデルに肝細胞がんへの移行が含まれていないことを指摘し

た．ただし，ICER への影響は実質的にないことを示した． 

 3.5%の割引率は妥当であった． 

 以上を踏まえ，ERG が行った分析，及び ERG が企業に求めたことは以下の

通りであった． 

 企業が提出したエビデンスには不確実性が多く含まれると結論付け

た．そのため，本剤の真の効果の大きさを推定できなかった．そこで，

ジェノタイプ 1 と 3 についての追加エビデンスの提出を求めた． 

 ERG は，いくつかのシナリオ分析，値引き価格での分析も実施した． 

 
TA413（elbasvir–grazoprevir）における ERG の主な指摘と分析 

TA413 の事例について，ERG の主な指摘を以下に列挙する． 

 推移確率 

 NMA 及びナイーブな比較による SVR 推定値から得られる費用対効
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果分析の解釈には注意を要する． 

 

 QOL 値 

 かなり以前に収集された QOL 値よりも，elbasvir–grazoprevir の臨床

試験で得られた QOL 値データの方が現在の英国の臨床実践をよく反

映する． 

 加齢に伴う QOL 値の減少をモデルに含めたことは二重計上の可能性

がある． 

 モデルの構造 
 C 型肝炎ウイルスによる肝臓の障害が完全に可逆的であると仮定

（SVR を達成した後に再感染した患者は健康な F0 の状態に戻る）す

ることは不適切である． 

 肝細胞がんへ移行する確率が減少するということは，不確実性は高

いものの受け入れ可能と考えた．SVR への推移確率は Cardoso や

Fattovich et al の推定に近い値であろうと結論付けた． 

以上を踏まえ，ERG が行った分析は以下の通りであった． 

 企業提出ベースケースモデルの以下の点を変更した分析を行った．

SVR を達成した後に再感染した場合，以前の肝炎ステージに戻る．

SVR に関連した QOL 値を，elbasvir–grazoprevir の臨床試験の欧州サ

ブグループで得られた推定値とする．加齢に伴う QOL 値の減少をモ

デルに含めない． 

 PR と比較した ICER は 8,000 ポンド/QALY から 13,000 ポンド/QALY

であり企業分析と類似していた． 

 ERG は，いくつかのシナリオ分析，値引き価格での分析も実施した

（非公開）． 

 
TA330（sofosbuvir）に対する総合的評価（アプレイザル）の主な論点と結論 

TA330 に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）における主な論点

は以下の通りであった． 

 代替治療は存在するか 

 本治療は重大なインパクトを与えるか 

 本治療の位置づけはどうなるのか 

 エビデンスの不確実性については許容できるか 

 
以上の論点を踏まえ，NICE が下した主要な結論は以下の通りであった． 

 HCV ウイルスのジェノタイプ及び患者サブグループごとの ICER，及び推
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奨の是非に関する結論は下表の通りである．なお，ジェノタイプ 4，5 又

は 6 の肝硬変を合併する患者については，この集団での高いアンメット

ニーズを考慮し，さらには以下の理由も考慮して使用を推奨する．その理

由としては，この集団の ICER の推定は不確実性が高いものの，他のジェ

ノタイプで肝硬変合併例では非合併例よりも ICER が小さいことから，非

肝硬変例の ICER39,100 ポンド/QALY より小さい 20,000-30,000 ポンド

/QALY であると考え，使用を推奨する． 

 
ジェノ 
タイプ 

サブグループ 対象 
治療 

比較 
対照 

ICER 
（ポンド

/QALY） 

結論 

1 未治療 SOF+PR PR 17,500 推奨 
既治療 SOF+PR PR 12,600 推奨 
インターフェロン不適 SOF+R 無治療 47,600 非推奨 

2 未治療 SOF+PR PR 46,300 非推奨 
既治療 SOF+PR PR 12,500 推奨 
未治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 8,200 推奨 
既治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 8,600 推奨 

3 未治療，肝硬変あり SOF+PR PR 6,600 推奨 
未治療，肝硬変なし SOF+PR PR 40,600 非推奨 
既治療 SOF+PR PR 19,000 推奨 
未治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 10,500 ― 
既治療，インターフェロン不適 SOF+R 無治療 19,200 ― 
未治療，インターフェロン不適，肝硬変あり SOF+R 無治療 10,500 推奨 
既治療，インターフェロン不適，肝硬変あり SOF+R 無治療 19,200 推奨 
未治療，インターフェロン不適，肝硬変なし SOF+R 無治療 28,000 非推奨 
既治療，インターフェロン不適，肝硬変なし SOF+R 無治療 31,400 非推奨 

4/5/6 未治療，肝硬変なし SOF+PR PR 39,100 非推奨 
未治療，肝硬変あり SOF+PR PR 2～3 万

（概算） 
推奨 

インターフェロン不適 SOF+R R 不確実 非推奨 
 SOF, sofosbuvir; P, peginterferon alfa; R, ribavirin 

 

 NICE は，本剤による治療により，SVR をもたらし，罹患率を低下させる

ことを認める．また，インターフェロンの有害事象の問題を軽減させるこ

とができると考える・判断する．本剤が入手できることにより，多くの患
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者が治療を受けられるようになることを奨励し，本剤が貴重な新規治療

法であることを認める． 

 QALY 計算に含まれなかった他の利益（認知能力低下の軽減等）および公

衆衛生上の利点（HCV の減少など）を考慮すると，ICER はより低くなる

であろうと NICE は考える． 

 患者の大半が本剤を治療レジメンに含めることで利益を得る可能性が高

いと結論付ける．本剤の副作用は許容可能であり，既存の治療レジメンと

比較し新たな副作用は引き起こさないと結論付ける． 

 患者アクセス保障は適用なし． 

 
TA413（elbasvir–grazoprevir）における総合的評価（アプレイザル）の主な論点と結

論 

TA413 に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）における主な論

点は以下の通りであった． 

 他の DAA が存在する中で，PR を比較対照とすることは適切か． 

 モデルや仮定，サブグループの解析を過去の C 型慢性肝炎の総合的評価

（アプレイザル）と同様とすることは受け入れ可能か． 

 最も妥当と考えられる ICER はいくらか． 

 elbasvir–grazoprevir は革新的な治療法か． 

 
以上の論点を踏まえ，NICE が下した主要な結論は以下の通りであった． 

 elbasvir–grazoprevir の承認範囲での使用を，ジェノタイプ 1 又は 4 の C 型

慢性肝炎の治療選択肢として推奨する．ただし，企業が Commercial 

Medicines Unit との合意価格以下で提供する場合に限る（患者アクセス保

障）． 

 elbasvir–grazoprevir は，臨床試験でジェノタイプ 1 及び 4 の C 型慢性肝炎

に対する有効性が示されている．また，NMA に限界はあるものの，利用

可能な最良のエビデンスであり，elbasvir–grazoprevir の有効性は他の DAA

レジメンと同様と結論する． 

 使用したモデルを意思決定に用いることは受け入れ可能である．治療に

依存しない推移確率について異なる出典を用いた場合，ICER は 20,000 ポ

ンド/QALY を上回る（注：企業，ERG ともベースケースでは過去の TA と

同じ出典を用いた）．一方のみを選択する明確な根拠がない限り，費用対

効果の解析では両方を考慮するべきである．elbasvir–grazoprevir の最も妥

当と考えられる ICER は，ジェノタイプ，治療歴，肝硬変の有無によらず，

20,000 ポンド/QALY 未満と結論する． 
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 総合的評価（アプレイザル）では，ICER で必ずしも評価されないイノベ

ーション等の観点からの議論も行われた．リバビリンの併用が不要であ

り，腎機能障害を有する患者における忍容性が向上することは，elbasvir–

grazoprevir の重要な利点であり，インターフェロン及びリバビリンを使用

しない治療法であることは追加的価値と考えられるが，これらの改善点

は，既に QALY の算出に含まれているはずである．社会に対する広範な

価値（例えば，HCV 伝染の減少）も認めることができるが，費用効果分

析ではこれらの潜在的な便益も既に考慮されているものと考える． 

 

3.4 糖尿病治療薬の事例 

2 型糖尿病の治療法は，食事運動療法に加え，血糖コントロールに応じ異なる作用機序を

持つ複数の経口血糖降下薬が併用されることが多い．よって 2 型糖尿病治療における費用

対効果評価は，併用療法としての評価が行われ，その併用療法の体系の中で総合的評価（ア

プレイザル）は部分的な見直しを繰り返している．ここでは SGLT-2 阻害薬の，併用療法に

おける総合的評価（アプレイザル）として，TA315（canagliflozin）と TA418（dapagliflozin）

の事例を紹介する．詳細は NICE の公開資料を参照されたい． 

 以下に，それぞれの事例に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）の結論を

示した． 
 

 TA315：2 型糖尿病に対する canagliflozin の 4 つの併用療法の技術評価 

 http://nice.org.uk/guidance/ta315 [32] 

 Published date: 25 June 2014 

 【NICEの結論】成人2型糖尿病患者治療の以下の4つの併用療法において，

canagliflozin を推奨する． 

 metformin との併用療法（sulfonylurea に対し禁忌又は不耐，あるいは低

血糖リスクが高い患者に限る） 

 metformin 及び sulfonylurea との 3 剤併用療法 

 metformin 及び thiazolidinedione との 3 剤併用療法 

 他の血糖降下薬の投与に関わらずインスリンへの追加投与 

 

 TA418：2 型糖尿病に対する dapagliflozin の 3 剤併用療法の技術評価 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ta418 [33] 

 Published date: 23 November 2016 

 【NICE の結論】成人 2 型糖尿病患者治療の 3 剤併用療法において，

dapagliflozin は metformin と sulfonylurea との併用においてのみ推奨する． 

 ただし，この推奨は，この技術評価ガイダンスが発行される以前に推奨

http://nice.org.uk/guidance/ta315
https://www.nice.org.uk/guidance/ta418
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されたレジメンで，NHS の枠組みにより 3 剤併用療法（dapagliflozin を

含む）を使用している患者に対し，その治療を変更することを意図する

ものではない．そのような患者については，患者及び NHS の医師が適

切と認める限りその治療を継続してよい． 

 
以下では，これらの結論に至るまでの過程を概観する． 
 

3.4.1 分析の目的と対象集団，比較対照 

糖尿病治療の目標は，糖尿病に特徴的な急性合併症と慢性合併症，および糖尿

病に併発しやすい合併症の発症，増悪を防ぎ，健康者と変わらない QOL を保ち，

健康者と変わらない寿命を全うすることである．まず適切な食事療法と運動療法

を行う．その後の治療の経過により，経口血糖降下薬又はインスリンや GLP-1 受

容体作動薬などを用いていく．治療は HbA1c 値を目標値以下に維持することを目

標として行われる． 

TA315（canagliflozin）と TA418（dapagliflozin）はいずれも SGLT-2 阻害薬のク

ラスに分類される経口血糖降下薬であり，併用療法における費用対効果が評価さ

れている． 

以下に分析の目的，対象集団および比較対照を示す．TA315 は 2 剤又は 3 剤の

併用療法及びインスリンへの追加療法での評価を行っている．対象患者は既存治

療（MET，MET＋SU，MET＋TZD，又はインスリン）で血糖コントロールが不十

分な 2 型糖尿病患者であった．比較対照技術は ERG 及び総合的評価（アプレイザ

ル）との議論の結果，DPP-4 阻害薬及び dapagliflozin が比較薬として選択された． 

TA418においては，下表のとおりNICEと企業の評価の対象が一致していない．

これは，NICE が指示した評価対象の一部について，エビデンスが十分には存在し

ないと企業が主張したためである．また， NICE が支持した比較対照の一部につい

て，企業は，英国ではほとんど使用されていないことや，治療ラインが異なること

を理由に評価を行わなかった． 

 

 TA315（canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

分析目的 以下のcanagliflozinの費用対効果

を評価する． 

2型糖尿病治療の 3剤併用療法におけ

る dapagliflozin の費用対効果を評価

する． 
対象疾患・集団 既存治療で血糖コントロールが

不十分な 2 型糖尿病患者 

ただし，METとの併用療法に関し

ては SU が禁忌，又は忍容性がな

い患者，又は低血糖又はその転

以下のいずれかの 2 剤併用治療によ

る血糖コントロールが不良な成人 2
型糖尿病患者 
 MET＋SU 
 MET＋DPP4(企業は評価せず) 
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帰に重大リスクに曝される可能

性のある患者とする． 

 MET（併用療法） 

 MET＋SU 又は MET＋TZD（3

剤併用療法） 

 他の血糖降下薬の投与に関わ

らずインスリンへの追加投与 

インスリンへの追加投与を評価

したインスリン部分試験は，

CANVAS 安全性試験の一部とし

て実施された．CANVAS 試験で

は心血管疾患の病歴がある又は

心血管疾患のリスクが高い患者

が組み入れられた． 

評価技術 以下の Canagliflozin (100 mg，300 

mg)を追加した併用療法 

 MET（併用療法） 

 MET＋SU 又は MET＋TZD（3

剤併用療法） 

 他の血糖降下薬の投与に関わ

らずインスリンへの追加投与 

以下の 2剤に dapagliflozinを追加した

3 剤併用療法 
 MET＋SU 
 MET＋DPP4(企業は評価せず) 

比較対照技術 MET との併用療法 

 DPP-4 阻害薬 

 dapagliflozin (SGLT2 阻害薬) 

MET＋SU 又は MET＋TZD との

3 剤併用療法 

 DPP-4 阻害薬 

インスリンへの追加投与 

 DPP-4 阻害薬 

 dapagliflozin (SGLT2 阻害薬) 

他の経口血糖降下薬 2 剤と，以下のい

ずれかの併用療法 
 他の SGLT2 阻害薬 
 DPP4 阻害薬 
 ピオグリタゾン（企業は評価せ

ず） 
 GLP-1 作動薬（企業は評価せず） 
 SU 剤（企業は評価せず） 
 インスリン（企業は評価せず） 

Abbreviations: MET – metformin, SU – sulphonylurea, TZD – thiazolidinedione， DPP4 

– Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, SGLT2 – Sodium-glucose cotransporter 2, GLP-1 – 

Glucagon-like peptide-1 analogues 

 

3.4.2 分析の立場と費用の範囲 

分析の立場は，NHS と PSS の立場とし，費用の範囲には疾患進行後の各状態で



38 
 

の費用も含めた． 

 

 TA315（canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

分析の立場 NHS と PSS の立場 NHS と PSS の立場 

費用の範囲  薬剤費 

 合併症に伴う費用 

 有害事象に伴う費用 

 薬剤費 

 薬剤投与とモニタリング費用 

 合併症に伴う費用 

 有害事象に伴う費用 

 
3.4.3 効果指標と分析方法 

TA315，TA418 共に，効果指標は QALYs，分析方法は費用効用分析であり，NICE

に提出する際の一般的な設定である． 

 

 TA315（canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

効果指標 QALYs QALYs 

QALY の参照先 先行研究（EQ-5D を用いた大規

模な欧州データセット） 

先行研究，先行研究の経済モデル 

分析方法 費用効用分析 費用効用分析 

 
3.4.4 モデルの構築 

TA315 では企業が ECHO-T2DM モデルを採用した．ECHO-T2DM モデルは，そ

れまで糖尿病薬で用いられていなかった新しいモデルであったが，基本的な考え

方は従来のモデルと同様である．すなわち，ベースラインで設定した人口統計学的

因子と，リスク因子のプロファイルを元に，患者個人ごとのシミュレーションを行

うものである．その後の疾患の進展，各薬剤（SGLT2 も含む）の典型的な副作用，

糖尿病の合併症，微小血管系及び心血管系（又は大血管系）イベントの発生などを

モデル化しており，HbA1c 値，血圧値，脂質値などの経時変化（悪化）及び（イン

スリン投与も含む）薬剤の順序を考慮に入れたモデルとなっている．ベースケース

での患者コホートのサイズは 1,000 例で，繰返し回数は 1,000 回であった．感度分

析又はシナリオ分析での患者コホートのサイズは 500 例とされ，感度分析又はシ

ナリオ分析での繰返し回数は 1,000 回で実施された． 

一方，TA418 で企業が提出した Cardiff economic model は，UKPDS derived risk 

equations をもとに微小血管および大血管の合併症，糖尿病による死亡，糖尿病によ

らない死亡および臨床的リスクの予後を個人レベルでモデル化するモデルである．

このモデルでも，ベースラインで設定した人口統計学的因子と，リスク因子のプロ

ファイルを元に，患者個人ごとのシミュレーションを行う．以下のモデルの概略図
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では，ECHO-T2DM モデルと大きく異なるように見えるかもしれないが，考慮して

いる事象なども含めて大枠で同様のモデルと考えられる．患者個人ごとに，各サイ

クルにおいて心筋梗塞，脳卒中などの合併症や低血糖などの有害事象発生の有無

と，それらのイベントによる死亡の有無を判定する．その結果を元に患者個人の

QOL 値，治療にかかる費用などをアップデートし，シミュレーションの分析期間

が終わるか患者が死亡するまでシミュレーションを繰り返す．本分析ではこのモ

デルにより 5,000人の 2型糖尿病患者を 40年間追跡した結果を 5,000回発生させ，

評価している． 

 

 TA315（canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

モデル ECHO-T2DM モデル（モンテカル

ロ法により，患者 1 例ずつをシミ

ュレートした確率的マイクロシミ

ュレーションモデル） 

 

Cardiff economic model（モンテカル

ロ法により，患者 1 例ずつをシミュ

レートした確率的マイクロシミュ

レーションモデル） 

分析期間 生涯（40 年） 生涯（最長 40 年間） 

サイクルの長さ 1 年 6 ヶ月 

半期補正 なし なし 

割引率 3.5% 3.5% 



 
 

TA315（canagliflozin）：ECHO-T2DM モデルの概略図 シミュレーション・スタート 

 

コホート i に対するパラメータ値を定義した分布から引出す 

シミュレーション条件 

コホート iの患者 j=1 to Jのベースライン時の特性を生成 

治療群を決定（介入，対照） 

患者 j とサイクル t 

コホート：i = 1 

抗肥満治療薬アルゴリズムの実行（規定した場合） 

＜血糖降下薬アルゴリズムの実行＞併用薬剤・年齢を設定，HbA1c の治療ターゲット閾値の決定，血糖降下薬の調整と（服薬遵守及び eGFR 値で調整する）治療効果，喫
煙をやめる確率の決定，（低血糖発現に関連した）新たな服薬不遵守例での治療効果，及び薬剤中止のリバウントに対する治療効果，有害事象のハザード及び相対リスク 

 
大血管及び微小血管合併症，有害事象，高血圧と脂質異常症の治療 

他の合併症治療薬 骨粗鬆症 
による骨折 うつ病 抹消浮腫 腎関連の 

有害事象 低血糖 慢性 
腎障害 網膜症及び神経障害 大血管合併症のリスク方程式（1 のみ選択） 

うつ病に 
なる確率 

・股関節 
・脊椎 
・手関節 
・骨盤 
・その他 
 
 
 
治療適用 

中等度 
重度 
 
 
 
 
 
 
治療適用 

尿路感染 
生殖器の
真菌感染 

軽度 
中等度 
重度 

ｽﾃｰｼﾞ 0 
ｽﾃｰｼﾞ 1 
ｽﾃｰｼﾞ 2 
ｽﾃｰｼﾞ 3A 
ｽﾃｰｼﾞ 3B 
ｽﾃｰｼﾞ 4 
ｽﾃｰｼﾞ 5 
 
eGFR ドリフト
値の適用 

神経障害 
なし，徴候性, 
PDV, 徴候性
&PDV, 足潰
瘍, 下肢切
断, その後の
下肢切断 

網膜症 
なし, あり, 
PDR, PDR&
失明, ME, 
ME&PDR, 
ME&失明, 
片眼の ME& 
PDR&失明, 
両眼の失明 

高血圧薬 
・SBPの 
治療目標 
・目標達成
への治療
強化 

 

脂質薬 
・TC,LDL, 
HDL並び
に TGRの
治療目標 
・目標達成
への治療
強化 
 

 UKPDS68 UKPDS82 ADVANCE Swedish NDR 

虚血性疾患 方程式#1 #2 UKPDS68 #1 
虚血性疾患,MI 
及び脳卒中の 
血管系疾患 

(それぞれを細分
化するオプション) 

心筋梗塞 
(MI) 

#2 #1初回 MI男性 
#4初回 MI女性 
#5 2回目 MI共通 

MI及び脳卒中 
の血管系疾患 
(それぞれを細分
化するオプション) 

脳卒中 
 

#4 #7初回脳卒中 
#8 2回目脳卒中 

心不全 #3 #1 UKPDS68 #3 UKPDS68 #3 

 

死亡 UKPDS68 又は UKPDS82 

バイオマーカー(HbA1c値など)のドリフト値，有害事象，合併症，費用，QALY の適用 

サイクル tで患者 j は死亡したか？ 

コホート iのすべての患者がシミュレートされたか？ 

両群ともシミュレートされたか？ 

すべてのコホートがシミュレートされたか？ 

アウトカムの計算 

ストップ 

分析期間に達したか？ 

コホートカウンター i = i + 1 

No 

No 

No 

No No 

Yes 

治療群のスイッチ 

患者カウンター j = j + 1 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 
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TA418（dapagliflozin）：Cardiff economic model の概略図  

 

Yes 

No 

Yes 

No 



42 
 

3.4.5 パラメータ推定 

TA315 では，患者ごとのシミュレーションにより費用及び効果（QALY）を推定

した．各患者のベースライン時の背景因子は 6 つの臨床試験の統合データより規

定し，治療効果も 6 つの臨床試験の統合データ及び NMA に基づいて推定された．

バイオマーカーの年間のドリフト値（悪化率）は，大規模試験及び過去の NICE 技

術評価ガイダンス等を参照して決定され，微小血管合併症，大血管系合併症及び死

亡への推移確率は，リスク方程式（UKPDS アウトカムモデル， CKD モデル又は

Swedish NDR など）に基づいて定めた．治療期間は，NICE 臨床ガイドライン，ま

た低血糖発現率は臨床試験と NMA に基づいた．選択した有害事象の発現率，及び

それらの有害事象による中止率は，MET との併用療法では，2 つの臨床試験の統

合データ，MET＋SU 又は MET＋TZD との 3 剤併用療法では，2 つの臨床試験の統

合データ，またインスリンへの追加投与では，2 つの試験の解析に基づいた．バイ

オマーカーに対する治療効果は主に NMA に基づいた．2 型糖尿病（血糖）及び血

圧及び脂質の治療アルゴリズムは，NICE 臨床ガイダンスに基づいた． 

TA418 では，マルコフモデルを用いなかったため，集団での推移確率は推定し

ていないが，シミュレーションにおいて個人ごとに設定されたリスク因子（HbA1c，

体重，収縮期血圧）をもとに予後（虚血性心疾患，冠動脈性心疾患，脳卒中，心筋

梗塞，腎不全，切断術，失明および死亡）への推移確率が予測された．リスク因子

の値は NMA の結果を元に設定された． 

 

 TA315（Canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

推移確率の推定  各患者のベースラインの人口統計

学的変数及び病態及び治療歴は，

6 つの臨床試験を統合したデータ

に基づく 

 治療効果は 6 つの臨床試験の統合

データ及び NMA に基づく 

 バイオマーカー（HbA1c，収縮期

血圧，脂質，体重，eGFR）の年間

のドリフト値（悪化率）は，ADOPT

試験，UKPDS68，NICE 技術評価

ガイダンス，及び文献等により決

定 

 微小血管合併症（網膜症の悪化，

慢性腎障害，神経障害（末梢血管

疾患（PVD）を含む）），大血管系

Cardiff economic model の元となっ

ている UKPDS モデルは，英国の

25-65 歳の 5,102名の糖尿病患者コ

ホートのデータをもとに，合併症

や死亡の発生率をワイブル比例ハ

ザードモデルにより推定したもの

である． 
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合併症（虚血性心疾患，心筋梗塞，

脳卒中，慢性心不全）及び死亡へ

の推移確率は，リスク方程式

（UKPDS68 アウトカムモデル，

UKPDS82 アウトカムモデル 2，

CKD モデル，Swedish NDR）に基

づく 

 治療期間は NICE 臨床ガイドライ

ン 87 に基づく 

 低血糖発現率は臨床試験と NMA

に基づく 

 選択した有害事象及び有害事象に

よる中止率は MET との併用療法

では 2 つの臨床試験の統合デー

タ，MET＋SU 又は MET＋TZD と

の 3 剤併用療法では 2 つの臨床試

験の統合データ，インスリンへの

追加投与では 2 つの試験の解析に

基づく 

 HBA1c，SBP（収縮期血圧），体重，

脂質に対する効果は主として

NMA に基づく 

 2 型糖尿病の治療アルゴリズム

は，NICEの糖尿病治療の治療経路

の臨床ガイドラインと整合 

 血圧及び脂質の治療アルゴリズム

も NICE 臨床ガイドライン 67 に

整合 

QOL 値  PRISMA DiagramによるSystematic 

Literature Review（SLR；20 の DB

を検索）を実施した． 

 患者背景により疾患ステートが決

まり，そのベースの QOL 値を決

定 

 微小血管合併症，大血管合併症，

肥満（BMI）などに関する QOL 値

• いずれの合併症も無い状態

の，ベースラインの QOL 値

は，英国保健省の調査によ

り，年齢別に評価された QOL

値を利用した．糖尿病合併

症，体重の増加量および低血

糖イベントの発生により，

QOL 値が損なわれるとし，シ
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は CODE2 に基づく 

 低血糖は Currie（2006）に基づく 

 有害事象（尿路感染症，亀頭包皮

炎，カンジダ性外陰膣炎）は SLR

では QOL 値が見つからず，Time 

Trade Off（TTO；時間得失法）試験

（Janssen UK 試験）を実施し，そ

の結果に基づく 

 SGLT-2 の体重への効果（特徴）を

モデルに反映するため，BMI の悪

化による QOL 値への影響も検討 

 合併症又は有害事象が発現した場

合は，各ステートのベースの QOL

値から，合併症又は有害事象によ

る減少量を減じる 

ミュレーションにおいてこ

れらが発生した場合に一定

の QOL 値を差し引いた． 

費用 薬剤費 

 BNF（British National Formulary）

65 に基づき算出 

合併症及び併存症の費用 

 現在の臨床ガイドライン（NICEの

臨床ガイドラインも含む） 

 PbR （Payment by Results）tariffs，

PSSRU （ Personal Social Services 

Research Unit ）， BNF65 及 び

National Diabetic Retinal Screening 

Programme からのデータを参照 

有害事象の治療費 

 下部尿路感染症，上部尿路感染症，

亀頭包皮炎，カンジダ性外陰膣炎

の費用（NICE の臨床ガイドライ

ン，Hospital & Community Health 

Services index 又は BNF に基づく） 

 低血糖（重度）（Leese(2003)及び

Hospital & Community Health 

Services index に基づく） 

 降圧剤及び脂質低下剤の費用 

薬剤費 

BNF をもとに算出した．クラスと

して評価しているものについて

は，当該クラスの個別の品目のマ

ーケットシェアに基づいた重み付

き平均を用いた． 

薬剤投与やモニタリングにかかる

費用，合併症及び有害事象に伴う

費用 

先行研究から推定された． 
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3.4.6 費用と効果の比較 

TA315 では，以下の結果（企業の分析結果）に基づき，metformin との併用療法，

metformin 及び sulfonylurea との 3 剤併用療法，metformin 及び thiazolidinedione との

3 剤併用療法，及びインスリンへの追加療法に関して，最も可能性のある ICER が

総合的評価（アプレイザル）で検討され，いずれも費用対効果が優れていると判断

された．なお，企業と ERG の ICER はわずかに異なる可能性があったが，増分値

は非常に一貫していた．ICER の不安定さは費用又は QALY の差（増分）が非常に

小さいことに起因しているため，費用又は QALY のわずかな違いが ICER に大き

な影響を与え得ると総合的評価（アプレイザル）でも合意された． 

 

（単位：ポンド/QALY） 比較対照技術 canagliflozin 

100 mg 

canagliflozin300 

mg 

MET との併用療法 DPP4 97 18,349 

dapagliflozin 8,674 27,419 

MET 及び SU との 3 剤併用療法 DPP4 優位 13,287 

dapagliflozin N/A N/A 

MET 及び TZD との 3 剤併用療法 DPP4 1,095 21,430 

dapagliflozin N/A N/A 

他の血糖降下薬の投与に関わら

ずインスリンへの追加投与 

DPP4 ICER＝1,340 

(注：費用，効果

ともに DPP4 の

ほうが高い) 

7,975 

dapagliflozin 優位 5,992 

Abbreviations: MET – metformin, SU – sulphonylurea, TZD – thiazolidinedione， DPP4 

– Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor 

 
TA418 では，ベースケースの分析結果によると，MET＋SU に dapagliflozin を上

乗せした併用療法は，DPP4 を上乗せした場合と比較して費用節減的であり，節減

される費用は 122 ポンドであった．更に，dapagliflozin の上乗せは DPP4 の上乗せ

より，QALY が 0.03 高いことが期待された．よって，本分析の結果から，MET＋

SU に dapagliflozin を上乗せした併用療法により費用が節減され効果も高くなる，

すなわち dominant（優位）であると結論付けられた．効果が高くなった理由は，

dapagliflozin の体重減少効果に伴う QOL の改善によると解釈された．比較対照を

SGLT2 とした場合も，dapagliflozin と各種 SGLT2（2 種，それぞれ 2 用量）につい

て同様の費用，効果が算出されたが，費用対効果評価の結果は dominant（優位），
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費用対効果に優れる，dominated（劣位）とまちまちであった．これら 4 つの治療

の比較の結果，増分費用は-192 ポンドから 66 ポンドの範囲をとり，増分 QALY は

-0.001 から 0.006 の範囲であった．これらの差は極めて小さく，無視できるものと

みなされた． 

 
3.4.7 分析結果の解釈，報告 

TA315，TA418 とも，感度分析として，一元感度分析，確率感度分析及びシナリ

オ分析を企業が実施した． 

 

 TA315（canagliflozin） TA418（dapagliflozin） 

感度分析  一元感度分析（トルネードダイ

ヤグラム） 

 確率感度分析（費用対効果平面

での散布図，費用対効果受容曲

線） 

 一元感度分析 

 確率感度分析 

サブグループ解析  MET との併用療法：ベースライ

ン HbA1c>9%の患者集団 

 MET と SU との 3 剤併用療法：

ベースライン HbA1c>9%の患者

集団 

 なし 

シナリオ分析 

（異なるシナリ

オ） 

25 のシナリオ分析を実施（以下は

要約） 

 分析期間（40 年→20 年） 

 割引率（3.5%→0～6%） 

 増量（なし→HbA1c>7.5%で増

量） 

 中止率（RCT→比較薬も同様） 

 治療スイッチの HbA1c の閾値

（7.5%→8～9%） 

 HbA1cのドリフト値（0.14→比較

薬と同様） 

 背景因子（RCT→UK の T2DM） 

 リ ス ク 方 程 式 （ UKPDS68→ 

UKPDS82） 

 投与中による BMI リバウンド

（完全にリバウンド→リバウン

 ベースケースで用いたものと

は異なる研究から取得したベ

ースライン患者背景を用いた

分析 

 ベースケースで用いたものと

は異なる研究から取得したベ

ースライン HbA1c を用いた分

析 

 治療変更の閾値を変えた分析 

 ベースケースで用いたものと

は異なるネットワークメタア

ナリシスから得られた治療効

果 

 ベースケースで用いたものと

は異なる研究から得られた医

療費 
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ドなし又は 2 年間かけてリバウ

ンド） 

 治療効果（NMA→（併用）26 週

の NMA 又は RCT 直接比較） 

 体 重 増 加 （ BMI あ た り -

0.0061→BMI あたり-0.0038 又は

-0.014） 

 大 血 管 イ ベ ン ト （ Bagust 

2005→Clarke 2002） 

 初回治療後のレスキュー（薬剤

中 止 後 ： イ ン ス リ ン

→Met+SU+GLP-1） 

 レスキューインスリン（グラリ

ギン及びその強化後，速効型→

速効型及びその強化後，グラル

ギン（ランタス）） 

 腎機能の閾値(eGFR：60→45) 

 脂質管理（NICE 臨床ガイドライ

ン→シンバスタチン 80 mg） 

 BMI 増加に対する費用を考慮

した分析 

 ベースケースで用いたものと

は異なる研究から取得した体

重増の QOL 値に与える影響を

用いた分析 

 有害事象に伴う QOL 値減少を

無視した／多く見積もった／

少なく見積もった分析 

 ベースケースで用いたものと

は異なるリスクモデルを用い

た分析 

 治療中止を無視した分析 

 治療中止を治療間で同一と見

做した分析 

 心血管イベント歴がないとし

た分析 

 2nd，3rd line 治療の費用に，MET，

SU，DPP4 阻害薬，dapagliflozin

を追加した分析 

 治療効果により体重減少が一

生続くとした分析 

モデルのバリデー

ション 

ISPOR/SMDM†の研究指針 [17]の

5 つの検証方法に沿って実施 

 表面的妥当性（Face Validity） 

ECHO-T2DM モデルの重要な特性

のデザイン及びプログラミング時

に，専門家からの意見を考慮し，

モデリング専門家が参加する学会

等で，数多くの発表を行った 

 照合, 内的妥当性

（Verification） 

モデルは徹底的にテスト＆デバッ

クされた．テストには論理的エラ

ー及びプログラミングエラーの両

方を検出するために人工的に作成

本評価で使用したCardiff modelは外

部の peer-review によるバリデーシ

ョンがとられたモデルである．バリ

デーションの多くの過程はこのこ

とにより省略されている． 
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されたシミュレーションが含まれ

た．特異な結果は調査され，特定

された全ての論理的エラー及びプ

ログラミングエラーを修正した． 

 クロスバリデーション 

（Cross-validation） 

NIH（National Institute of Health）が

作成した独自の T2DM モデルで，

厳格な血糖コントロールと従来の

血糖コントロールとを比較する分

析から得られた予測値と，ECHO-

T2DM モデルの予測値との一致度

を検討し，概ね一致した．外部の

学会等でもクロスバリデーション

が行われた． 

 外部妥当性（External validation） 

様々な臨床エンドポイントに対

し，ECHO-T2DM モデルの予測値

と実測値との一致性を検討した．

一致性は回帰分析（決定係数及び

傾き=1 の検定等）により検討され

た．比較する臨床試験は，重要性，

関連性及び複製可能性（患者特性

及びアウトカムが公的に利用可能

で十分包括的であること）に基づ

き，5 つ選択された．さらに 5 つの

大規模研究との一致性が検討さ

れ，canagliflozin の臨床試験では，

一般的なモデルとの一致性が検討

された． 

 予測妥当性 
（Predictive validation） 

該当する検討は見当たらなかった 

 他の検討１（内部妥当性の検討） 

対照薬との相対効果が小さい場

合，確率変動の影響を検討するた
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め， MET との併用療法で の

canagliflozin 100 mg と DPP-4 との

比較を同じパラメータで 10 回繰

り返したが，変動の程度は非常に

小さかった（ICER の変動係数は

0.57）． 

 他の検討２（モデリング・クロス

バリデーションの検討） 

ECHO-T2DMモデルの結果を，5つ

の canagliflozin との比較（及び各

11 のシナリオ分析）に関して， 

CDM（v 8.5; IMS Health，Danbury，

CT，USA）とのクロスバリデーシ

ョンを実施した．2 つのモデルで

ICER に定量的差異はあったが，質

的に類似しており，感度分析でも

同様であった． 
† Joint International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ Society for Medical Decision Making 

 

 

 

出典：NICE TA315 製造元の提出資料より抜粋して掲載 

左図：TA315 の一元感度分析，右図：TA315 の確率感度分析 

（いずれも canagliflozin 100mg と DPP-4 阻害薬（対照薬）との比較） 
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出典：NICE TA418 製造元の提出資料より抜粋して掲載 

上図：TA418 の一元感度分析 

左図：TA418 の確率感度分析 

（MET+SU+dapagliflozin と MET+SU+DPP4-i の比較を抜粋） 

 
3.4.8 企業の結果と ERG による再分析の乖離，主な論点 

TA315（canagliflozin）における ERG の主な指摘と分析 

この事例に対して企業が行った分析に対する，ERG の主な指摘を以下に列挙

する． 

 臨床的有効性に関して，実薬比較群を用いた試験［DIA3009 および

DIA3006 （併用療法）および DIA3015 （3 剤併用療法）］のみが NICE
スコープに照らして適切である．分析に用いられた方法は概して良好で

ある． 
 canagliflozin の効果の推定値は概してバイアスがなく，エビデンスの解

釈は概ね適切で正当化されているとし，以下の例外と不確実性を指摘し

た． 
 sitagliptin 以外の DPP4 阻害剤と直接比較した証拠の欠如． 
 NMA の幾つかのループでは直接比較の証拠が少ないため，結果を慎

重に解釈する必要がある． 
 3 剤併用療法の評価では，NMA が 52 週間ではなく 26 週間で実施さ

れており，その正当性に確信が持てない． 
 metformin 以外の基礎治療薬が除外されている（つまり欧州での承

認範囲のすべてを網羅しているわけではない）． 
 長期的な有効性と安全性に関する証拠の欠如（ほとんどが 52 週間ま

で）． 
 他の治療法との有害事象の比較，sitagliptin（DPP4 阻害薬）との中

止率の比較で，製造者が示した（製造者にとって好意的な）解釈には

確信が持てない． 
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 費用対効果分析での評価方法及び条件は，概して NICE リファレンスケ

ースと一致しているが，以下に留意すべき． 
 NICE スコープでの比較薬のうち含まれていないものがあった． 
 評価された比較薬には広く処方されていないものも含まれていた． 
 NICE リファレンスケースでは，可能であれば実薬対照との直接比較

試験からのデータをリファレンスケースの解析で提示すべきと述べ

られている．しかし，一部，メタアナリシスの結果を利用した対比較

のみが提示されており，完全な増分費用対効果分析が実施されてい

ない．参照するデータに関して適切に正当化されていない． 
 QOL 値として参照したデータは，欧州の研究（CODE-2）に由来し

ており，英国の母集団を完全に代表しているかは不明である． 
 モデルは内的に一貫しており，非常に良く正当化されている． 
 臨床試験の有効性データから，バイオマーカーのアウトカムを外挿する

ために用いられた方程式は，英国での患者集団に対して適切で，確立され

たものである．バイオマーカーのドリフト値の仮定は合理的である．  

 シミュレーションでは，各コホートで 1,000 人のデータしか生成しないた

め，ICER を頑健に推定できない可能性がある（ERG は以下の探索的解析

で別の条件を検討している）． 

 NICE リファレンスケースに沿って健康上の利益が測定され，評価され，

モデルに QOL 値が適切に組み込まれている． 

 インスリンの費用には不確実性があるものの，薬剤，有害事象および健康

状態（合併症および併存疾患）に対する費用は概ね合意できる． 

 決定論的感度分析に対する結論には合意できるが，以下のように不確実

性が十分に検討されていない．製造元が適切な方法で感度分析を提示し

ていない．  

 決定論的感度分析で，二次の不確実性（バラツキ以外の不確実性：例えば，

パラメータの真値が別にある可能性，及びモデル構造での仮定の不確実

性などを含む）を含めた理由が不明． 

 つまり，決定論的感度分析にもかかわらず，他のパラメータの不確実

性に影響され，部分的に交絡している． 

 増量のシナリオ分析でも同様の現象が生じており，部分的に交絡してい

る 

 増量のシナリオ分析から，100mg から 300mg への増量は費用対効果が優

れているが，本結論がすべての比較に適用できるとは限らない．  

 確率的感度分析で，パラメータの分布に関する仮定に透明性がなく，かつ

十分に記述されていない 



52 
 

 HbA1c 治療効果のパラメータに対する標準誤差が小さすぎる 
 幾つかの比較は，費用対効果受容曲線などの評価結果が提示されて

いない 
 ERG は探索的解析を実施し，併用療法のベースケースの再分析では，

ICER にバラツキを認めた 

 1,000 人の患者の 1,000 コホートを用いて ICER を頑健に推定できた

か，及びパラメータの不確定性が取り除かれた場合，どのようにベー

スケースの結果が変化するかが不明であった．そこで，100,000 人の

患者が含まれる 1 コホートで，かつパラメータの不確実性を伴わな

い探索的解析を実施した． 

 その結果，ベースケースと比較して，費用及び QALY のアウトカム

の差分に小さな影響（典型的には数百ポンド以下，及び QALY の数

1,000 分の 1）が認められた 

 増分 QALY がかなり小さくなる場合は，ベースケースの ICER と比

較して大きく値が異なることがあった 

 併用療法での探索的な増分分析を十分に行った 
 dapagliflozin，canagliflozin 100 mg 及び DPP 4 阻害剤は，総費用

及び全体的な総 QALY が同様であることに留意した 
 canagliflozin 300mg では，dapagliflozin 及び DPP4 阻害剤に対し

（点推定値としては）費用対効果に優れていた 
 ただし，確率的感度分析では，ICER の閾値を 20,000 ポンド/QALY

～ 30,000 ポンド /QALY とした場合， canagliflozin 100mg が

dapagliflozin と比較して費用対効果が優れる確率は 52.5％，

canagliflozin 300mg で 46.7％～50.0％であった 
 各薬剤クラスから 1 つの比較薬のみを選択しているが，決定論的感度分

析では特定パラメータに関して，薬剤クラス内で完全には捕捉できない

バラツキがある 
 sulfonylurea の低血糖発現率のより大きなバラツキを検討したが，

ICER への影響は大きくなかった 
 

TA418（dapagliflozin）における ERG の主な指摘と分析 

 この事例に対して企業が行った分析に対する，ERG の主な指摘を以下に

列挙する．企業の提出した結果のスコープについて 

 企業が提出した評価のスコープが，NICE が指定したものと異なって

いたこと，即ち MET＋SU への上乗せのみについて評価を行い，MET

＋DPP4 に対する上乗せを評価していないこと，またインスリンや



53 
 

GLP-1 との比較を行っていないこと，について，ERG は合意してい

る．しかしながら，ERG は NICE 評価技術ガイダンスにて，インスリ

ンや GLP-1 が 3 剤併用療法の選択肢として提示されていると指摘し

ている． 

 ERG は，NICE のスコープにおいても MET＋ピオグリタゾンの 2 剤

併用療法で血糖コントロールが不良の患者に対する評価は含まれて

いないことを指摘している． 

 ERG による企業提出データへの批判的吟味 

 ERG は，企業が分析においてデータを主に取得した Matthaei trial (企

業は Study 5 と呼んでいた)が高い質の研究であることを認めた．一

方で，Matthaei trial 以外にも，Weber ら，Leiter らや Cefalu らによる

研究も，dapagliflozin をプラセボと比較しており，それらの研究から

MET＋SU の併用で血糖コントロールが不良であったサブグループ

を抽出すれば，分析に活用することができたことを指摘している． 

 企業の行った NMA について ERG は特に問題があるとは考えていな

い．何故なら，Matthaei trial が dapagliflozin を含む唯一の研究である

ためである． 

 英国においてピオグリタゾンの使用が極めて少ないという企業の理

解は誤りであり，臨床的に有用な局面のあるピオグリタゾンを比較

対照から外したことは企業の分析の大きな問題点である． 

 ERG は企業提出のモデル(UKPDS)が C++言語で作成されているため，

その妥当性を確認することができなかったが，既に以前の

dapagliflozin の NICE 評価において当時の ERG がその妥当性を確認

している．一方，モデルの入力インターフェースは，少し奇妙であり

また透明性に欠く．Excel にモデルを組み込んであったが，その実行

には多くの時間がかかったため，モデルのクロスチェックが困難で

あり，ERG は全ての解析についてそれを行うことはできなかった． 

 

TA315（canagliflozin）における総合的評価（アプレイザル）の主な論点と結論 

この事例に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）における主な論

点を以下に示した． 

 比較薬が妥当性であるか 

 3 剤併用療法での臨床効果の推定方法は適切であったか 

 インスリンへの追加療法の臨床効果は一般化可能性があるか 

 別の併用療法を検討すべきであったか 

 MET＋SU との 3 剤併用療法での比較薬との直接比較試験は利用可能か 
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 canagliflozin の増量レジメンのエビデンスは十分か 

 canagliflozin の長期の有害事象は十分か 

 新しいモデル（ECHO-T2DM モデル）は妥当か 

 企業と ERG の ICER の差異の影響は大きいか 

 比較薬の範囲は適切か 

 NMA で含まれたデータは十分か 

 dapagliflozin との比較を実施したか 

 臨床効果の経時的な変化（ドリフト値）を推定するに用いたデータは適切

であったか 

 不確実性の程度は許容できるか 

 

以上の論点を踏まえて下された主な結論を以下に列挙した． 

 比較薬の妥当性 

 併用療法などでは，sulfonylurea が適切でない場合に，canagliflozin が

選択されるべきことから，sulfonylurea を主な比較薬から除外すべき

である． 

 併用療法及びインスリンへの追加療法では dapagliflozin は DPP-4 阻

害剤と同様に比較薬に選ばれた．しかし，3 剤併用の臨床試験データ

がなく，企業が間接比較の限界を主張し，NICE から推奨されていな

いレジメンであったことから，3 剤併用療法に対する比較薬として

dapagliflozin は比較薬として選択されなかった． 

 3 剤併用療法での臨床効果の推定方法の適切性 

 3 剤併用療法での臨床効果のほとんどのデータは NMA に基づいてお

り，52 週時データが少なく適切なネットワークを構築できなかった．

このため 26 週時データを用いて NMA が実施されたことが議論にな

った．しかしながら，適切に NMA が実施されていること，併用療法

の 52 週時の結果と 26 週時の NMA の結果が類似していることから，

3 剤併用療法での 26 週時の NMA を用いることへの不確実性は軽減

される．以上から，NMA を用いて他の比較薬との臨床効果を評価す

ることは適切である． 

 インスリンへの追加療法の臨床効果の一般化可能性 

 インスリンへの追加療法の臨床試験は，当時進行中の CANVAS 試験

の部分試験として実施されたため，心血管系イベントのリスクが高

い患者のみが組み入れられていた．臨床専門家から，様々な経口薬を

経験した後にインスリン導入に進展するまでに診断から 8-10 年経過

している可能性があり，一般の患者集団と比較して心血管系イベン
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トのリスクが高い可能性があるとの意見があった．一方，インスリン

を投与されている患者は，その状態に至った時点で，既に心血管系イ

ベントのリスクが高いと考えられる．以上から，インスリンの部分試

験の結果には一般化可能性があると判断する． 

 別の併用療法の検討 

 metformin 以外にも sulfonylurea を単剤療法として開始する場合もあ

ることから，sulfonylurea と canagliflozin との併用療法が議論された

が，企業が当該データを提出しなかったため（つまり，当該効能効果

の取得を企業は希望しなかったと考えられる），推奨はしない． 

 MET＋SU との 3 剤併用療法での比較薬との直接比較試験の利用可能性 

 canagliflozin の高用量（300 mg）のみが使用されており利用可能では

あったが，プラセボ比較試験及び NMA のデータにより比較薬との臨

床効果を検討することを了承した． 

 canagliflozin の増量レジメンのエビデンス 

 増量レジメンを考慮することは不合理ではないものの，

canagliflozin100 mg と 300 mg は別々に試験されており，増量後の精

度の高い推定値を与えるエビデンスがない．また，増量する患者割合，

そのタイミングなども予測できない．増量例の効果と，高用量の継続

例の臨床効果が同じと仮定することには慎重になる必要がある．エ

ビデンスがない以上，両者は別々に評価すべきである． 

 canagliflozin の長期の有害事象 

 短期の有害事象は管理可能であるが，脂質プロファイル及び長期の

心血管系イベントに関しては，CANVAS 試験が当時進行中であり，

さらなるデータが必要である． 

 新しいモデル（ECHO-T2DM モデル）の妥当性 

 従来 2 型糖尿病薬のモデルでは使用されなかった新しいモデル

（ECHO-T2DM モデル）が使用されたが，NICE/QALY と手法に従っ

ており，QOL 値も大規模な欧州データセットを参照していた．さら

に ERG からモデルは十分に検証されたとの見解があった（Mount 

Hood チャレンジの一部として，十分に確立された CORE モデルに対

して検証された）． 

 企業と ERG の ICER の差異とその影響 

 企業と ERG の ICER がわずかに異なっていたが，増分値は非常に一

貫していた．ICER の不安定さは費用又は QALY の差（増分）が非常

に小さいことに起因しているため，費用又は QALY のわずかな違い

が ICER に大きな影響を与え得る．その差異は実質的には小さいとさ



56 
 

れた． 

 比較薬の範囲の適切性 

 企業の分析には，NICE スコープのすべての比較薬を含んでおらず，

各薬剤クラスを代表する 1 つの比較薬が選択されたが，適切な範囲

の比較薬を含んでいたと判断した． 

 NMA に含まれたデータの充足性 

 特定のループにデータが欠如していて，直接比較の推定値よりも

canagliflozin にわずかに有利な方向な推定値になっていることが議論

された．ERG からは，メタアナリシスの結果は十分頑健であり，直

接比較とも概して一致しており，モデルに適切に組み込まれている

との意見があった．企業の推定値は許容できる． 

 dapagliflozin との比較 

 canagliflozin よりも dapagliflozin の方が「脂質プロファイルが良い」

というエビデンスを検討したが，ICER にはほとんど影響しなかった．

企業の分析でも脂質値の変化が ICER には強く影響していなかった． 

 低血糖のモデルに不確実性があり，企業からもトルネード・プロット

が提出されていなかった．しかし，他の比較薬との検討で低血糖が費

用対効果評価への主要な影響因子ではないことが示されたため問題

とされなかった． 

 臨床効果の経時的な変化（ドリフト値）の推定に用いたデータの適切性 

 生化学的因子，その他の危険因子の年間のドリフト値が利用可能な

データに基づいて設定されているが，決定論的感度分析により

HbA1c のドリフト値が最も結果に影響することが示された． 

 HbA1c のドリフト値（上昇率）が，SGLT-2 阻害剤，DDP-4 阻害剤，

及び GLP-1 アナログで同一値が用いられていたが，DDP-4 阻害剤及

び GLP-1 アナログでは 4 年間データ，canagliflozin は 104 週データの

み利用可能であった．しかしながら，これらのデータは canagliflozin

の 72 週データ（coefficient durability data）とも整合し，臨床専門家か

らもこれらの薬剤で同程度のドリフト値を仮定することは不合理で

はないとの意見が得られた．長期的なデータが（まだ）ない状況であ

ることを考慮すると，以上のアプローチも許容できる． 

 不確実性の程度の許容可能性 

 ERG から，以下の指摘があった．決定論的感度分析が不完全で明確

に提示されていない．確率的感度分析では，分布の仮定に透明性がな

く，記述も不十分である．以上から，十分な感度分析が行われたのか

不明である． 
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 費用及び QALY の差（増分）は安定しているが，同時に非常に小さ

いため，ICER の値の不確実性（バラツキ）の程度は避けられない． 

 

以上より，metforminとの併用療法，metformin及び sulfonylureaとの3剤併用療法，metformin

及び thiazolidinedione との 3 剤併用療法，及びインスリンへの追加療法に関して，最も可能

性のある ICER が検討され，いずれも費用対効果が優れており，2 型糖尿病薬の治療の選択

肢として推奨された． 

 

TA418（dapagliflozin）における総合的評価（アプレイザル）の主な論点と結論 

この事例に対して NICE が行った総合的評価（アプレイザル）における主な論

点を以下に示した． 

 MET+DPP4 に dapagliflozin を追加したときのエビデンスが十分であるか 

 ピオグリタゾンが評価時点において英国で一般的に使用されているか否

か 

 インスリンと GLP-1 作動薬は注射剤であり，経口血糖降下薬の 3 併用療

法の比較に含めることが妥当か 

 

以上の論点を踏まえて下された主な結論を以下に列挙した． 
 企業は MET＋DPP4 に関する研究を 2 件特定しており，DPP4 と SGLT2 を

用いた 3 剤併用療法には高い費用がかかっている． 
 注射剤は対照として不適：1stラインとしては経口剤が投与される． 
 ピオグリタゾンは対照とするべき：使用量は減ったが，ほとんど使われて

いないというのは誤りである(2015 年に 100 万件以上の処方があった)． 

 3 剤併用療法における dapagliflozin の臨床的有効性は明らかである．企業

の提出資料においては，dapagliflozin は既に NICE が 3 剤併用療法におい

て評価済みである他の 2 つの SGLT2(canagliflozin と empagliflozin)と比べ

て有効性や有害事象が同等であるとしており，ERG もこれにおおむね合

意する． 

 

MET＋SU 及び MET＋DPP4 との 3 剤併用療法に関する費用対効果の観点から，

dapagliflozin と empagliflozin は同等である．canagliflozin と比較したとき，費用と QALY に

差異があるものの極めて小さく，これが ICER の値を不確定にしているが実質的には同等

である．また，ピオグリタゾンとの比較では，効果の差は小さいが，費用において意味の

ある差があり，費用対効果に優れる．したがって，dapagliflozin は MET＋SU 及び MET＋

DPP4 との 3 剤併用療法での 2 型糖尿病薬の治療の選択肢として推奨される，というのが

総合的評価（アプレイザル）の結論であった．  



58 
 

4 モデルのバリエーションに関する考察 
 
今回，抗がん剤，C 型肝炎治療薬，糖尿病治療薬の 3 領域の薬剤を取り上げたが，全て

の薬剤でモデル分析が実施されていた．モデルは分析期間が長期に亘る薬剤で複雑になる

傾向が認められた．抗がん剤では分析期間が 5 あるいは 10 年であるのに対し，C 型肝炎治

療薬では開始時年齢が 40 又は 45 歳の患者を 100 歳まで分析するため 50 年以上の分析期

間となる．糖尿病も最大 40 年の分析期間を設定していた． 
乳がんでは健康状態を「疾患進行なし（Progression Free; PF）」，「疾患進行（Progression; 

P）」，「死亡（Death; D）」の 3 つに設定しているのに対し，C 型慢性肝炎では 9 および 13 の

健康状態を設定していた．糖尿病ではさらに複雑になり，微小血管および大血管の合併症，

典型的な副作用や死亡の種類も考慮していた．そのため，糖尿病では，マルコフモデルでは

なく，モンテカルロ法により，患者１例ずつをシミュレートした確率的マイクロシミュレー

ションモデルを採用していた． 
モデルのバリエーションという点では領域内では似たモデルを採用していた．いずれの

事例で採用されていたモデルも，疾患領域内で確立されたモデル，NICE 臨床ガイドライン

に整合させたモデル，あるいは過去の NICE 総合的評価（アプレイザル）で用いられたモ

デルと同様であった．これは NICE の手法ガイドでモデル開発時の品質保証手法を詳述す

ること，モデルバリデーション（妥当性の評価）の結果を提供することが求められているた

め [25]，既存の方法を用いる薬剤が多かったと考えられる．それでも，企業側がもちいた

モデルが前提としていた仮定に対し，ERG から疑問が出され，保守的な設定に基づいた再

分析がなされている．そして，総合的評価（アプレイザル）の結論は企業側のモデル分析の

結果及び ERG 側のモデル分析の結果の双方を考慮したものになっていた． 
本邦のガイドラインでも，モデルの分析を行う際は，内的妥当性及び外的妥当性の両方

の側面から，モデルの妥当性を示さなければならないとされている．全てのエビデンスを 1
試験で得ることは通常困難であるため，ほとんどのケースでモデル分析は必要になると考

えられる．QOL 値は文化や宗教的な背景も影響する可能性があること，また疾病推移確率

は日本と欧米で異なることもあるため，本邦でも事例の蓄積が必須であり，分析モデルを論

文化・発表して公の場で議論する活動もさらに重要性を増すことだろう． 
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5 まとめ 
 

NICE 総合的評価（アプレイザル）資料に基づく事例を複数紹介することにより，疾患領

域別にモデルのバリエーションが存在することが理解いただけたと思う．また，ERG の再

分析結果と企業の分析結果に乖離が存在し，総合的評価（アプレイザル）では双方の結果を

加味した判断がなされている点も興味深い． 

2014 年の ISPOR 17th Annual European Congress において，Exploring the flaws in clinical data 

that lead to rejection of NICE submissions という演題が発表された [34]．この発表では，企業

から提出された ICER が 3 万ポンド/QALY 未満という結果にも関わらず，NICE が非推奨ま

たは償還に制限がかかった事例を取り上げている．即ち，本演題は，HTA の観点からネガ

ティブな決断が下った事例について，臨床データのどこに課題があったのをレビューした

研究である．この結果，NICE が推奨しないケースは 

 製品が臨床的に優れていない 

 臨床試験デザインが望ましくない 

 示されたデータの不確実性が高い／不十分 

という理由による，と演者は締めくくっている．費用対効果評価はわが国においてまだなじ

みがなく，方法論を学ぶことの重要性は高い．一方で臨床試験の質の担保，高品質のエビデ

ンスの提供は従来からも企業の重要な課題である．この結果が示すように，（HTA を採用し

ている国において）品質，有効性，安全性に次いで第 4 のアクセスのハードルといわれる費

用対効果評価でも，指摘される重要なポイントは承認審査の場合と同様であることがわか

る． 

NICE の Decision Support Unit では，エビデンス統合，QOL 値，生存時間解析などの手法

について詳細な報告書を提供している．本報告書では分析事例の概要に着目したため，詳細

部分は割愛しているが，2018 年度のデータサイエンス部会タスクフォース報告書にて

Decision Support Unit 報告書の紹介を行う予定である．データサイエンス部会では 2018 年度

も引き続き費用対効果評価の手法を適切に理解いただけるよう，活動を継続する所存であ

る． 
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付録 1 費用対効果評価のフレームワーク 
 

本節では費用対効果評価のフレームワーク，すなわち分析の目的，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，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概説する．  

本節では本報告書より抜粋して概説するが，費用対効果評価に慣れ親しんでいる方，又は

前報告書 [1]を既に読まれた方は，本文に進んで頂きたい．なお，日本の薬価制度において

必要な費用対効果評価分析は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 [4]（以下，「ガイドライン」と記載）に則って行う必要があり，本節でもガイドラ

インの引用文は『 』で記載した． 

 

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 [9]．（図 1）．費用対効果評価では，目的に応じてモデルを作成し，「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 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 

 

費用対効果評価のフレームワークは図 2 のようになる．以降の節では順に概説する．  

臨床試験 
データ 

文献からの

疫学データ 
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図 2  費用対効果評価のフレームワーク 
 

1 分析の目的と比較対照を決める 

費用対効果評価の目的を決定する際，分析結果を何のために，誰に対して，何と比較し

た結果を示すかを明確にすることが重要である．それに続く全てのプロセスに影響する．ま

た，製品のライフサイクル戦略と関連するため，医療技術（医薬品，医療機器，手技など）

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．  

 

費用対効果評価は，対象の医療技術と比較する対照技術（以下，比較対照技術）との効

果の差分（増分）に対応する費用の差分（増分）を検討し，比較対照技術との相対的な評

価を下す分析方法である．つまり，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，比較対照技術（医薬品，医療機器，手技など）の情報が必要となる． 

ここで比較対照技術は，『臨床現場等において幅広く使用されており，多く代替された

と想定されるものを選定する』，及び『比較対照は原則として公的医療保険で償還される

ものとする』とされる [10]． 

 

2 分析の立場と費用の範囲を決める 

費用対効果評価の枠組みを決定する 1 つの要素として「分析の立場」（ガイドライン）又

は「分析の視点（perspective）」（NICE の手法ガイド）がある．どの意思決定者の立場に立っ

て分析するかを決めるもので，費用対効果評価に特徴的なプロセスである．実際に評価を行

うのは企業だとしても，分析結果をみて意思決定する人の立場をとる）ことによって，分析

をする必要があるということである．分析の立場は，前項（目的の決定）での「分析の結果

を誰に対して示すか」を決定した時点でほぼ必然的に決まる．すなわち，関心のある費用及

び効果は，分析結果を利用する立場により異なってくる [11]．したがって，費用を決める際

には，決定した分析の立場ではどのような費用に対して関心があるかを考える．分析の立場
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には，社会的立場，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．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．

以下に，分析の目的に応じた分析の立場と費用の範囲の例を示す． 

 

表 1 費用対効果評価の目的と分析の立場の関係 [12] 

目的 立場 費用の範囲 

保険償還の決定， 

価格決定の参考 
公的医療費支払者の立場 

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 限定された社会の立場 上記に生産性損失を加えたもの 

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 

 

前節で決めた分析の目的が「（1）薬価申請時に分析結果を提出し，新薬の使用が保険行

政上医療費削減に有効であることを示す」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『公的医療保険制度の範囲で実施する「公的医療の

立場」』に該当し，ガイドラインでは原則として『公的医療の立場』あるいは『公的医療保

険制度に含まれないものでも，それに準ずる医療技術であれば，公的医療保険制度に含まれ

るものと同様の取り扱いをした分析もあわせて提示してもよい．』としている． 

 

公的医療費とは公的医療保険制度における医療費であり，この立場での費用対効果評価

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．費用は，表 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 1 での「公的医療保険制度における

医療費」に該当する．生産性損失及び他の立場の費用の考え方は前報告書 [1]を，その他の

費用は成書など [12], [13], [14]を参照されたい． 

 

表 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） [15] 

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 

3 効果指標と分析方法を決定する 

1) 効果指標の決定 
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費用対効果評価に用いる効果は，その医薬品の特徴を考慮してふさわしいと思える指標

［効果指標又はアウトカム指標（ガイドライン）］を用いる．例えば，比較対照薬より有効

性が高く，副作用の少ない医薬品では，それらが反映されるようなモデルを構築する． 

 

医療経済学では費用対効果評価の「効果」について次のように考える [12]． 

 「有効性（efficacy）」と「有用性（effectiveness）」を区別し，費用対効果評価では

「有用性（effectiveness）」を用いる 

 「代替エンドポイント」と「真のエンドポイント」を区別し，費用対効果評価には

真のエンドポイントを用いる  

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．一方，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，質調整生存年（Quality Adjusted Life Year; 

QALY）などが挙げられる．しかし，臨床試験では，真のエンドポイントまで得られている

ことは少ないため，臨床試験での結果を軸に，真のエンドポイントの効果を推定することが

必要となり，疾患の進展過程及び治療過程を組み込んだモデルを構築する（後述）． 

また，費用対効果評価に必要な情報で，臨床試験から得られないものは，他の臨床研究又

は疫学研究のデータで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 NICE などの評価機関の報告書を参考にしながら，必要に応じてモデル

を修正して（例えば，既存のモデルに対象の医薬品の特徴を反映する等），分析に用いる．

過去に前例のない領域では，医療経済学の専門家や臨床医に相談の上，モデルを構築するこ

とになる． 

 

2) 分析方法の決定 

分析方法の選択には，医薬品のプロファイルが大きく関係する．分析方法は 4 つに分類さ

れるが，その違いは「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，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．さらに，本報告書では NICE ガイダンスを紹

介するが，NICE では QALY（質調整生存年）を効果指標とした費用効用分析が主として用

いられている． 

日本のガイドラインでも，QALY を分析に用いることが推奨されている．各患者の QALY

は，長期的な疾患の進展経過の各段階で変化する QOL 値を分析期間全体で和をとることで

算出される．その QOL 値は，文献を参照して求めたり，健康関連の QOL（例えば，ED-5D）

を変換して求めることもある．QALY の算出方法，QOL 値への変換方法，及び QALY への

批判等は，報告書 [1]をご参照頂きたい． 

4 モデルを構築し，効果と費用のパラメータを推定する 

臨床試験では，短期間（1～2 年）のみ追跡することが一般的である．しかし，慢性疾患
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のように対象となる医薬品が長い期間投与される可能性もあるため，費用対効果評価では，

多くの場合，生涯（例えば，40 年）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「時間地平（time horizon）」（NICE 手法ガイド）又は「分析期間」（ガイ

ドライン）と呼ぶ．時間地平（分析期間）が長期間であったり，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．  
 

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，長い期間の評価を行うため，またサロ

ゲート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，疾患の進展過程及

び治療過程を組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，「決定樹モデ

ル（Decision-tree Model）」や「マルコフモデル（Markov Model）」などがあるが，それぞれ長

所や短所があるため適したモデルを選択する．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，観察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，観察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．また，マルコフモデルのメモリーレス問題（後述）に対

処するため，個々の患者ごとに推移を追跡できるモンテカルロシミュレーションによる方

法も良く利用されている． 

 

決定樹モデル（Decision-tree Model） 

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． 

 
図 3  決定樹モデル 

 

マルコフモデル（Markov Model） 

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

費用8000円, 効果5QALY※

60%

費用8000円, 効果0QALY
40%

費用5000円, 効果5QALY30%

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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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」へと移行する確率や，「罹患」から「死亡」へある単位時間あ

たりに移行する確率（推移確率）などをそれぞれ定義する．この単位時間のことをサイクル

（間隔）と呼び 1 年が使われることが多いが，短期間で患者の状態が大きく変わり得る場合

はより短い期間とすることもある（逆に 5 年など 1 年以上とする場合もある）．分析対象疾

患の特徴や推移確率の入手可能性などを考慮して決定する [15]．また，サイクルの始めに 1

年分の費用（及び効果）がすべて発生するわけではなく，サイクルの途中でも発生しうるた

め，費用（及び効果）の発生のタイミングを半期ずらすことを半周期補正という．総サイク

ル数が多いほど半周期補正の影響は小さくなり，費用対効果評価では医療技術間の差を議

論するため，半周期補正は必須の補正というわけではない [15] 

     
図 4  マルコフモデル 

 

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．患者の状態が変化する様子についてコホートシミュレーションを行い，費用と効果を

計算する． 

 

【推移確率の推定】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

床試験データをそのまま使用できないケースが少なくない．そのような場合，科学的妥当性を維持しつつ最善の策で推

定を行うことが求められる．例えば，論文データから 5 年生存率が 70%であった場合，（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-(0.7)(1⁄5)のよう

に求められることが分かる（式変形は割愛するが，指数分布を仮定した場合のハザード（-ln(0.7)/5）と本計算式からの

ハザードの推定値は軽微に異なるが，累積生存率は指数分布を仮定した場合に厳密に一致する）．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はあるが，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となる． 

モンテカルロシミュレーション（MC Simulation）による方法 [16] 

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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上記の単純な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 QOL 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，より複雑なマルコフモデルを設定することもできるが，かえって煩雑になる場合も

あり，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 QOL 値等

を設定することが 1 つの回避方法となる． 
このような場合，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ことも多い．罹患の初発と再発において

QOL 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，QOL 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 QOL 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 QOL 値を求める． 
 

 
図 5  モンテカルロシミュレーションによる方法での考え方 
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網掛けは，各年度の当該患者のステートになっている．例えば，患者 1 は「健康」ステートから開始した後，1 年目は

「罹患」ステート，2 年目は「健康」ステートに戻り，3 年目に「死亡」ステートとなったことを示している． 

図 6  モンテカルロシミュレーションの計算方法 
 

構築したモデルの妥当性を示すことは重要であり，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 [17]． 

 
表 3 妥当性の種類と確認方法 [17] 

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） 

分析に用いたコーディングの正確性の確認 

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 

 

2) 効果パラメータの推定 
効果パラメータは，新規収載品の場合は Real World のデータがないため臨床試験の対照

技術（対照薬）との相対的な成績を中心に推定することになる．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
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データ収集ができないものがある場合には，別途生成するか，他の研究論文のデータを活用

することになる．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

術と同じとは限らない．その場合には，ネットワーク・メタアナリシス（NMA）を用いて，

効果パラメータを推定する手法もよく使われている [18], [19]．ネットワーク・メタアナリ

シス（NMA）とは，対照技術と直接比較した試験結果に限定せず，他の医療技術を介して

間接的に比較した結果も含めて，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． 

 

 
  

費用対効果評価では，様々なデータソースを同時に用いることが可能であるが，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．透明性の高い公正な評価を行うため，参

照する研究の選択基準を明確にした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． 

 

3) 費用パラメータの推定 

前述したように，支払者の立場によって考慮すべき費用の範囲が大きく異なるため，まず

費用の支払者（すなわち，分析の立場）を明確にする必要がある．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

『評価対象技術や比較対照の費用のみでなく，有害事象や将来の関連する合併症等の費用

も含めて推計する．』と記載されており，広い範囲の費用について，取捨選択することが求

められる． 

 

費用も効果と同様に，様々なデータソースを用いて推定することが可能である．前向きに

ネットワーク・メタアナリシス（NMA）のイメージ； 

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せず，治療 C

と治療 A を比較した試験結果，及び治療 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 の間接的な比較結果を得る． 

A 

B 

C 

C 

trial 1 

trial 2 

A 

B 

C 

治療 A と治療 B を比較 
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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．  

 

5 費用と効果を比較する 

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『将来的に発生する費用と効果は割引を

行って，現在価値に換算することを原則とする．』とあり，現在価値換算を行うことになっ

ている．割引率は国によって異なり，現在の日本のガイドラインでは，複数年にわたる分析

では，『費用・効果ともに年率 2%で割引を行うこととする．』とされている．ただし，時間

地平（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場合は，『割引を行

わなくてもよい』とされている．例えば，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 万円は現在の価値に換算すると 82 万円ということになる． 

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，費用に加えて効果も割引を行う．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，費用対効果が改善してしま

うという矛盾が生じるためである [20]． 

 

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．以下に示すように，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（ICER：Incremental cost-effectiveness ratio）と呼ぶ．多くの新規医薬品では，効果が優

れ，かつ費用も大きい場合が多く，効果 1 単位をより多く得るために必要な追加費用が問題

となる．その追加費用が，意思決定者がとる分析の立場から見て，許容範囲かどうかが問わ

れる． 

 

増分費用効果比（ICER：Incremental cost-effectiveness ratio） 

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り，以下の式で算出される．

費用と効果は期待値を用いる．ICER は値が低いほど新治療の費用対効果が優れているとい

える．  

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
費用

新治療
−費用

対照治療

効果
新治療

−効果
対照治療

 

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 [21]．この閾値に
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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される．一方，現在，薬価

の再算定に費用対効果評価を加算部分に反映するという，ルール（案）が中央社会保険医療

協議会（中医協）から出されている．以下にその概略図（図 7）を示す．ICER の点推定値

により価格調整対象部分（加算部分）を最大 90%カット（ICER≧1000 万円/QALY の場合）

するものである．また，Dominant（優位：有効性が優れており，費用も節減される）の場合，

価格調整対象部分が最大 50%引き上げとなる [7]． 

 

出典：費用対効果評価の試行的導入における取組及び制度化に向けた主な課題ついて（案）

（中医協 H29.12.20） [7] 

図 7  ICER と β（係数） 
 

効果（差分）を横軸，費用（差分）を縦軸にして ICER をプロットした図を費用効果平面

と呼び，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（傾

き＜閾値），費用対効果が良いと視覚的に判断ができる（図 8）． 

 
図 8 費用効果平面を用いた分析結果の解釈 
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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．これらの場合，ICER は

示さずに，「優位であった」又は「劣位であった」と報告する． 

 

6 分析結果を解釈・報告する 

費用対効果評価では，疾患の進展過程及び治療過程をモデル化し，エビデンスレベルが

様々な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，評価に

用いた患者集団に母集団の代表性はあるのか，そもそも分析に用いたモデルが妥当である

のか等，データから検証／検討できない不確実性が存在する．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等の方法は一つではなく，また様々な制限や仮定が入るため，

不確実性の原因となる要素が無数に存在する．不確実性をもつある要素が変化した場合，分

析結果に大きな影響を与えることもあり得るのだが，不確実性を完全に排除することは事

実上不可能ともいえる． 
一方，費用対効果評価では「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」という判断を求められるため，点推定値（ICER）の精度を上げることのみに

膨大な労力を割くよりは，不確実性によってどの程度，その判断が覆る可能性があるかを定

量的に検討し，その分析結果を意思決定者に透明性をもって提供する方が建設的である．こ

のような考え方から，費用対効果評価ではシナリオ分析及び感度分析を必ず実施する． 

 

シナリオ分析ではベースとなる条件（ベースケース）とは異なる条件を設定し（例えば，

推移確率を異なるデータソースから推定した別の数値を参照する等），どの程度 ICER に影

響を与えるかを検討するものである．一方，感度分析は，ベースケースと同じ条件下ではあ

るが，個々のパラメータの（確率）変動を考慮することで（例えば，推移確率に±10%の変

動幅を考慮する等），ICER の点推定値だけではなく，その変動幅又はその（確率）分布を考

慮するものであり，ベースケースでの ICER の信頼度が検討できる．すなわち，分析に用い

た特定のパラメータの値を，不確実性に基づき変化させることで，結果の頑健性（現在の結

論がどの程度の確率で覆る可能性があるのか等）を確認する．ただし，パラメータの変動幅

は，パラメータの値の設定根拠となった研究での 95%信頼区間等，根拠のある数値を用い

ることが望ましい．信頼区間が算出不可能な場合は，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．これらは，パラメータの数値

変化に限定していることから，決定論的感度分析と呼ばれる． 

一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（Tornado 

Diagram）がある．その他にも，複数のパラメータ間に確率分布や相関関係（同時分布）を

考慮し，多数回のシミュレーションにより ICER の確率分布を検討する確率的感度分析
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（PSA: Probability Sensitivity Analysis）が用いられることがある．PSA により ICER の確率分

布を得ることが可能なので，シミュレーションから得られた各 ICER がある閾値［支払意思

額（WTP：Willingness to pay）］を下回る割合を求めることができる．さらに， 閾値を横軸，

ICER がその閾値を下回る割合を縦軸として，両者の関係をプロットした費用対効果受容曲

線（CEAC: Cost-Effectiveness Acceptability Curve）も有用な情報を与える． 

以降で一元感度分析のトルネード・ダイアグラム，確率的感度分析（PSA）での費用対効

果平面及び費用対効果受容曲線（CEAC）をそれぞれ概説する． 

 

トルネード・ダイアグラム 

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検討す

るため，影響力が大きい（ICER の変動幅が大きい）パラメータの順に図示したもの（図 9）．

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． 

 

図 9  トルネード・ダイアグラム 
 

費用効果平面 

図 10 は確率的感度分析（PSA）により，複数のパラメータ（及びその同時分布）を考慮

したシミュレーションによる ICER の確率分布を費用効果平面にプロットしたものである．

青又は赤の直線の傾きが，ICER の 95%信頼区間に対応し（青の直線より上側又は赤の直線

より下側に含まれる ICER の割合がそれぞれ 2.5%），ベースケースでの ICER がどの程度の

幅を有して推定されたかが把握できる． 

 

 

点推定値

下限 上限

パラメータ4

パラメータ１

パラメータ2

パラメータ3
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図 10  費用効果平面と ICER の 95%信頼区間 
 

費用対効果受容曲線（CEAC） 

PSA から得られた ICER の分布より，ICER の閾値（=WTP：支払意思額）を連続的に動

かし，計算される受入れ確率（すなわち，費用効果平面にて，各閾値に対応する傾きを持

つ直線より下側に含まれる ICER の割合）をプロットしたもの（図 11）．ICER の閾値が

250 万円の場合，60%の ICER が 250 万円以下であり，つまり 60%の確率で費用対効果に優

れていることになる． 

図 11  費用対効果受容曲線（CEAC） 
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最後に，分析結果の報告方法を簡単にまとめる．HTA 当局によっては結果を報告するた

めのフォーマットを用意している場合があり，提出先に応じて確認する必要がある．報告の

要点は以下のとおりである． 

 

 費用対効果評価の目的 

 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 

 分析結果を再現できることは，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は，その根拠とともに示

すこと．また，時間地平（分析期間）や割引率などの条件も，根拠を示す必要があ

る． 

 費用対効果評価の結果 

 ICER だけを示すのでなく，シナリオ分析及び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． 

 

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

価では，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． 
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付録 2 NICE の総合的評価（アプレイザル）資料の検索方法 

 

NICE のウェブサイト（https://www.nice.org.uk）では，NICE が評価した全ての費用対効果

評価に関する文書が公開されており，英国での評価の方法，結果について貴重な情報が得

られる．しかしながら，ウェブサイトから必要な情報にたどり着くためには，いくつかの

事前知識が必要となる．リンクを紹介するだけでも本章の目的は達成できるかもしれない

が，時にウェブサイトの構造が変わり，また技術評価ガイダンスの発行時期によりファイ

ルのまとめ方が異なるため，原則を理解しておくことは重要であると考え，簡単にそのポ

イントを紹介する． 

NICE の業務は費用対効果評価に限らず，臨床ガイドラインの策定など多岐にわたる．

NICE のガイダンスは，NICE Guidance のページ（https://www.nice.org.uk/guidance）にまと

められているが，その種類は Clinical guidelines, Public health guidelines など 10 種類を超え

る．この中で各医療技術又は複数の医療技術の費用対効果評価は Technology appraisal 

guidance（https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=ta）である． 

Technology appraisal guidance のページを開くと，技術評価ガイダンスの検索ができる．評

価のステータスごとに[Published]，[In consultation]，[In development]，[Proposed]とカテゴ

リ分けされており(通常は確定された[Published]を見ればよい)，化合物名や疾患名で検索し

たり，発行日順に並べ替えたりすることができる． 

 
 
閲覧したい技術評価ガイダンスを選択すると，まず以下のような情報が表示される．

[Guidance]は，NICE が最終的に決定した結論がまとめられており，使用推奨されたか否か，

何らかの条件つきの推奨となったかどうかなどが確認できる． 
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[History]を選択すると，以下のような情報が表示される．時に膨大な数のファイルが表示

され困惑することがあるが，NICE の評価プロセスについて大まかに知っておくことで，そ

れぞれのドキュメントの内容を理解することができ，より有効に情報を活用することがで

きる． 

 
まず，NICE は scoping というプロセスにより，企業に提出を依頼する費用対効果評価の内

容(評価対象，対照薬，対象疾患など)を規定する．これを規定したものが，final scope とい
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う文書である．この例では，NICE’s response to comments on the draft scope and 
provisional matrix も公開されている．これは scope の初案に対するメーカー等のコメント

と，NICE の対応が記載されている．総合的評価（アプレイザル）時の委員会がまとめた資

料（committee paper）には，企業の提出した費用対効果評価と，それに対するアカデミア

の批判的吟味，再分析が示されている．少し古い評価においては，このファイルは企業が提

出した manufacturer’s submission とアカデミアの発行した evidence review group report
に分かれて公開されていた．Final appraisal determination document は，最終的に NICE
がまとめた guidance であり，NICE の最終結論を知ることができる（前述の[Guidance]で
閲覧できる技術評価ガイダンスと同一）評価の過程でパブリックコメントも募集し，患者団

体，学会やアカデミアなどから寄せられたコメントもこのサイトに公開される．よってステ

ークホルダーの多い評価においてはこのサイトに表示されるファイルは膨大なものになる

が，評価のプロセスが上記のようなものであることを理解していれば目的の情報にスムー

ズにたどり着くことができる． 
最近行われた評価では，[History]を見るまでもなく[Evidence]に評価の経緯をまとめたフ

ァイルが committee paper としてアップされているようであるので，そちらも参照された

い． 
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付録 3 仮想事例をもとに，費用対効果評価の具体的なイメージを掴んでみよう 
 

タスクフォースでは，費用対効果評価の具体的なイメージを掴んでもらうために，マルコフモデル練習用のマクロ付きエクセ

ルファイル’ DS2017KT6_Markov_model_training.xlsm’を作成した．以下の演習問題は，このエクセルファイルを

用いることを想定している．当該エクセルファイルは演習用に作成しているので，バリデーションはとられていないことにご留

意いただきたい．なお，本演習問題は 2018年 2 月 23日に一般財団法人 レギュラトリーサイエンス財団主催で実施

された研修会「費用対効果評価の実践トレーニング：Hands on Workshop」と同一の題材を用いている． 

 

【仮想事例の題材，疾患の背景，モデルの前提条件】 
 仮想事例の題材 

 LABC/MBC患者に対する，第 3選択薬としての Treatment A（新薬）の Treatment B（既存薬）

に対する費用対効果評価 

 LABC：locally advanced breast cancer（局所進行乳がん） 

 MBC：metastatic breast cancer（転移性乳がん） 

 

 疾患の背景 

 LABC/MBCは予後が悪く，患者と家族にとって負荷が大きい重篤な疾患である 

 Treatment A及び Treatment B の治療対象は既に治療された患者であり，薬剤抵抗性のリスクも高くな

っている 

 現在の治療の選択肢は限定されており，患者にとって治療の選択肢が増えることは好ましく，アンメット・メディ

カルニーズがある 

 

 Treatment A と Treatment B の特徴 

 Treatment Aは B よりも，生存時間（中央値）を約 2 ヶ月延長する 

 Treatment Aは B との比較で，追加的な有効性が期待される 

 他方，Treatment Aは B よりも，単位期間あたりの治療費（薬剤費）が高い 

 Treatment Aは B との比較で，追加的な費用を要するだろう 

 Treatment B を対照として，追加的費用と追加的有効性をもとに Treatment A の費用対効果を検討す

る 
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 費用対効果評価のフレームワーク 

 費用対効果評価のフレームワークは以下のように設定した 

対象患者 少なくとも 2 つ以上の化学療法を実施し，その後 LABC/MBC の患者 

比較対照 Treatment B 

分析の立場 公的医療費支払者 

分析対象期間 5年 

アウトカム QALY  

 

 疾患推移モデル 

 3 つのステートを想定したマルコフモデルとする 

 サイクルの長さは 1 ヶ月とする 

 

※数値は Treatment A の推移確率を記載 

State： 

 PF（Progression Free） 

 疾患進行せずに生存した状態 

 P（Progression） 

 生存しているが，疾患進行した状態 

 D（Death） 

 死亡 

 

 マルコフモデルのモデルパラメータ 

 注意：理解を深めるために，シンプルな設定にしています 

 （1 ヶ月あたりの）推移確率：メモリーレスの推移確率を想定した 

 Treatment A の推移確率（State i から State i+1 への推移確率） ① 
 State i+1 

PF P D 
State i PF 0.85 0.10 0.05 

P 0 0.90 0.10 
D 0 0 1 

 Treatment B の推移確率（State i から State i+1 への推移確率） ② 
 State i+1 

PF P D 
State i PF 0.80 0.13 0.07 

P 0 0.90 0.10 
D 0 0 1 

 Treatment Aは Treatment B よりも PF ⇒ P の確率，PF ⇒ D の確率が低い 

 Treatment A と Treatment B の P ⇒ D の確率は同じである 
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 各ステートの QOL値と費用 
State QOL値 費用（サイクルあたり） 

Treatment A Treatment B Treatment A Treatment B 
PF 0.7 0.7 10万円 8万円 
P 0.6 0.6 12万円 12万円 
D 0 0 ０万円 0万円 

 QOL値：治療群間で QOL値は等しい 

 Note：Treatment A と Treatment B で副作用の発現頻度が異なる場合，治療群ご

とに QOL値が異なるだろう 

 費用 

 PF のときの費用は Treatment A の方が Treatment B よりも高い 

 P 後は両治療とも同じ治療が行われ，PF に比べて費用は増加するが治療群間で費用は

等しい 

 Note：治療期間が X ヶ月という限定的な場合，加療期間を考慮した費用設定が

必要となるだろう 

 

 割引率 

 中医協ガイドラインに従い，年率 2%とする 

 1 ヶ月に換算すると，0.165%となる 

10�
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(1+0.02)

12 � − 1 = (1 + 0.02)
1
12 − 1 = 0.00165 
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【演習問題】 
1. コホートシミュレーションの実施 

 治療ごとに 1000人の患者のコホートシミュレーションを行います． 

 【基本分析】シートを開いてください． 

 【基本分析】シートは，モデルパラメータ（推移確率，費用，QOL 値，割引，半周期補正），治療ごと

に各ステートの患者数の推移示したものです．サイクル 0 では全ての患者（1000 人）が PF のステートにい

ます．その後，一定の確率で P又は D に推移します． 

 

 ＜exercise 1-1＞【推移確率】のセルに入力された値が，推移確率の行列①，②と一致しているか確認

して下さい． 

 
 

 ＜exercise 1-2＞サイクル 1以降の任意のサイクルにおいて， 各ステートの患者数がどのように算出される

か確認して下さい．また，各サイクルの患者数の和（合計列）が一定となっていることを確認して下さい． 

 

推移確率（ transition probabilities）

PF→PF 0.85

PF→P 0.10
PF→D 0.05
P→P 0.90
P→D 0.10
D→D 1
PF→PF 0.80
PF→P 0.13
PF→D 0.07
P→P 0.90
P→D 0.10
D→D 1

Treatment A

(PF, progression-free)
(P, progression)
(D, death)

Treatment B
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Treatment A の場合の算出式 

PF の人数：（一つ前のサイクルの PF の人数）×0.85 

P の人数：（一つ前のサイクルの PF の人数）×0.10＋（一つ前のサイクルの P の人数）×0.90 

D の人数：（一つ前のサイクルの PF の人数）×0.05＋（一つ前のサイクルの P の人数）×0.10＋（一つ前の

サイクルの D の人数） 

 

具体的なイメージ‘（Treatment A の場合） 

サイクル 0 サイクル 1 サイクル 2 
 

サイクル１: 

PF = 1000 (サイクル 0 の PF の人数）× 0.85 = 850人 

P = 1000（サイクル 0 の PF の人数）x 0.10 + 0（サイクル 0 の P の人数）x 0.90 = 100人 

D = 1000（サイクル 0 の PF の人数）× 0.05 + 0（サイクル 0 の P の人数）x 0.10 + 0 （サイクル 0 の

D の人数） = 50人 

サイクル 2： 

PF = 850 (サイクル 1 の PF の人数）× 0.85 = 722.5人 

P = 850（サイクル 1 の PF の人数）x 0.10 + 100（サイクル 1 の P の人数）x 0.90 = 175.0人 

D = 850（サイクル 1 の PF の人数）× 0.05 + 100（サイクル 1 の P の人数）x 0.10 + 50 （サイクル 1

の D の人数） = 102.5人 

…同様の計算がサイクル数だけ繰り返される． 

 

 【Graph】シートを開いて下さい． 

 治療ごとの疾患推移を示したグラフが 2種類作成されています 

 コホート推移： 各ステーツの患者数を経時的に示した図．PF は右肩下がり，D は右肩上がりになっ

ています． 

 生存曲線： PFS（Progression Free Survival）及び OS（Overall Survival）の time to 

event を示した図． 
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コホート推移のグラフ 

 
※サイクル数が増える（時間が経つ）につれて，PF の人数が減り，D の人数が増えていくことが確認できる． 

 

生存曲線 

 

※サイクル数が増える（時間が経つ）につれて，進行せずに生存している割合，全生存割合が低くなっていくことが確認

できる． 

 

 ＜exercise 1-3＞どちらの治療がより有効かを確認して下さい． 

 

 ＜exercise 1-4＞【基本分析】シートに戻り，推移確率を変えたとき，どのように疾患推移が変わるか確

認して下さい． 

 （現実的ではないですが）仮にTreatment BのPF ⇒ Dの推移確率を0.07から0.50にすると，

【Graph】シートで生存時間曲線が変わることが確認できます． 

コホート推移（横軸：サイクル＝月、縦軸：1000人で開始したときの各サイクル開始時のstateごとの人数）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 12 24 36 48 60

Treatment A

PF P D

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 12 24 36 48 60

Treatment B

PF P D

生存曲線（横軸：サイクル＝月、縦軸：進行せず生存している割合（progression-free survival）、全生存割合（overall survival））

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 12 24 36 48 60

Treatment A

PFS OS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 12 24 36 48 60

Treatment B

PFS OS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 12 24 36 48 60

PFS

Treatment A Treatment B

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 12 24 36 48 60

OS

Treatment A Treatment B



87 
 

Treatment B の PF ⇒ D の推移確率を 0.07 Treatment B の PF ⇒ D の推移確率を 0.50 

 
 

 

2. 生存年数（Life Years; LYs）の確認 
 【基本分析】シートに戻り，【初期設定に戻る】ボタンを押して下さい（初期設定に戻ります）． 

 ＜exercise 2-1＞治療ごとの生存年数の期待値*（LYs）の算出 

* 期待値とは得られる数値を確率で重み付け平均したもの．例えば，100 円のくじで 200 円が当たる確率が

40%，はずれの確率が 60%であれば，期待値は 200*0.4+0*0.6=80 円となります．以降，期待値を取

り扱っていますが，簡略のために期待値という表現は省略します． 

 K列及び Y列の LYsは各治療の各サイクルの生存年数を示しています． 

 割引を考慮した場合，N列と AB列が割引考慮後の生存年数を示しています． 

 
 治療ごとに全期間での生存年数を算出して下さい． 

 全期間での生存年数＝各サイクルの生存年数の総和 

 ヒント：K65 セル及び Y65 セルを確認し，その算出式を確認して下さい． 

 割引を考慮した場合，N65 セル及び AB65 セルとなります． 

 割引なしの生存年数の総和 割引ありの生存年数の総和 

Treatment A   

Treatment B   

 

 治療ごとに生存時間（OS）の中央値を算出して下さい（大体で結構です）． 

 ヒント：生存時間の中央値とは，生存している患者数が 50%となる時点です． 

 割引なしの生存時間（OS）の中央値 

Treatment A  

Treatment B  
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3. QALYs（Quality Adjusted Life Years）の算出 
 ＜exercise 3-1＞治療ごとの QALYs の算出 

 L列及び Z列は，各治療の各サイクルのQALYsを示しています．（注意）ここでの単位は年です． 

 割引を考慮した場合，Ｏ列と AC列が割引考慮後の QALYs を示しています． 

 
 

 治療ごとに全期間での QALYs を算出して下さい 

 全期間での QALYs＝各サイクルの QALYs の総和 

 ヒント：L65 セル及び Z65 セルを確認し，その算出式を確認して下さい． 

 割引を考慮した場合，O65 セル及び AC65 セルとなります． 

 割引なしの QALYs の総和 割引ありの QALYs の総和 

Treatment A   

Treatment B   

 

4. 費用の算出 
 ＜exercise 4-1＞治療ごとの費用の算出 

 J列及び X列は，各治療の各サイクルの費用を示しています． 

 割引を考慮した場合，M列と AA列が割引考慮後の費用を示しています． 

 
 

 治療ごとに全期間での費用を算出して下さい 

 全期間での費用＝各サイクルの費用の総和 

 ヒント：J65 セル及び X65 セルを確認し，その算出式を確認して下さい． 

 割引を考慮した場合，M65 セル及び AA65 セルとなります． 
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 割引なしの費用の総和（千円） 割引ありの費用の総和（千円） 

Treatment A   

Treatment B   

 

5. ICER の算出 
 【Output】シートを開いて下さい． 

 【Output】シートは基本分析の費用対効果評価の結果を示しています．  

 ＜exercise 5-1＞Treatment B に対する Treatment A の増分効果，増分費用を算出して下さい． 

 ヒント：割引なしの場合，QALYs の増分効果が D6 セル，増分費用が D4 セルとなります． 

 割引ありの場合，QALYs の増分効果が G6 セル，増分費用が G4 セルとなります． 

 割引なし 割引あり 

増分効果 QALYs   

増分費用（千円）   

 

 ＜exercise 5-2＞下の図に増分効果と増分費用の点を描きいれてください．（範囲内にあるなら） 

 
 

 ＜exercise 5-3＞Dominant か否か確認して下さい．  

 ヒント：Dominant とは，ある治療がより効果が高く，より費用が小さい状態です． 
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 ＜exercise 5-4＞増分費用を増分効果で割り，ICER を算出して下さい． 

 ヒント：割引なしの場合，D7 セルが ICER となります． 

 割引ありの場合，G7 セルが ICER となります．割引前後の値を比較して下さい． 

 割引なし 割引あり 

ICER for QALYs（千円）   

 

 ＜exercise 5-5＞上図の赤の点線，青の点線が何を示すか考察してください． 

 

6. 一元感度分析による不確実性の評価 
 一元感度分析とは，モデルパラメータを一つ一つ独立に想定される範囲内で動かし，ICER がどのように変化

するか評価します． 

 今回の仮想事例では，７つのパラメータに不確実性があり，それぞれ下記の表の範囲で値が変わる可能性

があると考えました． 

 Note：範囲の設定は±20%，95%信頼区間など様々なケースが考えられますが，今回は±20%

で考えてみます． 

 

 基本分析 Lower Upper 

推移確率：PF→P（Treatment A） 0.10 0.08 0.12 

推移確率：PF→P（Treatment B） 0.13 0.104 0.156 

費用：PF state (Treatment A) 100 80 120 

費用：PF state (Treatment B) 80 64 96 

費用：P state (Treatment A, B) 120 96 144 

QOL値：PF state (Treatment A, B) 0.7 0.56 0.84 

QOL値：P state (Treatment A, B) 0.6 0.48 0.72 

  

 ＜exercise 6-1＞一元感度分析の結果に基づく，影響のあるパラメータについての考察 

 【一元感度分析】シートを開いて下さい． 

 C3D9 の範囲が一元感度分析のパラメータの変動範囲を指定する部分です．上記の Lower，

Upper の値を入力して下さい． 

K18Ｌ24 のデータをコピーペーストすることで入力が完了します． 

 Lower，Upper のデータを入力後，[一元感度分析実行]ボタンを押して下さい． 

 マクロを実行すると，E3Ｇ9 の範囲に各パラメータの ICER が算出され，トルネードダイアグラムが作成

されます． 

 Tornado diagram：縦軸にパラメータ，横軸にパラメータの取りうる範囲に応じた ICER の範

囲をプロットしたグラフ 

 パラメータの不確実性が最も大きく ICER に影響するものはどれでしょうか．順位を記入してください． 
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 順位 

推移確率：PF→P（Treatment A）  

推移確率：PF→P（Treatment B）  

費用：PF state (Treatment A)  

費用：PF state (Treatment B)  

費用：P state (Treatment A, B)  

QOL値：PF state (Treatment A, B)  

QOL値：P state (Treatment A, B)  

 

7. 確率感度分析による不確実性の評価 
 確率感度分析とは，不確実性のあるパラメータに確率分布を想定し，同時に複数のパラメータを動かし，

ICER がどのように変化するか評価します． 

 【確率感度分析】シートを開いて下さい 

 不確実性があると考えたパラメータについて，それぞれ以下の確率分布を想定しました． 

 今回の Excel ファイルは分布パラメータ（ピンクのセル）を与える形式としています．まずはそのまま実行

してください． 

 統計学になじみのない方へ：特に値は変更せず演習を続けてください．確率分布の設定につい

ては，統計学に明るい方にお聞きいただくか，教科書やWikipedia などで調べてください． 

 統計学に明るい方へ：シートには分布のパラメータ値が設定されていますが，お好きな値に変更

していただいてもかまいません（信頼区間も見つつ，基本分析のパラメータ値と確率分布の平均

値が一致するようにすると良いでしょう）． 

 

パラメータ 確率分布 平均値 95%信頼区間 分布パラメータ 

下限 上限 1 2 

推移確率：PF→P（Treatment A） ベータ分布 0.10 0.050 0.166 10 90 

推移確率：PF→P（Treatment B） ベータ分布 0.13 0.072 0.202 13 87 

費用：PF state (Treatment A) 正規分布 100 60.8 139.2 100 20 

費用：PF state (Treatment B) 正規分布 80 40.8 119.2 80 20 

QOL値：PF state (Treatment A, B) ベータ分布 0.70 0.607 0.785 70 30 

QOL値：P state (Treatment A, B) ベータ分布 0.60 0.503 0.693 60 40 

 

 ＜exercise 7-1＞500回のシミュレーションを行い，ICER の不確実性を評価して下さい． 

 注意：シミュレーション回数を 500 回とした理由は，練習用のためで，実際に分析する場合より少な

い回数になっています． 

 [確率感度分析実施]ボタンを押して下さい．計算には数分かかりますのでおまちください． 
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 設定した確率分布に従い，500組のパラメータが乱数により生成され，500個の ICERが算出

されます． 

 J 列のパラメータの数値がシミュレーションごとに変わります（速度向上のため途中から画面

更新を停止しています）． 

 費用対効果平面（Cost-effectiveness plane）を確認して下さい． 

 縦軸は増分費用，横軸は増分効果（QALYs）とした散布図で，シミュレーションにより発生さ

せた 500個の ICER をプロットしています． 

 T22 セルに参照 ICER として例えば 500万円を入力して下さい（セルには 5 を入力する） 

 参照 ICER より下にある点の割合が X24 セルに出力されます． 

※サンプルの出力 

 サンプルの出力では，確率感度分析により不確実性を評価した結果，ICER が 500 万

円を下回る割合は 48.6%という解釈になります． 

 

 費用効果受容曲線（Cost-effectiveness acceptability curve, CEAC）を確認して下さい． 

 横軸に ICER の基準額，縦軸に確率感度分析で得られた ICER が基準額を下回った割合をプ

ロットしています． 

 ICER の基準額が高くなるほど，ICER が基準額を下回る確率が大きくなることが確認できます． 

 確率感度分析の結果を考察して下さい． 

 ICER が 500 万円とした場合，費用対効果評価が良いという結果になる確率は何パーセ

ントでしょうか． 

 

  

Cost QALY
最小値 -493 -0.17
最大値 842 0.27

-493 -0.10
0 0

842.22 0.17

0.1684
ICER 12番目

0 0.00 -87276.377
-14701 0.17

ICER 487番目

-7862 -0.10 79747.7307
842.22 0.01

参照ICER（百万円/QALYs） 5.0 参照線より下にある点の数 243
 ヒント：参照するICERを任意に入力。 参照線より上にある点の数 257

参照線より下の点の割合 48.6%
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8. 演習問題の回答（一部）と補足 
 ＜exercise 1-3＞どちらの治療がより有効か 

 PFS，OS の生存曲線において，Treatment A が Treatment B よりも上に位置しており，

Treatment A が Treatment B に比べて有効であることが確認できる． 

 
 ＜exercise 1-4＞推移確率を変えたとき，どのように疾患推移が変わるか 

 Treatment B の PF ⇒ D の推移確率を 0.07 から 0.50 にしたときの，【Graph】シートの結果 

 

Treatment B の PF ⇒ D の推移確率：0.07 Treatment B の PF ⇒ D の推移確率：0.50 
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 ＜exercise 2-1＞治療ごとの生存年数の期待値（LYs）の算出 

参考：各サイクルの生存年数の確認 

各サイクルの生存年数（単位：年） 

割引なし： 

（（該当時点の PF の患者数＋該当時点の P の患者数）／総患者数）× 1/12 

Ex. Treatment A の場合 

サイクル 1：（（850+100）/1000））× 1/12 = 0.0792 

 

割引あり： 

（割引なしの各サイクルの生存年数）／（（1+割引率）サイクル数） 

Ex. Treatment A の場合 

サイクル 1： 0.0792/（1+0.00165）1=0.0790 

 

 治療ごとの全期間での生存年数 

 割引なしの生存年数の総和 割引ありの生存年数の総和 

Treatment A 1.025 1.006 

Treatment B 0.873 0.858 

 

 治療ごとの生存時間（OS）の中央値 

 割引なしの生存時間（OS）の中央値 

Treatment A 10 ヶ月 

Treatment B 8 ヶ月 

 

 ＜exercise 3-1＞治療ごとの QALYs の算出 

参考：各サイクルの QALYsの算出方法の確認 

Treatment A の場合 

割引なし： 

 （（PF の患者数×0.7＋P の患者数×0.6＋D の患者数×0）／総患者数） × 1/12 

Ex. 

サイクル 1：（（850×0.7＋100×0.6＋50×0）/1000 ）× 1/12 = 0.0546 

 

割引あり： 

（割引なしの各サイクルの QALYs） ／ （（1+割引率）サイクル数） 

Ex. 

サイクル 1： 0.0546/（1+0.00165）1=0.0545 
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 治療ごとの全期間での QALYs 

 割引なしの QALYs の総和 割引ありの QALYs の総和 

Treatment A 0.662 0.650 

Treatment B 0.557 0.548 

 
 ＜exercise 4-1＞治療ごとの費用の算出 

参考：各サイクルの費用の算出方法の確認 

Treatment A の場合 

割引なし： 

 （（PF の患者数×10万円＋P の患者数×12万円＋D の患者数×0万円）／1000人） 

Ex. 

サイクル 1：（850×100＋100×102＋50×0）/1000 = 97.0（千円） 

 

割引あり： 

  （割引なしの各サイクルの費用） ／ （（1+割引率）サイクル数） 

Ex. 

サイクル 1： 97/（1+0.00165）1=96.8 （千円） 

 

 治療ごとの全期間での費用 

 割引なしの費用の総和（千円） 割引ありの費用の総和（千円） 

Treatment A 1,363 1,337 

Treatment B 1,097 1,077 

 
※半周期補正 

半周期補正に対応するためには，【基本分析】シートのパラメータ設定で半周期補正を“Y”として下さい．Excel 上のサ

イクル 0 とサイクル 60 のデータが変わります．本演習問題では半周期補正を行わない結果を示しています． 

補足：本 excel における半周期補正方法 
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 ＜exercise 5-1＞Treatment B に対する Treatment A の増分効果，増分費用 

 割引なし 割引あり 

増分効果 QALYs 0.105 0.102 

増分費用（千円） 265 259 

 

 ＜exercise 5-2＞増分効果と増分費用 

 
 

 ＜exercise 5-3＞Dominant か否か  

 Dominant ではない 

 

 ＜exercise 5-4＞ICER の算出 

 割引なし 割引あり 

ICER for QALYs（千円） 265/0.105=2,527 259/0.102=2,535 

 

 ＜exercise 5-5＞上図の赤の点線，青の点線が何を示すか 

 赤の点線は 1000万円/QALY，青の点線は 500万円/QALY を示している． 

 

  

割引なし 

割引あり 
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 ＜exercise 6-1＞一元感度分析の結果に基づく，影響のあるパラメータについての考察 

 パラメータの不確実性が最も大きく ICER に影響するものはどれか 

 順位 

推移確率：PF→P（Treatment A） 5 

推移確率：PF→P（Treatment B） 4 

費用：PF state (Treatment A) 1 

費用：PF state (Treatment B) 2 

費用：P state (Treatment A, B) 7 

QOL値：PF state (Treatment A, B) 3 

QOL値：P state (Treatment A, B) 6 

 

 ＜exercise 7-1＞ICER の不確実性の評価 

＜補足説明：統計豆知識＞ 

確率変数：どのような値をとるか確率が決まっているという性質を持つ変数を確率変数とよぶ． 

例えば，サイコロの目は 1~6 を取ることがわかっており，それぞれの目が出る確率が決まっている．このような場

合，サイコロの目 x は確率変数となる． 

確率分布：確率変数がどのような値になるかという法則性を与えるものを確率分布とよぶ． 

サイコロの目 1 2 3 4 5 6 

確率 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

代表的な分布として，正規分布があり，平均 μ と分散 σ2 という二つのパラメータにより確率分布の形状が変

わる（下図参照）． 

 
確率感度分析は，パラメータの不確実性を確率分布で表現する必要があり，正規分布や，パラメータの取りうる範

囲が 0～1 のような場合はβ分布という確率分布を採用する等の対応が必要となる．適宜，統計担当者のアドバイ

スを受けるといいだろう． 
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 費用対効果平面（Cost-effectiveness plane）の確認 

 
 ICER が 500万円を下回る割合は 86.6%という解釈になる． 

 

 費用効果受容曲線（Cost-effectiveness acceptability curve, CEAC）の確認 

 
 ICER が 500 万円とした場合，費用対効果評価が良いという結果になる確率は 86.6%

である 
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 参考：乱数シード値 J29 を 7854 から 5963 に変更した場合 

 同様の結果が得られるが，シミュレーションのため乱数シード値を変更すると同じ結果は得ら

れない 

 

 

 

 参考：確率分布のパラメータを変えた場合 

 β分布のパラメータを全て 10 倍，正規分布の標準偏差を 1/10 にした場合→ばらつきが

小さくなる 

パラメータ 確率分布 平均値 95%信頼区間 分布パラメータ 

下限 上限 1 2 

推移確率：PF→P（Treatment A） ベータ分布 0.10 0.082 0.119 100 900 

推移確率：PF→P（Treatment B） ベータ分布 0.13 0.072 0.202 130 870 

費用：PF state (Treatment A) 正規分布 100 96.1 103.9 100 2 

費用：PF state (Treatment B) 正規分布 80 76.1 83.9 80 2 

QOL値：PF state (Treatment A, B) ベータ分布 0.70 0.671 0.728 700 300 

QOL値：P state (Treatment A, B) ベータ分布 0.60 0.569 0.630 600 400 
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