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研究の背景
　我が国の病院外における心原性心停止は、年間約

７万件発生しており、病院外救急システムを充実さ

せていくことが重要な課題となっている。病院外で

目撃された心停止症例に対し、その場に居合わせた

人が早期に心肺蘇生(Cardiopulmonary Resuscitation, 

CPR)と除細動を行えば高い生存率が得られること

は明らかにされており、救命率の向上のためにはそ

の場に居合わせた市民による早期除細動は極めて重

要である。我が国では、2004年７月に非医療従事者

による自動体外式除細動器 (Automated external 

defibrillator, 以下AED)が認可されて以来、公共の

場におけるAEDの設置が急速に普及した。AEDの

設置は、一定の救命率が期待される条件下で普及を

進める必要があり、目撃される割合が高く、救助を

得られやすい公共の場へのAEDの設置が推奨され

る。加えて、効率的水準で供給されているかに関し

て経済的側面からの評価を行うことは不可欠であ

る。しかしながら、我が国のAED設置に関する経

済評価は十分に行われていないのが現状である。

目的
　現状設置されているAEDに対して、心停止患者の

蘇生による便益は、その費用を上回るものであるか

を評価し、AEDの最適配置のための示唆を与える。

方法
　対象は、2007年から2011年の間、大阪市で心原性

心停止と診断された患者のうち、応急処置として

AEDが実施された患者をWithケース、AEDが行わ

れずCPRに限られる場合を、Withoutケースと設定

した。分析の視点は社会の視点とし、便益として、

AEDによる心停止患者の生存者数、生存年数、質

調整生存年(Quality-adjustd life years, 以下QALY)、

統計的生命価値(Value of a Statistical Life, 以下

VSL)を分析に用いた。費用は、AEDに関わる費用　

(本体費用、メンテナンス費用、講習会の機会費用)　、

医療費、介護費(在宅介護の機会費用を含む) を設定

した。社会的割引率は4%とし、費用・便益ともに

現在価値に換算した。分析年数は、AEDの耐用年

数である１サイクル６年間とし、６年間の分析範囲

において、同じ便益、費用が１年ごとに発生すると

仮定した。これらの便益、費用はサンプルの平均年

齢における平均余命の年数まで発生すると仮定し、

１年後以降の生存確率については、既存の確率に基

づきマルコフモデルを構築した。医療費、介護費に

関しては、各群それぞれの生存者数に応じて費用が

発生するとして求めた。心停止後の経過から計算さ
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れるQALYの合計に一年当たりの統計的生命価値　

(Value of a Life-Year; VLY)をかけたものがグロス

の便益となり、これらの差より、純便益を算出した。

場所別分析においては、場所ごとの異なる集団の特

性を考慮するため、QALYの計上年数は、場所別の

平均年齢から平均余命を算出した。さらに、場所ご

とのAEDの個数に合わせて、AED講習会の受講人

数をスケールダウンした。生存確率, QALY, 社会的

割引率, 統計的生命価値, 医療費・介護費において感

度分析を実施し、結果の頑健性を確認した。

結果
　費用便益分析において、純便益総額は４億７千万円

となり、AED導入による純便益は正となった(図表１)。

場所別分析において、駅(321,325円/AED/年)および

スポーツ施設(520,907円/AED/年)を除く全ての場所

で純便益が負となった。効果分析においても同様、

駅(3,372,554円/QALY)およびスポーツ施設(2,342,776

円/QALY)を除く全ての場所で費用対効果的に優れな

いという結果となった。現状においてAEDを一つ増

やした場合の純便益の減少が最も大きいのが老人

ホームで、最も小さいのが病院である（図表２）。

考察
　駅及びスポーツ施設以外の場所においてはAED

の配置過多の可能性が指摘される。現状において

AEDを一つ増やした場合の純便益の減少が大きい

老人ホームや公共施設については、新たにAEDを

導入する際に検討が必要であると考えられる。

　研究の限界として、AED群が蘇生されやすい病態

であったかもしれないといった影響はデータ上考慮

しきれないといった点から、適応による交絡の可能

性が指摘される。また、地域限定的分析であり、必

ずしも一般化可能性は担保されない点が挙げられる。

結論
　駅、スポーツ施設におけるAEDの整備は効率的

であることが示された。一方で、相対的にAEDの

効率性が低い場所については、今後新たにAEDを

設置する際に慎重な検討が必要となる。

図表1　費用便益分析の結果

図表2　純便益が0となるときのAEDの台数

*ベース: 全ての場所を含む結果
†Incremental Cost Effectiveness Ratio：増分費用効果比, 1QALY獲得あたり500 ～ 600万円が参照される。(Shiroiwa et al. Health Econ 2010:19;422-437.)

*ベース: 全ての場所を含む結果
†5年間に全AEDのうちのどの程度の割合が使用されれば純便益が0となるかを示す。つまり、ベースケースにおいては5年間で3.21%のAEDが利用される必要があることとなる。
‡QALYの増加による便益が一定だと仮定して、AEDを追加的に一つ増やしたときの純便益の減少。AEDを一つ増やした場合の純便益の減少が最も大きいのは老人ホームである。

場所 現状の AED 設置数 (1) 純便益が 0 となる時の AED 台数 (2) (2)/(1) AED 使用回数 (5 年間 )/(2)† 限界純便益 (×10-3)‡
ベース * 3157　 　　 4079　　　　　　 1.29 　　　　0.0321 -1.08　  　　
職　場 798　 　　 338　　　　　　 0.42 　　　　0.0385 -2.03　  　　
病　院 796　 　　 104　　　　　　 0.13 　　　　0.048 -1.36　  　　

老人ホーム 143　 　　 30　　　　　　 0.21 　　　　0.4282 -8.78　  　　
学　校 377　 　　 176　　　　　　 0.47 　　　　0.0398 -4.83　  　　

公的施設 181　 　　 35　　　　　　 0.19 　　　　0.1437 -6.74　  　　
駅 195　 　　 756　　　　　　 3.88 　　　　0.0463 1.75　  　　

スポーツ施設 112　 　　 635　　　　　　 5.67 　　　　0.0189 1.9　    　　

場所 純便益 AED1 台当たりの純便益 (1 年あたり ) ICER(Cost per QALY gained)† QALY gained per AED
ベース * 465045461　　　 24551　　　　　 9510752　　　　 0.067
職　場 -308178006　　　 -64365　　　　　 28018968　　　　 0.024
病　院 -463327428　　　 -97012　　　　　 97425373　　　　 0.007

老人ホーム -75426982　　　 -87910　　　　　 46104675　　　　 0.015
学　校 -134626934　　　 -59517　　　　　 23182356　　　　 0.031

公的施設 -97902771　　　 -90150　　　　　 35836473　　　　 0.022
駅 375950395　　　 321325　　　　　 3372554　　　　 0.231

スポーツ施設 350049629　　　 520907　　　　　 2342776　　　　 0.333




