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研究論文

無人航空機（ドローン）を活用した自動体外式
除細動器（AED）ネットワーク構築における
費用対効果評価の分析
白根
抄

友哉＊

録

「令和 2 年版救急救助の現況」によると、自動体外式除細動器（AED）によって救命された病院外心停止（OHCA）
患者の生存率は除細動が実施されなかった場合に比べて 4.5 倍高かった。一方で AED 除細動の実施率の低さは課題
であり、OHCA に対する一般市民による実施率は 5.1％であった。そんな中、無人航空機（ドローン）は医療機器等
の配送手段としても注目されてきており AED の運搬にも適用への期待が高まっている。そこで本研究の目的は、日
本の地域をモデルとして AED ドローンネットワークを構築した場合の費用対効果評価を分析することである。
茨城県内の消防署を基地局と想定し 2008 年から 2012 年におけるウツタインデータを用いて決定樹モデルによる
分析を行なった。基礎的な人口動態については国勢調査を利用し jSTAT MAP を使用してデータ分析を実施した。費
用はネットワーク構築初期費及び維持整備費、ドローン購入費及び整備費、モバイルデータ通信料及びパイロット人
件費とし、割引率は年 2.0％とした。
モデル分析によるベースケースでは気象条件及び人口カバー率も考慮し、AED ドローンが利用できる環境では
254.05QALYs が 追 加 便 益 と し て 得 ら れ た。 追 加 費 用 合 計 は 1,632,527,863 円 と な り、ICER は 1QLAY あ た り
6,425,928 円であった。感度分析として除細動実施における 1 ヶ月後生存の確率を 0.350、0.411、及び 0.550 と
設定し、AED ドローン除細動実施の確率を 0.20 から 0.90 の幅で移動させた結果、ICER はそれぞれ 18,432,545
円から 4,096,121 円、15,004,541 円から 3,334,342 円、及び 10,538,521 円から 2,341,893 円であった。
本モデルのベースケースは中央社会保険医療協議会が示す「価格調整を必要としない ICER」である 500 万円を超
え、費用対効果に優れているとは言えない結果となった。しかし AED ドローン運用の工夫等による除細動実施率の
向上、技術革新等による費用抑制や雨天飛行の実現、据置型 AED 台数削減効果、パイロット兼業化の可能性等を考
慮すると、AED ドローン導入について検討する価値は高いと示唆された。今後は AED ドローンの有効性及び安全性
が担保されるに従って法整備等の議論を加速させ、ネットワーク構築に向けた準備の進展が望まれる。
キーワード：AED、自動体外式除細動器、無人航空機、ドローン、UAV、院外心停止、OHCA、費用対効果評価、HTA

が実施された傷病者」の 1 ヶ月後生存率は

１．はじめに

53.6％であり「一般市民により除細動が実施され
なかった傷病者 」の 11.8 ％に比べて 4.5 倍高

総務省消防庁「令和 2 年救急救助の現況」に

かった。一方「一般市民が OHCA を目撃した傷

よると、一般市民が目撃した心原性心肺機能停止

病者」は 25,560 人であったのに対して「一般市

（OHCA）症例について「一般市民により除細動

民により除細動が実施された傷病者」は 1,311
人でありその割合は 5.1％であった 1）。製造販売
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業者の出荷台数及び過去の研究等から日本におけ
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る自動体外式除細動器（AED）の設置台数は 60

データを基に藤江による研究が発表されている 9）。

万台程度と考えられ、これは対人口比で世界一で

本研究では先行研究から得られる 2008 年から

あるが

2, 3）

2012 年までの OHCA 関連情報を基に茨城県に

、その使用頻度は決して高くない。

そんな中、無人航空機（ドローン）は医療機器
等の輸送手段として注目されている。例えば

おけるモデル分析を実施した。
分析対象集団としてはウツタインデータから

2020 年には ANA や五島市等が共同でドローン

「市民目撃あり」のうち「AED 除細動実施あり」

による処方薬の配送に関する実証実験を行ってい

を除外した群とした。AED ドローンが利用でき

4）

る 。AED ドローンへの期待も高まっており、

る環境であっても既存の据置型 AED も利用で

2018 年に静岡県において日本 AED 財団による

き、据置型 AED による除細動実施は本モデルの

5）

大規模実証実験が実施された 。世界的にも

結果に影響しないことからこの症例は除外した。

AED ドローンに関する実験や研究は行われてお

分析対象集団の内、AED ドローンによって除細

り、白根はシステマティックレビューにより 9

動実施が追加的に可能と考えられる症例としては

報の国内外の論文を網羅的に抽出し、AED ド

次の条件に合致したものとした。まず分析対象集

ローンが OHCA に対してより早期に介入できる

団である市民により目撃された症例であること。

6）

可能性が高いと報告した 。そこで本研究の目的

次に市民により蘇生が試みられた症例であるこ

は、ドローンネットワークを日本に導入した場合

と。最後にそれら症例の内、AED 除細動が実施

を想定し、据置型 AED のみ利用できる場合と

されなかった症例であること、である。これらの

AED ドローンが利用できる場合を比較した上

症例は AED が届いていれば除細動が実施された

で、AED ドローンの導入に関する費用対効果評

可能性が高い、という想定とした。なお現実には

価を分析することである。

救急車の方がドローンよりも早く到着する可能性
もあるが本モデルではその条件は考慮しなかっ

２．方法

た。
分析対象集団について藤江の研究の図 1 を用

（1）ガイドライン及び分析の立場

いて補足すると「市民目撃あり」から「AED 除

本研究は「中央社会保険医療協議会における費

細動実施あり」を除外した群が分析対象集団とな

用対効果評価の分析ガイドライン第 2 版」
（以下

り、
「市民による蘇生なし」は AED ドローン有

7）

「ガイドライン」
）に準拠するものとした 。
AED の設置については自治体による補助金制度
8）

無にかかわらず AED 除細動は実施しない群、
「市民による蘇生あり」の「AED 除細動実施な

等が整備されていることから 、本研究は自治体

し」は、ドローンありの場合は気象条件が許容し

を分析の立場とした。

人口カバー率によるエリア内であれば除細動を実
施するがドローンなしの場合は AED 除細動を実

（2）分析対象集団及び分析期間
本研究のモデルとして茨城県を選定した。消防
庁 で は 2005 年 よ り ウ ツ タ イ ン 様 式 に よ り
OHCA 症例を記録しているが、茨城県の消防管
轄区域内で発生した OHCA に関してウツタイン

施しない群、である 9）。気象条件及び人口カバー
率については後述する。
分析期間については国税庁によるドローンの耐
用年数への回答から 5 年とした 10）。
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茨城県における市民による除細動実施と救命率（2008 年〜 2012 年）

出典） 藤江敬子．病院外心肺停止患者の救命率向上のための市中 AED 設置最適化に向けての検討．平成 25 年度（一財）
救急振興財団調査研究助成事業．http://www.fasd.or.jp/tyousa/pdf/h25AED.pdf
注） 「市民目撃あり」から「AED 除細動実施あり」を差し引いた症例が本研究の分析対象集団としての群
注） 「市民による蘇生なし」はドローン有無にかかわらず AED 除細動を実施しない群
注） 「市民による蘇生あり」の「AED 除細動実施なし」は、ドローンありの場合は気象条件が許容し 5 分以内に到達で
きるエリア内であれば AED 除細動を実施するが降雨時や強風時あるいは 5 分以内に到達できるエリア外であれば
AED 除細動を実施せず、またドローンなしの場合は AED 除細動を実施しない群

（3）ドローン基地局及び人口カバー率

（4）ドローンの仕様及び関連費用

ドローン基地局は消防署及び出張所を想定した。

本モデルで使用するドローンについては Drone

これは救急通報を受けた救急隊の動きと連動しド

Delivery Canada が提供する Sparrow を参考に

ローンにより AED を OHCA 発生場所へ運搬す

した。この機体は最高時速 80km で最長巡航距

る、という設定を根拠としている。なお本モデル

離 30km、最大積載量 4.5kg である 15）。実際同

で網羅した消防署及び出張所は 2020 年 3 月時点

機を用いたカナダのトロントにおける実験でもこ

。

の速度で報告されている 16）。Bogle らによる米

また消防署及び出張所の所在地を基点とした茨

国ノースカロライナ州におけるモデルでは時速

城県の人口カバー率を特定するために位置情報

40 マイルを採用していることから 17）、本研究で

サ ー ビ ス で あ る jSTAT MAP を 使 用 し た 13）。

は平均時速約 64.4km で飛行するものとした。

で茨城県内に存在する 128 箇所全てである

11, 12）

jSTAT MAP には国勢調査等の基本統計情報が
14）

またドローンの飛行に関して気象条件は重要で

。本研究では、平成 22 年度

ある。例えば Drone Delivery Canada が提供す

国勢調査から茨城県の人口分布を jSTAT MAP

る医療運搬用ドローンは風速 30km/時まで飛行

の地図上にプロットし人口カバー率を算出した。

可能である 18）。また FLYTREX 社が提供する

組み込まれている
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ドローンは風速 18miles/時以上では飛行できな
19）

実証実験では費用内訳は明記されていなかったた

。スウェーデンのカロリンスカ研究所と

め、最も高い 300 万円をそのまま本モデル拠点

SOS Alarm Sverige AB の 共 同 研 究 で は 風 速

１箇所あたりの初期費用とした。年間維持費用は

い

8m/秒超の場合は飛行しない

20）

。これらを考慮

Amazon Prime Air に関する試算より、ネット

し本研究においても風速 8m/秒以上では飛行不

ワーク維持整備費用として初期費の 10％、ドロー

可とした。

ン機器整備費用として購入費の 20％とした 26）。

さらに重要な気象条件として降雨がある。現在

ドローンパイロット人件費も考慮に入れた。厚

の技術においては降雨降雪時の飛行は原則として

生労働省によるパイロットの給与基準データは存

21）

。海外で行われている実証実験

在しないが「他に分類されない輸送の業種」全般

においても降雨時の飛行は除外基準として記され

にかかる賃金（年収）は全国平均で 420.9 万円

不可能である
ている

22）

である 27）。また一般論として雇用主が支払う人

。

これらの気象条件を反映させるため、本研究に

件費には福利厚生費等を含み、被雇用者が受給す

おいては気象庁が公開している「過去の気象デー

る給与の 1.5〜2 倍となる。よってパイロット 1

タ」より、茨城県全観測地点における 2008 年か

人あたりの人件費は 1000 万円と想定した。

ら 2012 年の降水量及び風速の記録を活用した

23）

。

ドローンは目視外遠隔操縦を想定していること

条件設定としては 2008 年 1 月 1 日から 2012 年

から各基地局にパイロットを配置する必要はな

12 月 31 日までの日毎の降水量及び最大風速を

く、中央集約の 24 時間体制とした。また 1 班ご

抽出し、茨城県全観測地点のいずれかにて降水量

との人数は操縦士と補佐役の 2 名ずつとした。

1mm 以上或いは最大風速 8m/秒以上を観測し

本モデルで必要なパイロットの総人数について

ている日がある場合、その日 1 日は飛行不可と

は、5 年間の症例数から想定されるドローン出動

みなした。

回数から算出することとした。

なお本研究においてドローンは GPS 機能を用

上述のように中央からの目視外遠隔操縦の想定

いて目視外遠隔操縦すると仮定し夜間飛行も可能

であるため、ドローン全てにモバイルデータ通信

とした。カナダで行われた研究においても 24 時

機能を装備すると仮定した。年間利用料は 60 万

間 365 日体制を確立できるよう夜間飛行も施行

円とし、これは NTT ドコモのプランに準じた 28）。

され成功したと報告されている 24）。

最後にこれら全ての年間費用は「ガイドライ

次に費用であるが、ネットワーク構築初期費用

ン」に則り年 2％の割引率を適用した 7）。

としては環境省による「CO2 排出量削減に資す
る過疎地域等における無人航空機を使用した配送

（5）救急通報の受電から除細動までの想定シナリオ

実用化推進調査」を参考にした。報告書による

Hansen らは救急通報受電から除細動までの時

と、実証実験 5 つのモデルについてイニシャル

間と生命予後の関係について研究し、この時間が

コストとして 165 万円から 300 万円が想定さ

10 分を超えると生存率が急激に悪化すると示唆

れ、これには機体費及びインフラ整備費等が含ま

した 29）。他国における AED ドローンの研究に

れている 25）。本モデルでは Bogle らの研究より

おいても 10 分を指標としていることから 30）、本

ドローン 1 機あたりの購入費を 170 万円（1 米

研究においても受電から除細動までの時間は 10

ドル約 113 円換算）と設定したが

17）

、環境省の

分以内を指標とし、次のように想定した。
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① 救急通報受電からドローン離陸までの時間：
1分

30）

は 0.083 とした。
OHCA 生存後の障害程度ごとの確率及び 1 年

② 離陸から OHCA 発生付近までの到着時間：
5 分以内
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17）

年に発表した 2 つの論文から設定した。Cram ら

③ 到着から OHCA 傷病者の側まで AED を運
ぶ時間：2 分

後以降の生存確率については、Cram らが 2003

30）

は OHCA の 1 ヶ月後生存について、障害なしの
確率は 0.87、中程度の障害確率は 0.09、重度の

④ OHCA 傷病者に AED が運ばれ除細動が実
施されるまでの時間：2 分 30）

障害確率が 0.04 としている 33）。また障害の程度
によらず、1 年後生存確率を 0.82、更にその後 1
年後生存確率を 0.88 としている 34）。本モデルも

（6）モデル分析

これらを踏襲した。

本研究では決定樹モデルを採用した。決定樹モ

最後に、これら QALY についても「ガイドラ

デルを進める上で考慮すべき要素としては、期待

イン」に則り年 2％の割引率を適用した 7）。また

される便益としての質調整生存年（QALY）
、費

これら QALY 及びノードの発生確率に加えて上

用及びノードにおける発生確率である。まず

述した関連費用も含めて本モデルに用いたパラ

QALY に関しては、OHCA 症例の生命予後にお

メータは表 1 にまとめた。

ける障害別の QOL を先行研究から採用した。
Cram らは 2005 年に発表した論文において「障

（7）不確実性の取り扱い

害なし」が 0.85、
「中程度の障害」が 0.2、
「重度

不確実性の取り扱いとして感度分析を実施し

の障害」が 0.1、死亡が 0 というパラメータを用

た。まず先行研究等から得られる信頼性区間等の

いており

31）

、本研究においてもこれらを踏襲し

た。

幅でパラメータを移動させ一元感度分析を実施し
た。次に一元感度分析の結果から不確実性が高い

ノードにおける発生確率について、まず AED
ドローンの除細動実施率は藤江の研究より「市民

と考えられるパラメータについて二元感度分析を
実施した。

目撃あり」から「AED 除細動実施あり」を差し
引いた 4,647 件に対して「市民による蘇生あり」

３． 結果

のうち「AED 除細動実施なし」の 2,170 件の割
合である 0.467 とした。この症例は AED が届い

（1）臨床的イベント

ていれば除細動を実施する可能性が高いという想

茨城県において 2008 年から 2012 年に発生し

定とした。次に AED ドローンの除細動実施及び

た OHCA 症例 14,957 件のうち市民により目撃

未実施時における生存確率は藤江及び秦らによる

された症例は 4,720 件であった。その内、市民

研究から設定した。藤江は茨城県のウツタイン

による蘇生が試みられなかった症例は 2,477 件

データから AED 除細動実施ありの 1 ヶ月後生存

であった。市民による蘇生が試みられた症例が

9）

は 41.1％と報告した 。また秦らは大阪市のウ

2,243 件であった中で、AED 除細動が実施され

ツタインデータから AED 除細動未実施の生存率

なかった症例は 2,170 件であった。市民により

32）

。よって AED 除細動実施

目撃された症例 4,720 件から除細動が実施され

による生存確率は 0.411、未実施による生存確率

た症例 73 件を差し引いた 4,647 件が分析対象集

は 8.3％と報告した
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各パラメータの推定値

変数

値

文献

OHCA と除細動の想定値
救急通報の受電からドローンの離陸までの時間

1分

30

離陸から OHCA 発生付近の場所までの到着時間

5 分以内

17, 29

到着から OHCA 傷病者の側まで AED を運ぶ時間

2分

30

OHCA 傷病者に除細動が実施されるまでの時間

2分

30

AED ドローンの除細動実施率

0.467

9

バイスタンダーによる AED 除細動実施における生存確率

0.411

9

AED 除細動未実施における生存確率

0.083

32

1 ヶ月後生存における「障害なし」の確率

0.87

33

1 ヶ月後生存における「中程度の障害」の確率

0.09

33

1 ヶ月後生存における「重度の障害」の確率

0.04

33

1 年後における生存確率

0.82

34

1 年後以降の 1 年ごとの生存確率

0.88

34

ドローンネットワーク構築初期費用（1 拠点あたり）

300 万円

25

ドローン機器購入費用（1 機あたり）

170 万円

17

ドローンネットワーク維持整備費用（年間）

初期費用の 10％

26

ドローン機器整備費用（年間）

購入費用の 20％

26

ドローン関連の想定値

60 万円

28

1000 万円

27

ドローンの耐用年数

5年

10

割引率

2％

7

約 64.4km/h

17

障害なし

0.85

31

中程度の障害

0.2

31

重度の障害

0.1

31

0

31

2％

7

ドローン用モバイルデータ通信利用料（年間）
パイロット年間人件費（1 人あたり）

速度
1 ヶ月後生存における Quality of Life（QALY）の想定値

生存せず
割引率
注）各変数の出典は右列の「文献」番号を参照

団 と な り 9）、こ れ を 研 究 期 間 の 5 年 で 除 し た
929 件が単年の発生件数であった。この結果は
表 2 にまとめた。

（2）気象条件
茨城県全観測地点における 2008 年から 2012
年まで計 1,825 日分の降水量及び最大風速値を
抽出した。1mm 以上の降水量を観測或いは秒速
8m 以上の最大風速を観測いずれかの条件に該当

無人航空機（ドローン）を活用した自動体外式除細動器（AED）ネットワーク構築における費用対効果評価の分析

表2

9

臨床的イベント

イベント

件数
14,957

病院外心肺停止（OHCA）事例
救急隊目撃あり

1,512

救急隊及び市民いずれの目撃もなし

8,725

救急隊目撃なく市民目撃あり *

4,720

* から「AED 除細動実施あり」を差し引いた件数 **

4,647

** のうち市民による蘇生なし

2,477

** のうち市民による蘇生あり /AED 除細動実施なし

2,170

出典） 藤江敬子．病院外心肺停止患者の救命率向上のための市中 AED 設置最適化に向けての検討．平成 25 年度（一財）救急振興財団
調査研究助成事業．http://www.fasd.or.jp/tyousa/pdf/h25AED.pdf
注） ** の 4,647 件が本研究の分析対象集団としての群であり、単年の件数は 5 年で除した 929 件
注） 「市民による蘇生なし」の 2,477 件はドローン有無にかかわらず AED 除細動を実施しない群
注） 「市民による蘇生あり」
「AED 除細動実施なし」の 2,170 件は、ドローンありの場合は気象条件が許容し 5 分以内に到達できるエ
リア内であれば AED 除細動を実施するが降雨時や強風時あるいは 5 分以内に到達できるエリア外であれば AED 除細動を実施せ
ず、またドローンなしの場合は AED 除細動を実施しない群

表 3 2008 年から 2012 年にかけて茨城県の全観測地点において 1mm 以上の降水量或い
は最大風速 8m 以上のそれぞれ或いはいずれも観測しなかった日数
1mm 以上の降水量を
観測しなかった日数

年
2008 N
（％）
2009 N
（％）
2010 N
（％）
2011 N
（％）
2012 N
（％）
N

合計

（％）

秒速 8m 以上の最大風速
を観測しなかった日数

左記いずれも
観測しなかった日数

154/366

277/366

117/366

（42.1％）

（75.7％）

（32.0％）

172/365

260/365

133/365

（47.1％）

（71.2％）

（36.4％）

151/365

249/365

113/365

（41.4％）

（68.2％）

（31.0％）

164/365

251/365

109/365

（44.9％）

（68.8％）

（29.9％）

160/366

232/366

109/366

（43.7％）

（63.4％）

（29.8％）

801/1,827

1,269/1,827

581/1,827

（43.8％）

（69.5％）

（31.8％）

出典）国土交通省気象庁．各種データ・資料 > 過去の気象データ・ダウンロード．
https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php 閲覧日：2020/11/28

する日を除外した結果が表 3 であり、日数は

れら 128 箇所を中心として 5 分以内にドローン

581 日（31.8％）であった。

が到達できる半径 5.36km 以内に含まれる小地
域に居住する総人口を抽出したところ 2,235,085

（3）ドローン基地局及び人口カバー率
茨城県内の消防署及び出張所である 128 拠点
を基地局として図示したものが図 2 である。こ

人であった。これは平成 22 年国勢調査における
茨 城 県 の 総 人 口（2,969,770 人 ） の 75.3 ％ で
あった。

10
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図 2 茨城県における消防署及び出張所の地点及び半径 5.36km 以内を基準とする小地域
（町丁・字等別）

凡例） ピン：消防署或いは出張所
円：消防署或いは出張所を中心としてドローンが 5 分以内で到着できる半径 5.36km の範囲（円内に含まれる小地域のみ色付きで表示）
出典） jSTAT MAP/ 国土地理院 .
https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/base.html?1616295118879
閲覧日：2021/3/21
注） 「町丁・字等」とは、おおむね市区町村内の△△町，〇〇 2 丁目，字□□などの区域に対応している。国勢調査においては 9 桁の基本単
位区番号（コード）が割り振られているが、その先頭の 6 桁のコードのくくりである 45）。

（4）臨床的アウトカム

式図である。ドローンありに関しては単年の

臨床的イベント、気象条件、人口カバー率及び

929 件について気象条件のノード、人口カバー

各パラメータよりモデル分析を実施した。これを

率のノードを経て除細動実施のノードの判定から

表したものが図 3 の決定樹モデル及び図 4 の模

それぞれの 1 か月後生存の判定の後に重症度別

無人航空機（ドローン）を活用した自動体外式除細動器（AED）ネットワーク構築における費用対効果評価の分析 11

図 3 決定樹モデル：AED ドローンネットワークが利用できる環境と利用できない環境におけるそれ
ぞれのシナリオ

* 据置型 AED 除細動実施なしの 4,647件/5 年（単年 929 件）が本モデルの分析対象集団である。

12
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1 ヶ月後生存後の 1 年後生存判定及び費用発生の模式図

注）上段は QOL 値である QALY、下段は費用の繰り返しの方法及び条件を表す。
注）QALY については、決定樹モデルのそれぞれのシナリオから得られる単年度の障害度別の 1 ヶ月生存の値について、1 年
後生存およびそれ以降の 1 年後生存の確率にて 5 年目まで毎年繰り返す。
注）費用については、ドローンネットワーク維持整備費用、ドローン機器整備費用、モバイルデータ通信利用料、パイロット人
件費をそれぞれ 5 年目まで毎年繰り返す。
注）QALY 及び費用とも割引率は年率 2% とする。

の確率を判定し、その後は 1 年ごと毎年生存判

（5）AED ドローンネットワーク構築及び維持等

定を繰り返した。ドローンなしに関しては据置型

に関する費用

AED 除細動実施あり群を分析対象集団から除外

128 拠点に 1 機ずつドローンを配置すると想

しているため、全て AED 除細動実施なしとして

定 し た 場 合、 ド ロ ー ン 機 器 購 入 費 用 は

単年の 929 件について 1 か月後生存の判定の後

217,600,000 円であった。これにネットワーク

に重症度別の確率を判定し、その後は 1 年ごと

構築初期費用である 384,000,000 円を加え、初

毎年生存判定を繰り返した。これらを 5 年間繰

期費用は合計 601,600,000 円であった。

り返した結果、表 4 に示す通り AED ドローンに

パイロットについては想定される飛行回数から

より 520 件の除細動が実施され、171 件の追加

必要人数を導き出した。
「市民目撃あり」から

的な 1 か月後生存が得られ、254.05 QALYs が

「AED 除細動実施あり」を差し引いた OHCA 症

追加的な便益として得られた。

例は 5 年間で 4,647 件であった 9）。このうちド

無人航空機（ドローン）を活用した自動体外式除細動器（AED）ネットワーク構築における費用対効果評価の分析 13

ローンが飛行できる気象条件 0.318 及び人口カ

整備費に研究期間の割引率を勘案して組み入れ、

バー率 0.753 を乗じると年間 223 件のドローン

図 4 の模式図の通り毎年繰り返した結果、5 年間

飛行回数となった。設置する要員は 3 班とし、

合計費用は 1,632,527,863 円であった。

必要な人員は 6 名となった。なお各基地局にお
ける発着チェック等の補佐については飛行回数が

（6）費用対効果：ベースケース及び感度分析

県全域で 1 日 1 回未満の想定から、各消防署及

AED ドローンにより追加的に得られる便益

び出張所に所属する消防員が兼務するものとし

254.05 QALYs に対して、追加として発生する

た。

増分費用は 1,632,527,863 円 であることから、

前述の初期費用に加えて、維持費用であるモバ
イルデータ通信利用料、パイロット人件費、ド

増 分 費 用 効 果 比（ICER） は 表 4 で 示 す 通 り
1QALY あたり 6,425,928 円であった。
一元感度分析を行った結果が表 5 である。各

ローン機器整備費及びドローンネットワーク維持
表4

各シナリオにおける費用及び効果
ドローンなし

ドローンあり

差異
（あり−なし）

OHCA イベント
市民目撃ありから据置型 AED
除細動実施ありを除外した件数

4,647

4,647

0

実施あり

-

520

520

実施なし

4,647

4,127

-520

ドローン AED 除細動実施あり

-

214

214

ドローン AED 除細動実施なし

386

343

-43

合計

386

557

171

ネットワーク構築費用

-

384,000,000

384,000,000

ドローン購入費用

-

217,600,000

217,600,000

ネットワーク維持費用

-

180,996,845

180,996,845

ドローン整備費用

-

205,129,758

205,129,758

モバイルデータ通信利用料

-

361,993,690

361,993,690

パイロット人件費

-

282,807,571

282,807,571

ドローン AED 除細動

ドローン AED による 1 ヶ月後生存

費用（¥）

費用対効果
QALYs

574.90

828.95

254.05

増分費用（¥）

-

1,632,527,863

1,632,527,863

ICER（¥）

-

-

6,425,928

14
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一元感度分析
変数の幅

ICER

ドローン運搬 AED による除細動実施の確率 *

0.20 から 0.90

3,334,342 から 15,004,541

AED 除細動実施における 1 ヶ月後生存の確率 **

0.35 から 0.55

4,515,676 から 7,898,206

1 ヶ月後生存にて障害なしの場合の QALY***

0.70 から 1.00

5,488,718 から 7,759,012

1 ヶ月後生存にて障害なしの確率 ****

0.80 から 0.95

5,988,913 から 6,847,463

1 ヶ月後生存にて中程度の障害の場合の QALY***

0.00 から 0.40

6,280,868 から 6,584,985

1 ヶ月後生存にて中程度の障害の確率 ****

0.05 から 0.15

6,337,782 から 6,571,727

1 ヶ月後生存にて重度の障害の確率 ****

0.00 から 0.10

6,395,737 から 6,571,458

1 ヶ月後生存にて重度の障害の場合の QALY***

0.00 から 0.20

6,395,737 から 6,463,282

*

AED ドローンを世に初めて紹介した Momont の発言「Currently, only 20% of untrained people are able to successfully apply a defibrillator,ʼ
says Momont. ʻThis rate can be increased to 90% if people are provided with instructions at the scene.」より変数における幅を設定 36）
** Cram らによる先行研究における「Clinical Probabilities and Cost Inputs Used in Model」の Sensitivity Analysis (Ranges) より変数の幅を設
定 34）
*** Cram らによる先行研究における「Model Inputs」の Range より変数の幅を設定 31）
**** Cram らによる先行研究における「Clinical Probabilities and Cost Inputs Used in Model」の Range より変数の幅を設定 33）

パラメータを先行研究等から得られる情報から

ら 0.90 の幅で移動させ、更に 1 ヶ月後生存確率

95％信頼性区間等の幅で動かし図 5 のようにト

を 0.350、0.411、及び 0.550 と設定して感度分

ルネード図として表した。幅の大きなパラメータ

析を行った。ICER はそれぞれ 18,432,545 円か

としては AED ドローンの除細動実施確率、1 ヶ

ら 4,096,121 円、15,004,541 円 か ら 3,334,342

月後生存確率、1 ヶ月後生存にて障害なしの場合

円、 及 び 10,538,521 円 か ら 2,341,893 円 で あ

の QALY、の順であった。

り、この結果は図 6 に表した。

一元感度分析において幅の大きかったパラメー
タである AED ドローンの除細動実施確率及び

４．考察

1 ヶ月後生存確率について二元感度分析を実施し
た。AED ドローンの除細動実施確率を 0.20 か
図5

一元感度分析におけるトルネード図

注）縦棒はベースケースである 6,425,928 円を示す。
注）各変数の幅の根拠と詳細は表 5 を参照のこと。

本研究では茨城県のウツタインデータ、国勢調
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図6

二元感度分析

注）AED 除細動実施における生存の確率が 0.350、0.411（ベースケース）、0.550 の場合について、AED ドローンによってバイス
タンダーが除細動を実施する確率を 0.200 から 0.900 の幅で移動させて分析を実施した。なお AED ドローンによってバイスタ
ンダーが除細動を実施する確率はベースケースにおいては 0.467 である。

査や気象情報等のパブリックデータ、先行研究等

より、検討する地域の気象条件や人口カバー率等

から得られる各種パラメータ及び想定されるド

を考慮しながら、本モデルはある程度は一般的な

ローン関連費用より AED ドローンの費用対効果

結果として日本の他の地域への導入に向けた検討

評価を分析した。このような研究は本邦で初めて

時の一助となると考える。

の試みとなり、価値があると考える。なお本モデ

本研究におけるベースケースでは中央社会保険

ルは茨城県のウツタインデータを基に実施した

医療協議会が示す「価格調整を必要としない

が、2010 年における全国値と比較すると「市民

ICER」の 500 万円を超える結果となった 35）。

目撃あり」40,864 件に対し「市民による蘇生あ

これは他国の費用対効果評価分析の結果よりも高

り」かつ「AED 除細動実施なし」
（ドローンがあ

い値であった。例えば Bogle らの研究では米国

れば除細動実施の可能性が高い群）は 18,979 件

ノースカロライナ州をモデルとして 500 箇所を

（46.4％）であり、茨城県の 2,170 件（46.0％）

基地局と想定した場合 ICER は 858 ドルであっ

に比べてやや高いものの大きな差は見られなかっ

た 17）。また Bauer らがドイツで行った費用対効

た。また「市民目撃あり」に対し「AED 除細動

果評価では、人口 80％をカバーするモデルでは

実施あり」も、全国が 812 件（2.0％）
、茨城県

ICER は 12,158 ユーロであった 30）。

が 73 件（1.6％）とほぼ同様の傾向であった 9）。

本モデルとこれらモデルで異なる部分は大きく

また年々微増傾向であるが冒頭でも触れた通り、

3 点ある。まず、Bogle らは費用としてネット

2020 年の報告からバイスタンダーによる AED

ワーク構築初期費及び維持整備費、モバイルデー

除細動実施率は全国で 5.1％であり依然として低

タ通信利用料及びパイロット人件費を考慮してい

1）

い水準であるという傾向は変わらない 。これら

ない。もう１点は気象条件であり、両モデルとも
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風雨を考慮していない。また Bauer らは便益と

合の ICER は 10,438 ドルであったが、CPR を

して追加で得られる生存年のみを設定しており、

実施したバイスタンダーが 100％除細動を実施

QALY に対して評価していない

17, 30）

。

このように、本モデルは先行研究より厳しい視

した場合は ICER が 1,376 ドルまで低減される
と示している 17）。

点から費用対効果評価を分析している点は、より

バイスタンダーによる AED 除細動実施の向上

現実に即しており評価に値すると考える。一方

について Sanfridsson らが 2019 年に発表した

で、カナダの夜間飛行の実証実験及び Bauer ら

研究が示唆を与えてくれる。この試験に参加した

は地方部のみで分析しているのに対し本モデルは

8 人の被験者（女性 50％、年齢 73-80 歳）はい

都市部を多く含む地域を想定しており、夜間飛行

ずれも過去 20 年以内に CPR 等の教育を受けた

の実現性や着陸の難易度等を検討できていない点

経験がなかったが、AED ドローンによる除細動

は限界である

24, 30）

。

実施をマネキンに対して実体験した結果、全員が

海外からの研究並びに本分析はそれぞれ限界が

この新しい技術に肯定的な意見を述べた。この研

あるものの相互に補完し合い一定の示唆を与えて

究でもカメラを搭載したドローンを採用してお

くれる。これらの結果を踏まえて、AED ドロー

り、被験者はスマートフォン越しに通信指令係か

ン導入に向けて検討すべき点をいくつか提言した

ら補助を受け CPR や除細動を実施したが、イン

い。

タビューから、通信指令係の補助が非常に重要で

まずは目撃した市民（バイスタンダー）による

あることが示唆された 37）。本邦においても既に

AED 除細動実施率の向上である。本モデルでは

導入されている救急救命士等による口頭指導を取

AED ドローンが飛行できる気象条件及び 5 分以

り入れる等 38）、ドローンの運用方法によっては

内に到達できるエリア内の場合、バイスタンダー

AED 除細動実施率の向上は期待できると考え

が AED ドローンによって除細動を実施する確率

る。

はベースケースにおいては 0.467 とし、感度分

費用対効果を向上させるもう一つの要因として

析においては 0.20 から 0.90 の幅を採用したが、

は初期費用にもある。本モデルでは環境省からの

AED ドローンがまだ実社会で運用されていない

委託による報告書からネットワーク構築初期費用

本邦においてこの変数を予測することは難しい。

を想定したが、ドローン機器購入費も重複して含

AED ドローンを初めて公表した Momont は

んだためその部分は低減できる可能性はある。た

機体にカメラやマイクを装備させるという構想を

だし、採用した 300 万円は「想定シナリオ」であ

持っていた。これらの機能により、パイロットが

り「検証実験シナリオ」では 900 万円と 3 倍の乖

遠隔で AED を運搬するのみならず、カメラにて

離があり、信頼性としては低い可能性がある 25）。

状況を確認し、マイクを通じてバイスタンダーに

また海外の調査だが Amazon Prime Air 導入の

AED 操作も含めた心肺蘇生法（CPR）を指示す

試算では 5 千万ドルが必要とされている 26）。全

ることができる 36）。仮にこれらの技術により

米を網羅するネットワーク構築と単純比較するべ

AED 除細動実施率を上げることができれば費用

きではないが、中央管理からの目視外遠隔飛行と

対効果の向上が期待できる。Bogle らの研究にお

いう点では共通しており、高度な情報通信システ

いても、基地局を 1,015 箇所とし CPR を実施し

ムが必要である。この試算においては費用の一部

たバイスタンダーの 50％が除細動を実施した場

としてソフトウェアを含んでいるが、本研究では

無人航空機（ドローン）を活用した自動体外式除細動器（AED）ネットワーク構築における費用対効果評価の分析 17

そのような情報通信システムの導入運用費用及び

ある。

システムエンジニアの人件費等を想定していな

なお本モデルにおいてはドローン飛行に関する

い。これらの限界点も踏まえて、今後の技術革新

事故等の不測の事態に関しては発生頻度の予測が

に伴う費用低減に期待しながら、いかに初期費用

困難なことから考慮していない点も課題として付

を低く抑えるかという観点が重要となる。

記する。またパイロットについては 24 時間体制

これら除細動実施率の向上及び初期費用の抑制

を維持する最低限の人数としたが、1 日 1 回未満

を考慮しながら、AED ドローンがより活躍する

の飛行との想定から、専属でなく他業務と兼務す

であろう地方部を想定しつつ、今後の導入に向け

れば人件費低減の可能性はある。

て検討する価値は十分にあることを本研究は示し

最後に、ドローン活用の法整備に関する課題に
ついて記述する。図 7 で示すように「人口集中

ていると考える。
なお人口カバー率に関しては国勢調査の小地域

地区の上空」等、特定空域を飛行させる場合は国

を基準としており大雑把であるという指摘は逃れ

土交通大臣の許可を得る必要がある。また飛行方

られない。一方で本モデルは雨天強風時には丸一

法についても制限が定められており「日中に飛行

日飛行不可という天候面ではかなり控えめな見積

させること」や「目視範囲内で無人航空機とその

もりを取り入れている。また世の中には防水性を

周囲を常時監視して飛行させること」等のルール

有するドローンが登場している

39）

。今後は天候

がある 40）。

の影響は技術の進歩とともに減少することが考え

このような状況の中、令和 3 年 3 月 9 日に「航

られ、費用対効果の向上が期待できる。更に本研

空法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され

究は据置型 AED を維持するという前提で分析さ

た。この中で目視外飛行については 2022 年度を

れているが、ドローンネットワークが構築されれ

目途に「有人地帯上空での補助者なし目視外飛

ば据置型 AED 数を削減できる可能性があり、既

行」の実現という政府目標達成に向けて機体認証

存の AED の整備及び交換等の費用を節減できる

や技能証明制度の創設、許可・承認手続きの合理

余地があることも導入においては考慮すべき点で

化等が盛り込まれた 41）。目視外飛行の実現に向

図7

無人航空機（ドローン等）の飛行の許可が必要となる空域のイメージ図

出典）国土交通省．無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール．航空．
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a 閲覧日：2021/5/16
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けた議論の加速化に期待したい。
目視外飛行の他にも私有地上空の飛行における
許諾等の課題もある 42）。また騒音規制法において
は 40〜70 デシベルに抑えるという制限があり 43）、
一般的なドローンが 60〜70 デシベル程度の騒音
を発することから

44）

、考慮すべき課題である。

このように実現に向けて検討事項は多いものの、

いた。加えて、ゼミに参加された皆様から多角的な指摘
及び示唆に富んだ助言をいただいた。更に日本医療経済
学会による「第 13 回若手研究者育成のためセミナー」
において発表の機会をいただいた。座長を務めていただ
いた京都大学の佐々木典子准教授、コメンテーターとし
てコメントいただいた慶應義塾大学の後藤励教授に、こ
の場を借りて深く感謝を表したい。
2021 年 7 月 5 日

AED ドローンの導入によって得られる便益等、
社会的意義が高いことから、今後議論をしていく
価値は十分にあると考える。
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Cost-Effectiveness Analysis of Automated External
Defibrillators (AED) Delivery by Drones
Tomoya Shirane＊
Abstract
According to the 2020 annual publication “Current State of First-Aid and Rescue”, the survival rate of
patients with Out-of-Hospital cardiac arrest (OHCA) who were rescued by Automated External Defibrillators
(AED) was 4.5 times higher than those who were not treated appropriately. On the other hand, the report
indicated that the rate of AED implementation by witness (bystanders) for OHCA was only 5.1％ . Meanwhile,
drones have been evaluated as the means of delivering medical equipment and goods. Therefore, the purpose
of this study is to evaluate the cost-effectiveness of developing AED drone network by a model analysis.
Assumed that the fire stations in Ibaraki Prefecture the drone bases, a decision tree model using Utstein data
from 2008 to 2012 was conducted. jSTAT MAP with the national census data was used for the model analysis.
The costs included in this study were the drone network infrastructure initial and maintenance fees, the drone
purchase and maintenance fees, the mobile network fees, and the pilot labor cost. The discount rate was set as
2.0％ per year.
As the base case from this model analysis, by considering the weather conditions and the population
coverage, 254.05 QALYs were additionally obtained in the environment where the drone network would be
available. The total cost was calculated as 1,632,527,863 JPY, and therefore ICER resulted in 6,425,928 JPY
per 1 QLAY. The sensitivity analysis showed that when one-month survival rates with AED were set to 0.350,
0.411, and 0.550 and drone-delivered AED defibrillation rates by bystanders were set from 0.20 to 0.90, ICERs
were 18,432,545 to 4,096,121 JPY, 15,004,541 to 3,334,342 JPY, and 10,538,521 to 2,341,893 JPY, respectively.
The result does not demonstrate that the drone network to deliver AED can be cost-effective for exceeding
5 million JPY as ICER, which is categorized as no price adjustment is required, set by Central Social Insurance
Medical Council . However, it might be worthy enough to consider the deployment of AED drone network by
carefully looking at the increase of AED defibrillation rate by bystander, the reduction of the initial cost and
the possibility of the flight under the rain condition by the technological advances, the reduced number of the
existing AEDs, and the non-dedicated pilot assignments. In the future, as the effectiveness and the safety of
AED delivery by drones are developed, discussions on legislation about AED drone network are expected to be
facilitated accordingly.
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