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History of HTA
• 1972 US Office of Technology Assessment (OTA)
• 1976 Development of medical technology,  

opportunities for assessment  

• Late 1980s → spread to the world

• Efficacy, safety and cost-effectiveness

• Synthesizing available information 
→ systematic review

• International collaboration
ISTAHC, HTAi,  INAHTA, EuroScan, the Cochrane
Collaboration, EC, World Bank, WHO, PAHO

• 1995 OTA was abolished               ← Regan     

• 2009 Comparative Effectiveness ← Obama 

Banta D, Jonson E. History of HTA: Introduction. Int’l J of Technology Assessment 

2009; 25: Suppl. 1:1-6;      Banta D. What is technology Assessment ?.  ditto:  7-9
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HTA  definition
is a multi-disciplinary field of policy analysis that

examines the medical, economic, social and ethical
implications of the incremental value, diffusion and
use of a medical technology in health care. 

(INAHTA, 1995)

ヘルスケアにおける医療技術の、増加価値・普及・使用の医学
的・経済的・社会的・倫理的意味を研究する政策分析

の多学問領域

is intended to provide a bridge between the world 

of research and the world of decision-making. 

(Battista RN. The scientific basis of health services. BMJ Publishing Group, 19962)

研究の世界と意思決定の世界の間の橋を提供することを意図する
3
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Trend of presentations by Japanese researchers at the ISTAHC and HTAi meeting 
(International Society of Technology Assessment in Health Care / Health Technology Assessment international)

Hisashige A. History of healthcare technology assessment in Japan.

Int’l J of Technology Assessment 2009; 25: Suppl. 1: 210-8
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Themes Presented by Japanese Researchers at          

the ISTHAC and HTAi Meetings

Hisashige A. History of healthcare technology assessment in Japan.

Int’l J of Technology Assessment 2009; 25: Suppl. 1: 210-8 7
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「医療技術評価のあり方に関する
検討会」報告書（1997.6.27）

• 1996.12- 会議6回

• member 14人

（大学7, 病院2, 日本医師会, 日本歯科医師
会, 日本看護協会, 国立医療・病院管理研
究所, (財)ヒューマン・サイエンス振興財
団）
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「医療技術評価のあり方に関する検討
会」報告書（1997.6.27）(continued)

1. 医療技術評価とは

2. 医療技術評価の位置付けとその関連領域

3. 医療技術評価の現状

4. 我が国における医療技術評価の利用について

5. 医療技術評価の推進に向けて取り組むべきこと

6. おわりに

経済的側面を述べている
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「医療技術評価推進検討会」
報告書（1999.3.23 ）

• 1998.6- 会議６回

• member 14人

（大学7, 病院2, 日本医師会,国立医療･病院
管理研究所, 医療情報システム開発セン
ター）



11

「医療技術評価推進検討会」
報告書（1999.3.23 ）(continued)

1. はじめに

2. 医療技術評価とEBMについて

3. EBMについて

4. 医療技術評価とEBMの総合的推進について

5. EBM推進のための環境整備について

6. 国民の臨床研究への理解と協力について

7. おわりに

経済的側面は触れていない。EBM→診療ガイドライン
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2000.10.28 (土)
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「保健医療技術情報普及支援検討会」

•member 8人

（大学3, 病院2, 日本医学会1，日本医師会1, 
医療情報システム開発センター１）

•1st 20 Apr. 2001
•2nd   14 May 2001
•3rd   25 June 2001
•4th  30 July 2001
•5th   2 Nov. 2001 既存の公益法人： 医療機能評価機構
•6th （非公開）
•7th （非公開）
•8th    29 Jan. 2003  今後の方針 最終



April 2002 Taskforce set up for establishment of MINDS

May 2004 Minds service was started posting four CPGs on the 

web
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厚労省と日本医師会との
トラブルの要因

1. EBM そのものに対する誤解

2. 診療ガイドライン作成プロセス
に対する誤解

3. 医師の「自由」を制限する恐れ

（医療訴訟）

4. 医療費削減に使われる恐れ
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Mindsの３つの部会
1. 診療ガイドライン選定委員会

部会長：福井次矢 （聖路加国際病院）
2002.4-

2. EBM普及啓発部会（2011.7-）

（旧・医学文献評価選定委員会）

部会長：森實敏夫 （国際医療福祉大学）
2002.4 -

3. 医療技術評価部会

部会長：津谷喜一郎 （東京大学大学院）
2005.4 -



トラウマは10年続いた

• 2000年 のトラウマ

「Mindsの開始は約3年遅れた」

「経済に触れるのはタブー」？

「費用対効果分析もタブー」？

• 2011年

そろそろ費用対効果分析を行う時期？

「どこで、だれが？」

「どのように つかわれる？」
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医療技術評価はどういう形で医療に
影響を与えるか

• Systematic review

医療従事者
一般市民・患者
診療ガイドライン作成者

• 費用対効果分析

医療技術の保険適応の是非
その診療報酬・薬価 (pricing）
診療ガイドライン

20



ご清聴ありがとうございました。
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欧州における医療技術評価の動向
－厚労科研プロジェクトの背景を含めて－

Mindsセミナー「医療技術評価と診療ガイドライン」
2011.7.23 

東京大学大学院医学系研究科
臨床疫学・経済学

福 田 敬
fukuda-tky@umin.ac.jp



Clinical EvidenceとEconomic Evidence

新規医療技術や医薬品について、Clinical Evidence

の評価とそれに基づく医療選択が重要である。既存
の技術より尐しでも有効性、安全性に優れるのであ
れば、それを行うべきである。

ただし、医療財源の効率的な使用が求められる中、
どこまでの医療を公的医療保険制度で賄うかは検
討が必要となる。その際に、高額だから公的医療保
険では使用しないのではなく、Economic Evidenceの

評価に基づいて、費用対効果に優れる技術を給付
すべきである。



医療経済評価の手法

既存薬(A)と新薬(B)はどちらが効率的か？

条件：薬はどちらも１年間投与

年間費用は A薬：100万円／人

B薬：150万円／人

効果は5年後生存数

100人中 A薬：60人生存

B薬：80人生存



医療経済評価の手法

既存薬(A)と新薬(B)はどちらが効率的か？

費用 効果

A薬 1億円 60人

B薬 1.5億円 80人

費用効果比

= 167万円／Life Saved

= 188万円／Life Saved

／

／

・B薬はA薬よりも効率が低いので従来通りA薬を使う？

・B薬の効果が95人（CE比=158万円/LS）だとしたらB薬を使
う？

→医療としてはより効果の高い薬を求めるのは当然
重要なのは追加の5千万円を払う価値があるかどうか



増分費用効果比

A:対照薬、B:新薬

Cost Effectiveness Ratio (CER)：費用効果比

費用(B)
=

効果(B)

Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER)：増分費用効果比

費用(B)－費用(A)
＝

効果 (B)－効果(A)



医療経済評価の方法

既存薬(A)と新薬(B)はどちらが効率的か？

費用 効果

A薬 1億円 60人

B薬 1.5億円 80人

費用効果比

= 167万円／Life Saved

= 188万円／Life Saved

／

／

1.5億円－1億円
増分費用効果比＝ ＝ 250万円／Life Saved

80人－60人



費用効用分析
（Cost Utility Analysis: CUA）

効果として、生存年数とQOL(Quality of Life)の両
方を考慮したQALY（Quality Adjusted Life Years：
質調整生存年）などの効用値を用いる。

↓

様々な薬や医療行為、予防活動などについて評
価結果を比較することが可能。QOL評価方法が課
題。



QALYの算出



QALYs  QH  LH
H



H  ：健康状態

QH：健康状態HでのQuality Weight（Full health=1, Dead=0）

LH：健康状態Hでの生存年数

1QALY：完全な健康状態で生存する1年



薬剤経済評価の活用に関する議論の動向

○中医協
2010年11月10日 中医協総会
2011年 4月20日 中医協総会

○厚生労働省
2011年 5月12日 社会保障制度改革の方向性と具体策

○国会
2011年 5月19日 参議院厚生労働委員会

○平成22年度厚生労働科学研究
医療経済評価研究の政策への応用に関する予備的研究
福田敬, 五十嵐中, 池田俊也, 坂巻弘之, 下妻晃二郎, 白岩健, 能登真一

中医協議事録等.ppt
中医協議事録等.ppt
中医協議事録等.ppt
中医協議事録等.ppt
中医協議事録等.ppt


英国 NICE
National Institute for Health and Clinical Excellence

○英国NHS(National Health Service)における臨床医療のレ
ベル向上と資源の有効活用を促進するために1999年に
Special Health Authorityとして設立された組織

○医療技術評価（Technology appraisals）

医薬品、医療技術、手術法、ヘルスプロモーションの方
法などについて経済評価を行い、NHSに対して給付範囲
に加えるべきかどうかの勧告(recommendation)を行う。
2002年からは勧告に基づいて各health authorityが給付範
囲に加えることを義務づけ。

○臨床ガイドライン（Clinical guidelines）

いくつかの疾患や症状について適切と考えられる治療方
法を示す。



Health Technology Appraisal (HTA)

• NICEは保健大臣の審査によって決められた一部の医
薬品について医療技術評価(HTA)を行いガイダンスを
出す。

• ガイダンスでは対象となった医薬品について
(1)使用を推奨(recommendation)する
(2)使用を推奨しない
(3)一部の患者集団に限定して使用を推奨する
という3パターンのいずれかが勧告される。

• これらの意志決定を行う上で臨床的有効性・安全性だ
けでなく経済性(費用対効果)が重視される。



HTAの結果

• 2000年3月に最初のTAが出されて以降2008年までの9年間
で164のTAが出されている。

使用を推奨 56 (34%)

制限付きで使用を推奨 62 (38%)

一部の医薬品は非推奨 15 (9%)

原則非推奨 27 (16%)

特殊な条件付きで推奨 4 (2%)

• NICEでrecommendされたものは3ヶ月以内にガイドラインを施
行し、提供しなければならない(2002年1月から)。

• Negativeな結果が出た場合拘束力はないが、実際には厳し
い予算制のため事実上使用することは困難である。



NICE blight (NICEの害)

• 病院などの医療機関がNICEのguidanceが出
るまで新薬の採用を様子見する現象。

• 通常、NICEのガイダンス作成のプロセスは承
認後1から2年かかる。



Single Technology Appraisal (STA)

• 承認から間をおくことなくガイドラインを発効すること
を目的としてSTAが行われるようになった。

• STAでは単一医薬品・単一適応症に対するguidance
をMTAより迅速なprocessで出す。

• はじめてSTAが適応された乳癌術後補助療法におけ
るトラスツズマブでは2006年7月に承認がおりた後
同年の8月にはSTAが出され、使用が推奨された。



ガイダンスの例



2009年のPPRS改革

• 保険(公費)償還の判断に医療経済評価を用いると、医薬品アクセスの問
題を顕在化してしまう。

• 医療経済評価を用いて医薬品の｢価値｣を｢価格｣に反映させる。
→費用対効果の悪い医薬品は価格を下げる一方で、費用対効果に十分
見合う医薬品は価格を上げる。

• 2009年から以下のような仕組みが導入された

弾力価格制 (flexible pricing): 市販後のエビデンスや適応拡大により
最大30％までの薬価上昇を認める。

患者アクセス保障 (patient access scheme):費用対効果上の問題に

よって、ガイダンスで使用が推奨されないおそれがある際に、患者の
アクセスを確保するための措置



支払い調整方式の例
年 No 薬剤名 適応 内容

2007 TA129 ボルテゾミブ 多発性骨髄腫
CRないしPRに至らない場合はその費用をNHSに
払い戻す

2008 TA155 ラニビズマブ 加齢性黄斑変性症 14回以上の投与はメーカー負担

2008 TA163 エルロチニブ 非小細胞性肺癌 ドセタキセルと同等の価格なら使用を推奨

2009 TA171 レナリドマイド 多発性骨髄腫 26サイクル以上の費用はメーカー負担

2009 TA176 セツキシマブ 転移性大腸癌 価格を16％払い戻す

2009 TA180 ウステキヌマブ 尋常性乾癬
90mgバイアルを45mgバイアルと同等の価格で
提供

2010 TA185 トラベクテジン 軟部肉腫 5サイクル以上はメーカー負担

2010 TA186 セルトリズマブ 関節リウマチ 開始12サイクルはメーカーが無料で提供する

2010 TA192 ゲフィチニブ 非小細胞性肺癌 合意された固定価格で提供する

2011 TA215 パゾパニブ 転移性腎細胞癌
12.5％の割引。将来の臨床試験結果に基づいて
払い戻す。

2011 TA218 アザシチジン
骨髄異形成症候群/ 慢性･
急性骨髄性白血病

合意された割引価格で提供する

2011 TA220 ゴリムマブ 乾癬性関節炎 100mgを50mgと同等の価格で提供

2011 TA221 ロミプロスチム 免疫性血小板減少性紫斑病合意された割引価格で提供する



イギリス

• We will create a Cancer Drugs Fund to enable patients to 
access the cancer drugs their doctors think will help them, 
paid for using money saved by the NHS through our pledge to 
stop the rise in Employer National Insurance contributions 
from April 2011.

• We will reform NICE and move to a system of value-based 
pricing, so that all patients can access the drugs and 
treatments their doctors think they need.



Cancer drug fund

2010年度は₤5000万(65億円)、
2011年度は₤2億(260億円)、
将来的には₤6億(780億円)規模に



Value based pricing



VBP in UK

• NICEのrecommendationによって医薬品のアクセスがたたれ
るのは問題。

• PPRSを2014年で終了し、すべての医薬品の薬価をthreshold
以下になるように設定する。

[4.28 Based on the output of the full assessment of value of a product, expressed as a weighted 
cost per QALY (or alternative measure) the threshold or maximum price would be determined.]

• 一方でthresholdを下回るなら、自由に薬価を設定してよい。



QALYの取り扱い

• 現在のQALYは必ずしも医薬品の価値を十分に評価できてい
ないので、"broader range of relevant factors"を考慮して、
thresholdを調整する。(4.9節)

• 具体的には、標準的なthresholdを定めた上で、(a) "burden 
of illness"の大きいもの、(b) "therapeutic innovation"の大き
いもの、(c) "social benefit"の大きいものはthresholdを引き上
げる。(4.10節)

• "burden of illness"の重み等については、政府が決めて公開
する。(5.1節、5.2節)



スウェーデンの医療制度

• 税方式、ランスティング単位での供給

• 医薬品に関して、中央政府はランスティングへの補助金の是
非を決定する。

• 院内薬
原則として、薬価はつかない。病院と卸/製薬会社のとの交渉

• 処方薬

原則として企業の届け出価格が認められる。ただし以下の条件を満
たすものを償還する。

(a) ”the human value principle”

(b) ”the need and solidarity principle”

(c) “the cost-effectiveness principle” 



医療経済評価の活用

• 2002年の新薬剤給付法により、外来薬の償還時に医療経済
評価の提出が義務化

• あわせてLFN (Pharmaceutical Benefits)が設立。

• 2008年にTLV (Dental and Pharmaceutical Benefits Board)に改
組。

• TLVでなされた評価は最終的にPharmaceutical Benefit Board
によって償還(補助金)の有無が決定される。



償還薬の再評価

• 現在償還されている医薬品に関しても、領域
ごとに再評価を行い、償還を見直す。



評価結果

降圧剤
ARBはACEが使用できない患者のみ。い
くつかの医薬品は償還から外れた。

高脂血症治療薬
後発品のシンバスタチンが第一選択薬。
フルバスタチンと先発品のプラバスタチ
ン、シンバスタチンは償還されない。

糖尿病治療薬 DPP4やグリタゾンは第2選択以降。

抗潰瘍薬
H2ブロッカーは償還しない。PPIのみ。
後発品のオメプラゾール等を使用する。

抗うつ剤
先発のパロキセチンなどは償還されず。
後発品のみ。



オランダの医療制度

• 社会保険方式。ただし保険者は民間保険。

• 標準的な給付パッケージに含まれないもの(18歳以
上の歯科治療、軽度の抗うつ剤治療など)は、追加
的な民間保険を購入する必要あり。

• CVZは保険者間のリスク調整や給付パッケージの管
理などを行う。



オランダの薬価制度



医療経済評価

• 2005年からList 1bの医薬品は医療経済データの提
出が義務化。

• DRGからはずれる高額な入院医薬品については、4
年後にtherapeutic valueやbudget impact, cost-
effectivenessなどを再評価しなければならない。

• ただし現状では実際の意志決定には用いていない。
データを収集して検討中。



pharmacotherapeutic compass

• ただし、 “pharmacotherapeutic compass”とよばれるCVZが作
成する簡易なガイドライン(添付文書に近い)に費用の記述が
登場することもある。

(例1) ベンゾジアゼピン:使用経験と価格を考慮すると、ジアゼ
パム、ロラゼパム、オキサゼパムのいずれかを第一選択として
用いるのがよい

(例2) スタチン:データの不足を考慮すると、シンバスタチンない
しはプラバスタチン以外は、使用を推奨しない。また価格を考慮
するとシンバスタチンから治療を開始することが好ましい

(例3) PPI: 「PPIのうちどの薬剤を選択するかは価格が重要な役
割を果たす」



ドイツ

○新薬についてIQWiGで経済評価を行い、保険償還の上
限価格を決めるしくみを検討していたが・・・。

○2011年1月にAMNOG（医薬品市場再編法）が施行され

た。新法の中心的な意義は、新規医薬品について保険
償還価格を１年以内に決めるしくみ。



Efficiency Frontier

32IQWiG. Methods for Assessment of the Relation of Benefits to Costs in the German Statutory Health Care System. Version 1.1,  
2008.10.9より



Efficiency Frontier
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新薬の価格設定の流れ



AMNOGのもとでのIQWiGの役割

○AMNOGのもとでは、新規医薬品の上市後３カ月以内にIQWiGが評価をす

る。ただし、この評価は経済性ではなく、有用性。特に類似薬や代替の治
療法と比べて相対的な有用性を評価する。

○類似薬に比べて追加的な有用性がある場合はメーカーと疾病金庫中央
委員会の間で価格交渉。追加的な有用性がない場合で参照価格グルー
プがあればそこに含める。

○価格交渉がうまくいかない場合に、IQWiGが経済評価を行うこともあり得
るが、・・・。



日本での政策利用の可能性

1. 保険償還や償還範囲の設定

2. 新薬の薬価算定

3. 既存薬の薬価改定

4. ガイダンスでの活用



1. 保険償還や償還範囲の設定

• 保険償還時に医療経済評価を行い、費用対効果の
悪いものは(代替薬の有無や重症度等を考慮して)

– 保険償還しない。

– 一部の患者集団にのみ償還する。

– 使用方法を制限して償還する。

• HTAの活用方法としては世界的に最も一般的と思わ
れる。

– (例)NICE@UK, PBAC@Australia, TLV@Swedenなど



メリットと課題

• メリット

– 原則として費用対効果のよい医薬品が償還される。

– 費用対効果の悪い医薬品は薬価の引き下げインセンティ
ブが働く。

• 課題

– （使用法によっては）医薬品アクセス制限が課題となる。



2.新薬の薬価算定

• 新薬の薬価算定時に、どのように活用できるか?

(a) 画期性加算・有用性加算の要件に加える
制度への影響が最も小さい。導入が容易。

(b)加算率を評価する

現行の制度の大枠を維持しながら、加算率を定量的に評価できる。

(c)薬価を評価する
全ての医薬品について費用対効果のよい水準で薬価を設定できる。



課題

– 経済評価の方法（経済評価ガイドライン）や費用対効果に
優れるという判断基準、比較対照の設定などの取り決め
などが明示的に必要。生活習慣病等、死亡までの期間が
長いものでは統一したモデルの構築もされるべき。

– レビュー等に要する時間。評価により償還が遅れる可能
性もある。

– 十分な臨床データが存在しないことによる不十分な、また
は質の低い分析

→そのような分析の可能性を前提とした制度設計が必要。



3.既存薬の薬価改定

• 薬価の引き下げの免除／軽減

– 費用対効果のよいものは薬価改定時の引き下げを免除／軽減

• 市販後のエビデンスに応じた再算定・薬価引き上げ

– 企業側が市販後のエビデンスを用いて再算定を要求できる。医
療経済評価でその可否を判断する。

• 薬効群ごとの再評価による薬価引き下げ、償還中止など

– 薬効群ごとに経済性も含めた再評価を行い、薬価の引き下げや
償還の中止などを検討する。



メリットと課題

• メリット

–市販後のエビデンスの活用により、真の有用性
評価に経済評価を加味することができる。

–市販後の臨床試験を行うインセンティブになる。

• 課題

–薬効群ごとの評価のためには、それを実施する
医療技術評価の専門的な組織が必要となる。



4. ガイダンスでの活用

• 臨床家(or患者)向けのガイダンスを作成する。

• 諸外国では、HTAの活用方法として一般的(NECA@Korea, 
SBU@Sweden, NICE@UK…)

• 有効性、安全性に加えて経済性も考慮する。(systematic 
review + economic evaluation)

• ガイダンスなので強制力は持たないが、診療報酬上のイ
ンセンティブをつける(フランス方式)などの方策が考えられ
る。

• 医薬品だけでなく、ワクチンや検診等も同様のアプロー
チが可能である。これらのガイダンスに基づき国が意思
決定する。



メリットと課題

• メリット

–保険給付範囲や価格を変更せずに臨床家の判
断に委ねる。

• 課題

–ガイダンスをどこで（誰が）作成するか。

–ガイダンスを遵守するインセンティブがないと、
ガイダンスの実効性が保てない可能性がある。



アジア・オセアニアの
医療技術評価の動向と
日本のワクチン経済評価

第9回Mindsセミナー, 東京, 2011.7.23

五十嵐中 東京大学大学院薬学系研究科・
医薬政策学



2

医療経済評価の「原則」

例

→このときの、「新薬の費用対効果」は？

コスト （100人） 救命人数 （100人）

新薬 1,000万円 90人

既存薬 200万円 85人



3

CERとICER



4

どうして、増分？



5

どうして、増分？



費用の分類 (1/2)

直接費用 (direct cost)

直接医療費（direct medical cost）
疾病の診断・治療のために
医療機関でかかる費用

直接非医療費（direct non-medical cost）
疾病に関して本人や家族が支払う
医療以外の費用
介護保険・代替医療 ・通院の交通費



費用の分類 (2/2)

間接費用 (indirect cost)

労働損失:
「機会費用 (●●がなければ××できたの
に)」
患者本人もしくは介助者が、
働けなくなることによる損失



誰のお財布に注目する？

分析の「立場」の考え方

薬剤費10,000円(3割負担)

保険者の立場: 7,000円

患者の立場: 3,000円

「医療費支払者の立場」: 10,000円

病院への交通費5,000円

保険者の立場: 0円

患者の立場: 5,000円

間接費用（労働損失）は誰の財布??

→全てのコストを”100%“参入: 社会の立場



各国のHTA組織と医療制度

オーストラリア調査結果

2011.3.26

五十嵐中 東京大学大学院薬学系研究科・
医薬政策学





公的医療制度の概要

国民皆「保険」
税金ベースの運営

薬剤以外の診療
公立病院：無料（州政府が負担）

私立病院：出来高ベースのMedical Benefit 
Scheme (MBS)

薬剤：Pharmaceutical Benefit Scheme 
(PBS)
 1処方あたりAUD34.2, 高齢者などはAUD5.6

高額療養費制度類似の負担軽減制度あり



新薬の承認とPBS償還
承認:
保健省の TGA (Therapeutic Goods 
Administration)

 PBS償還：Pharmaceutical Benefit Advisory 
Committeeに申請、PBACがrecommendation, 
保健大臣が最終決定

2011年より、TGAとPBACヘの同時申請可能に

保険償還決定後、Pharmaceutical Benefits 
Pricing Authorityで価格調整



PBAC

 DoHA (Department of Health & 
Aging)の下部組織

年間予算: AUD14mil. (13億円)

およそ50人。HTAに最も関連深いのは
Pharmaceutical Evaluation Section 
(PES). 多くは薬剤師

年に3回委員会開催



医療経済評価の「関わり方」
 1993年から経済評価データ添付必須
現在756医薬品がPBS収載。
半数以上に経済評価データ

 製薬会社から提出された経済評価に、
外部の専門家が”detailed comment”
付与→Economic Sub-Committee 経て
PBACヘ。

 PBAC自身が経済評価を実施することは
ない

 評価期間:
 全体で17週。経済評価関連で9週程度



PBACの「気にすること」
-定量できるもの

費用対効果

健康上のメリット

カバーしない場合の入手可能性

 PBS及び政府の予算規模



PBACの「気にすること」
-定量できないもの

 不確実性

 公平性

 他の介入の有無

 疾患の特性

 対象患者

 耐性の有無

→以上すべてを考慮するので、明確な
「閾値」なし。



PBACの意思決定

 PBACは”recommendation”,
最終決定は保健大臣

 PBACネガティブ評価→必ず非収載

 PBACのポジティブな評価が覆された例:
バイアグラ・ニコチンパッチ

価格についてもPBACが影響力保持

 PBPAは「値下げ」は可能、「値上げ」は
不可



学者や消費者の関わり方

学者

 ESCに出す”detailed comment”は、外
部委託された大学で作成
→意思決定プロセスに関与

消費者など

直接の関与はないが、委員会開催の
6週間前に対象品目公開→パブリックコ
メント可能



Sunitinib
 腎がん (RCC)

 2007年3月- 不可
 ICER: AUD75,000-105,000 per LYG
“unacceptably high”

 2008年3月- 不可
 臨床試験のデータ追加して再解析
ICER: AUD75,000 – 105,000 per QALY

 2008年7月-価格引き下げ、条件付きで可
 ECOG performance status 0 or 1, 進行したら不可

 Authority required

 ICER:  AUD45,000 – 75,000 per QALY

 GISTも限定的に可



Insurin

 Insurin detemir

 2005年7月: 保留 (defer)

 2006年3月: 1型DMに限り可

“restricted benefit”

 Lantus

 2005年7月: 不可



韓国の事例

調査期間: 2011.2.10〜2.14



保険医療制度の概要
 国民皆保険, 単一の保険者

(NHIC, National Health Insurance 
Corporation)
ただし、被用者の場合は雇用主が
保険料を半額負担

 自己負担外来30%, 入院20%
一部 (10疾患程度)は入院医療費包括化

医薬分業は強制

 65歳以上は自己負担10%, 
がんなど一部疾患も10%





新薬の保険償還のしくみ



医療経済評価の「関わり方」
 新規化合物含む新薬について、
保険償還の可否をHIRAが考慮する際に
経済評価データの添付必須

 HIRAは、製薬会社の提出したデータを
評価。
自組織での再評価は実施せず

 償還の可否は経済評価だけでなく、他
の側面も含めて総合的に開示。

 なお法的には、決定ではなく
保健福祉部への「推薦」



経済評価の概要

 HIRA作成のガイドラインあり
（ただし、薬の保険償還限定）

分析の立場： 社会が理想

ただし、間接費用を含めた分析はまれ

分析手法：推奨なし

“appropriate”な健康アウトカム

割引：基本3%



提出された経済評価の概要

保険償還申請された新薬のうち、34%
に経済評価データ添付

割合

分析の立場 社会の立場 85%

支払者の立場 15%

経済評価の手法 費用最小化分析（効果差なし） 50%

費用効果分析（QALY以外で評価） 29%

費用効用分析（QALYで評価） 21%

アウトカム QALY（質調整生存年） 21%

LY （生存年数） 9%

代理アウトカム 71%



HIRAの意思決定

 90医薬品のうち、
28医薬品 (31%)は「保険償還せず」
残り62医薬品でも、投与期間や投与対象
など、「条件付き償還」もあり

償還結果は公開されるが、
具体的な費用対効果の数値
(ICERなど)の記述はなし

暗黙の閾値: 
2000万ウォン (150万円)/QALY



いくつかの問題点

既存薬の再評価
 2006年からの5年間で全てのくすりを再
評価予定…中断（実質的には中止？）

優越性を示せていない新薬多い
費用最小化分析が半数を占める一因？

「費用対効果に優れる」をどう判断?
 HIRAとしては閾値の設定はなし



他の研究機関 –NECA (1/2)

 National Evidence-based 
Healthcare Collaborating Agency, 
2008.12設立

薬剤について保険償還・価格決定プ
ロセスへの関与はない。
そもそも特定の薬剤の評価は実施せ
ず、政府及び学会からの委託で研究
を実施

薬剤以外でも、研究結果の政策援用
へのルートがないことも…



他の研究機関 –NECA (2/2)

現在進行中の「経済評価」

1) ステント

2) 抗うつ薬のアドヘアランス

3) インプラント

4) 舌下免疫療法

5) 肥満治療

6) 骨粗鬆症のビスフォスフォネート製剤
（保険給付対象患者を拡大した場合の
バジェットインパクト推計）



導入の際の「障壁」は？

大きな反発は「なし」

（ただし、導入した側の視点）

米韓FTAなどが、むしろ追い風に？

国内製薬産業がない

→反発はある程度弱い？



タイの事例

調査期間: 2011.2.24〜3.2





保険医療制度の概要 (1/2)

国民皆保険, 3つの保険システム

1. Universal Coverage Scheme (UCS,74%)

下の2保険以外の人が加入・税金財源

2. Social Security Scheme (SSS, 13%)

民間の被用者。本人のみカバー・保険料財源

3. Civil Servant’s Medical Benefit 
Scheme
(CSMBS, 12%)

公務員対象。家族もカバー・税金財源



保険医療制度の概要 (2/2)

基本は自己負担なし

処方せん調剤は保険でカバーされず

基本的には「医薬分業」なし

 入院時の医療費：DRGベースの包括払い

 医療へのアクセス

 UCSは、地域ごとに決められたPCU (primary 
care unit)を最初に受診



医療経済評価の「関わり方」

新薬や高価な医薬品について、
必須医薬品リスト (National List 
of Essencial Medicines: NLEM) へ
の収載の可否を評価する際に、NLEM
委員会がHITAPに費用対効果の評価を
必要に応じて依頼。

 HITAP自身が経済評価を実施し、結果
を評価委員会に提示。

評価結果を「もとに」、収載の適否
を決定。



NLEMの機能

 UCS/SSS/CSMBSともに、NLEM収載の医薬品
(637品目, 892剤形）は
償還対象とするのが原則

 UCS/SSSは「1人あたりいくら」で
予算配分決定→高価なものはNLEMに載ってい
ても使わない場合あり

 CSMBSは出来高払い、なおかつ医療上の必要
あるときはNLEM以外の医薬品も給付可能

 NLEMで”reference price”構築中
→公立病院で仕入れ価格交渉に使用？



HITAPの組織 (予算面）
 保健省 (Ministry of Public Health)
と関わりは強いが、半独立組織

 予算：年間2000万バーツ (5,400万円)

 出資者：
 MoPH

 Thai Health Promotion Foundation

 Health Systems Research Institute

 HISRO

 WHO,World bank

 Global Development Network (NGO)



HITAPの組織 (人員面）

 50人のうち、41人が研究部門
（全員がHTAに従事）

多くは薬剤師。MDは常勤2名・非常勤
2名。歯科医師1名。看護師はゼロ



経済評価の概要
 HITAP作成のガイドラインあり

 分析の立場： 社会の立場
生産性損失について、
「治療を受けるために仕事を休む」損失を
直接非医療費として組み込み

 分析手法：費用効用分析を推奨
タイで得られた効用値 (EQ-5Dベース）を
使用

 割引：基本3%
 閾値：10万バーツ (27万円）/QALY



経済評価の結果

 2007-2010で、60の研究を実施
うち15研究が、保険給付の適否に関する研
究 (薬だけでなく、医療器具や予防介入な
ども含む）

ネガティブな評価結果は保険非収載に直結。
しかしポジティブな評価結果が保険収載に
つながらない場合もあり
（例：アルツハイマー治療薬）

 NLEM委員会だけでなく、CSMBSなどから
の依頼で研究を実施することもある



経済評価の受け止められ方

現段階では、医療者などからの
反発はなし

公式なPublic comment期間などはなし

 HITAPの評価には、外部の学者が入るこ
とも。



まとめ (HTA機関の組織)

Canada Netherland Sweden UK Australia Korea Thailand

HTA機関名
(略称)

CADTH CVZ (SBU) TLV NICE PBAC HIRA HITAP

機関の体制 独立組織 独立組織 独立組織 独立組織
保健省の下部

組織
独立組織

半独立・保健
省と連携

機関内での
HTA業務の位

置づけ
基幹業務 基幹業務 基幹業務 基幹業務

基幹業務
（ほぼ専業）

付随業務
（本来は審査
支払機関）

基幹業務
（ほぼ専業）

年間予算
CAD500万 (4

億円）
ー

SEK9,000万
(12億円）

GBP6,000万
(78億円）

AUD1,400万
(12億円）

KRW1,700億
(120億円,機

関全体)

THB2,000万
(5,400万円)



まとめ (HTAをどう使うか？1/2)

Canada Netherland Sweden UK Australia Korea Thailand

HTA機関名
(略称)

CADTH CVZ (SBU) TLV NICE PBAC HIRA HITAP

価格決定主体
企業

価格規制あり

外来で代替な
し: 自由

外来・代替あ
り: 参照

企業 企業
PBPA

PBACも関与
NHIC 

HIRAも関与

企業
"reference 
price"あり

保険償還での
経済評価の
適応条件

ほぼ必須
外来・代替な
しは必須

必須 (TLV)
保健省 (DoH)
の決定あった

とき
必須

新規有効成分
含む物は必須

NLEM 
committee が
必要と認めた

とき



まとめ (HTAをどう使うか？2/2)
Canada Netherland Sweden UK Australia Korea Thailand

HTA機関名
(略称)

CADTH CVZ (SBU) TLV NICE PBAC HIRA HITAP

経済評価の
実施主体

製薬企業
（例外あり）

製薬企業 製薬企業
製薬企業

（NICEも再実
施）

製薬企業 製薬企業 HITAP

経済評価の
実施時期

承認後・公的医療制度での償還希望時

分析の立場 保険者の立場 社会の立場 社会の立場 NHSの立場
社会＋PBSの立

場
社会＋保険者

の立場
社会の立場

推奨の
分析手法

費用効用分析 (QALY・質調整生存年をアウトカム指標にする分析） 推奨なし 費用効用分析

閾値の設定 なし
4万ユーロ
(480万)

40万クローネ
(540万)

2-3万ポンド
(270-400万)

なし
2-3000万ウォ
ン(150-220万)

10万バーツ
(30万)

評価結果への
ICERの提示

なし なし なし
あり（数値を

明示）
あり（範囲で

表示）
なし

あり（数値を
明示）



「診療行為の経済評価」

 診療行為→ここでは、「医薬品以外」

 医薬品ではない…
→「ほぼ100%保険償還」とはいかない

 「フリーパス」でないからこそ、
経済評価の「出る幕」あり?
→「高薬価の獲得」でなく、むしろ
「現状で保険非収載のものの新規収載」
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ワクチンの医療経済評価

多くのワクチン (HPVやHib,肺炎球菌など）が
国の負担なしの「任意接種」

→定期接種化（国が負担）もしくは自治体助成の
「費用対効果」は？

1. ワクチン自体のコスト

2. 感染症患者の減少によって見込める
コスト削減 (将来の後遺症など）

3. 感染症患者の減少によって見込める
健康上のメリット (アウトカム改善）

のすべてを評価
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ワクチンの「費用対効果」

1. ワクチン自体のコスト

2. 感染症患者の減少によって見込める
コスト削減 (将来の後遺症など）

医療費だけ見て、“1<2”となるワクチンはまれ

→費用増加に見合ったアウトカム改善があるか？

→「医療費」だけでなく、生産性損失を組み込んだら？

定期接種化のメリットを総合的に評価



（別紙
３）

接種費用
（接種率）

ワクチン接種により
削減される医療費

生産性損失又は
獲得ＱＡＬＹ

医療経済的な評価 備考

ヒブワクチン ３５３．６億（94.3％、４回接種）
現在の接種率は０％と仮定
（参考）接種率１００％で約４００億

２０３．２億
（割引率０％）

＋８８．０億
接種時＋１５４．５億
治療時－６６．５億

費用比較分析を実施。
１年あたり２３８．４億
円の費用超過。

小児用肺炎球
菌ワクチン

４４８．４億（94.3％、４回接種）
現在の接種率は０％と仮定
（参考）接種率１００％で約５００億

２５６．５億
（割引率０％）

－２２０．４億
接種時＋１５３．４
治療時－３７３．８億

費用比較分析を実施。１
年あたり２８．５億円の
費用低減。

成人用肺炎球
菌ワクチン

１４４億（100％、１回接種）
（６５歳のみ）
（参考）６５～９５歳に５歳毎（６２６
万人）に１回接種で約５００億

５，２５９億
（割引率０％）
（肺炎関連の医療費のみ）

保健医療費のみ評価 費用比較分析を実施。１
年あたり５，１１５億円
の保健医療費が削減。

ワクチンは
５年間有効と仮定

ＨＰＶワクチ
ン

２３０．５億（85.1％、５７．２万人
（１３歳女子）、３回接種）
現在の接種率は０％と仮定
（参考）接種率１００％で約３００億

５７．３億（割引率３％）
（参考）１８５．７億
（割引率０％）

ワクチン接種による獲
得ＱＡＬＹ８，６００

費用効果分析を実施。１
ＱＡＬＹ獲得あたり２０
１万円と推計、
費用対効果は良好。

ワクチンは
生涯有効と仮定
子宮頸がんの罹患と
死亡を考慮

水痘ワクチン １７３．９億（１歳94.3％、５歳
91.8％、計２回接種）
現在費用２４．８億（差：１４９．２
億）
（参考）接種率１００％で約２００億

１１０．７億（割引率
０％）
現行費用１３０．９億
２回接種２０．１億

－４００．７億
接種時＋６５．２億
治療時－４６５．９億

費用比較分析を実施。１
年あたり３６２億円の費
用低減。

おたふくかぜ
ワクチン

１３９．７億（１歳94.3％、５歳
91.8％）
現在費用２２．６億（差：１１７．１
億）
（参考）接種率１００％で約２００億

９４．０億（割引率０％）
任意接種１０１．６億
２回接種７．５億

－３１２．９億
接種時＋６３．８億
治療時－３７６．７億

費用比較分析を実施。１
年あたり２９０億円の費
用低減。

Ｂ型肝炎ワク
チン

１８９．５億（94.3％、３回接種）（ﾜｸ
ﾁﾝ＋予防ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ費用）
現在費用１０．８億（差：１７８．７
億）
（参考）接種率１００％で約２００億

７．７億（割引率３％）
（参考）２８．６億（割引
率０％）

ワクチン接種による獲
得QALY９９３

費用効果分析を実施。１
ＱＡＬＹ獲得あたり１，
８３０万円と推計、費用
対効果は良好でない。

ユニバーサルワクチ
ネーションを実施す
ると仮定

費用比較分析・・・ワクチン接種に伴う費用と、ワクチン接種で疾病が減ることに伴う医療費削減額を比較。
小児に接種するワクチンについては、家族の生産性損失の費用についても考慮。

費用効果分析・・・ワクチン接種による健康への影響を、QALY（質調整生存年：生活の質（ＱＯＬ）で重み付けした生存年）に換算して推計し、１QALY(健康
な寿命を１年延伸させる効果）を得るために必要なワクチン接種費用等が500万円を基準に良好かを評価。（接種から罹患までの時間が
長いため（時間の影響が大きいため）、割引率３％を適用）

（参考）医療経済的な評価について

留意点 ・推計結果は、複数考えられる評価指標の一つ（前提条件等により推計結果が変化）
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診療ガイドラインと法的位置づけ

長澤道行

東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学

第9回 Mindsセミナー

2011年7月23日 東京都千代田区
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1. かつての法的課題

1) 法的課題

2) 対策
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1) 欧米

2) 日本での意義

3. 裁判例

4. 新たな法的課題の克服へ向けて
2



2011/7/29

2

• 診療ガイドラインは、医師の自由を制限
するのではないか

• 診療ガイドラインは、医療訴訟に利用さ
れるのではないか

3

１．directives, recommendations, guidelines

Nakayama et al (2003)

２．systematically developed statements to assist

practitioner and patient decisions about appropriate 

health care for specific clinical circumstances

IOM (1990) 

4
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 立法府が診療ガイドラインに法的根拠を

与える

 訴訟当事者が診療ガイドラインを証拠方

法として用いる

 診療ガイドライン作成者の過失責任が追

及される

 診療ガイドラインが経済的効率性を阻害

する
5

公益財団法人 日本医療機能評価機構 菊田氏

6
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4

 立法府が診療ガイドラインに法的根拠を

与える

 訴訟当事者が診療ガイドラインを証拠方

法として用いる

 診療ガイドライン作成者の過失責任が追

及される

 診療ガイドラインが経済的効率性を阻害

する
7

平成21年1月27日 仙台地方裁判所(1)

[結論] 一部認容

急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドラインは，「あくまでも最も標準的な指針であり，実際の

診療行為を決して強制するものではなく，施設の状況（人員，経験，機器等）や個々の患者

の個別性を加味して最終的に対処法を決定すべきものとされる。」「本件ガイドラインは急

性胆道炎の診療に当たる臨床医に実際的な診療指針を提供するものであり，臨床医学上の標

準的治療が行われたかどうかの基準となるものである。そして，急性胆道炎に関して，本件

ガイドラインが初めてのガイドラインであり，それ以前には，共通の診断基準や重症度診断

基準も存在せず，治療方法も標準化されていなかったという事情はあるものの，（平成18年

：筆者注）2月16日の段階では本件ガイドラインが発行されてから4か月経過していたのであ

るから，少なくとも被告病院のような総合病院において消化器科を担当するＤ医師や消化器

を含む外科手術を実施するＦ医師にとっては，本件ガイドラインの内容は医療水準であった

というべきである。もっとも，実際の治療にあたっては，施設の状況や個々の患者の状態等

から医師が最終的な対処法を決定するものであるから，合理的理由がある場合には，本件ガ

イドラインと異なる治療等が行われたとしても，医療水準に従った治療等がなされなかった

ということにはならないというべきである。」

8
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平成21年1月27日 仙台地方裁判所(2)

「本件ガイドライン上，軽症～中等症の急性胆管炎においては初期治療に反応するかどうか

12～24時間慎重に経過観察を行い，抗菌薬投与などによる保存的治療が奏功せず，状態に改

善が認められなければ，可及的速やかに胆管ドレナージを行うとされていること等の事情か

らすれば，「すみやかな」とは，遅くとも保存的治療から24時間後に改善が認められなかっ

た段階で可及的速やかに胆管ドレナージを実施することを指すというべきである。この場合

の胆管ドレナージは当該病院ごとに実施できるドレナージ方法によるとされているところ，

被告病院の医師であるＦ医師は経皮経肝的胆管ドレナージを実施することができた。本件に

おいては，2月16日には亡Ｂが中等症の急性胆管炎を発症している疑いがあると診断すること

が可能な状態であったのだから，被告病院の医師らは，2月16日には急性胆管炎に対する保存

的治療（スルペラゾンの投与）を開始し，遅くとも2月18日には経皮経肝的胆管ドレナージを

実施すべきであった。ところが，Ｄ医師は，2月16日午後5時過ぎにＥ医師から亡Ｂの診察を

依頼され，血液検査の結果を認識したにもかかわらず亡Ｂの診察をしなかった。その結果，2

月16日に急性胆管炎の保存的治療は開始されず，同18日になってもＦ医師による経皮経肝的

胆管ドレナージは実施されなかった。したがって，被告病院の医師らには，本件ガイドライ

ンに従った診療等を怠った過失があることが推定されるというべきである。」

9

平成21年1月27日 仙台地方裁判所(3)

被告は，本件の場合，胆管炎の確定診断には至らない旨の主張をしたが，裁

判所は，以下のように判断した。

まず，急性胆管炎は，胆管内に急性炎症が発生した病態であり，炎症の進展

により肝膿瘍や敗血症などの重篤かつ致死的な感染症に進展しやすいことが認

められ，そのために，急性胆嚢炎とともに急性胆管炎を発症している患者があ

る場合，その重症度が同程度であれば，急性胆管炎に対する治療を優先すべき

ことが認められる。本件男性は，急性胆嚢炎とともに急性胆管炎を発症してい

る疑いがあると診断することが十分に可能な状態であったのであるから，致死

的な感染症に進展しやすい急性胆管炎に対する治療（少なくとも，胆道ドレナ

ージ術の施行を前提とするスルペラゾンの投与による保存的治療）を優先的か

つ速やかに行う必要性があったといわなければならない。保存的治療が遅滞し

たことについて被告に合理的理由があるということはできないので，診療上の

過失があったと認めるのが相当である。

10
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平成19年7月26日 東京地方裁判所(1)

[結論] 棄却

蛋白質分解酵素阻害薬・抗菌薬持続動注療法は，「その有効性を指

摘する文献も少なからずあるものの，急性膵炎ガイドラインにおいて

は，なお，オプション治療と位置づけられ，推奨度もＣ（その推奨の

効果を支持する（あるいは否定する）根拠が不十分であるか，その効

果が有害作用・不都合（毒性や薬剤の相互作用、コスト）を上回らな

い可能性がある）とされているにとどまる（Ｇ鑑定人及びＩ鑑定人も

同旨の指摘をしている。）」

11

平成19年7月26日 東京地方裁判所(2)

持続的血液濾過透析，選択的消化管除菌，これらの併用，あるいは

これらと持続動注療法との併用は，「その有効性を指摘する文献も少

なからずあるものの，平成15年に発行された急性膵炎ガイドラインに

おいては，なお，オプション治療と位置づけられ，推奨度もＣ（その

推奨の効果を支持する（あるいは否定する）根拠が不十分であるか，

その効果が有害作用・不都合（毒性や薬剤の相互作用，コスト）を上

回らない可能性がある）とされているにとどまる（鑑定人3名とも同

旨の指摘をしている）。」

12
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自治・自律についての歴史学的、社会学的
分析

↓

積極的自由こそが、プロフェッションの証
である。

→ professional autonomy

Tsutani and Nagasawa (2004)
13

negative freedom vs. positive freedom

negative freedom vs. positive freedom

「医師は、むしろ主体的に診療ガイドラ

インを作成・使用・改訂するというサイ

クルを回し続けることによってこそ真の

自由を獲得できる。」

Tsutani and Nagasawa (2004)

14
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