
１.はじめに

　麻疹は「はしか」とも呼ばれ、高熱と発疹を特
徴とし、まれに肺炎、脳炎や脳症を合併し死に至
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るウイルス性感染症である。たとえ罹患後に死を免
れたとしても、重度障害を残存することがある１-３）。
麻疹ワクチンの定期接種が実施される1978年４）

以前は、ウイルスの脅威的な感染力から、大半の
乳幼児が罹患する「命定めの病」として恐れられ
ていた１）。同年以降、ワクチンで予防可能な疾患
のひとつに位置づけられるようになり、年間罹患
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抄　　録

　近年、幼年期に麻疹ワクチン接種（以下「幼年期接種」）を済ませたにも関わらず麻疹に罹患する者が報告されている。
主な原因は、接種直後から抗体を認めない一次性ワクチン不全 （primary vaccine failure:以下「PVF」）と接種直後は抗体
を認めるものの経時的に低下する二次性ワクチン不全 （secondary vaccine failure:以下「SVF」）である。対策として、
2008年度から2012年度までの５年間に限り、中学１年生および高校３年生に相当する年齢（以下、順に「中学１年生」、

「高校３年生」）の未罹患者を対象として追加接種が実施されている。追加接種実施に期待する効果は、未罹患の未接種者
またはPVFないしSVFの者へ免疫を保持させ、罹患者数を減少させることである。一方、費用は、現在のワクチン接種費
用と副反応関連費用が発生するが、将来における麻疹関連費用の発生を防ぎ、結果的に減少させると考えられている。し
かし、乳幼児期が好発年齢である麻疹の場合、追加接種実施の費用対効果は追加接種年齢に強く影響されると考えられ、
投じた費用に見合った効果を得られない可能性がある。本研究の目的は、追加接種実施による費用増分が効果増分に見合
っているか否か、費用効用分析を用いて評価することとした。
　社会全体の立場から、追加接種を実施する制度（以下「新制度」）の実施しない制度（以下「旧制度」）に対する増分費
用効果比（incremental cost effectiveness ratio：以下「ICER」）を求め、社会が支払いを許容する上限額（willingness to 
pay：以下「WTP」）を基準に経済性を評価した。ICERの計算には決定樹とマルコフモデルを用いた。決定樹は接種直後の
免疫状態を分類するモデルであり、新制度では幼年期接種直後と追加接種直後の２回、旧制度では幼年期接種直後の１回
使用した。他方、マルコフモデルは罹患を推測するモデルである。マルコフモデルは、幼年期接種直後から追加接種年齢
直前までのモデルと追加接種年齢直後から50年間のモデルの２種類を作成した。まず、前者からは追加接種年齢直前の未
罹患者数を、後者からは追加接種年齢直後から50年間の罹患者数、重度障害者数と死亡者数を求めた。つぎに、前者から
は新制度におけるワクチン接種費用と副反応関連費用を、後者からは割引した麻疹関連費用と質調整生存年（quality 
adjusted life years：以下「QALYs」）を求めた。WTPは500万円/QALYに設定した。
　基本分析の結果、中学１年生のICERは5,651万円/QALY、高校３年生は28,323万円/QALYであった。ICERは500万円/
QALYを上回り、感度分析により基本分析結果の頑健性が示された。 
　中学１年生および高校３年生の麻疹未罹患者に対する麻疹ワクチン追加接種実施の増分費用効果比は、社会が支払いを
許容する上限額を上回ったため、経済性に優れた介入とはいえないと示唆された。 

キーワード：麻疹、追加接種、中学１年生、高校３年生、一次性ワクチン不全、二次性ワクチン不全、ICER （incremental 
cost effectiveness ratio）、WTP（willingness to pay）、マルコフモデル、QALYs（quality adjusted life years）
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者数は減少傾向にある４）。2002年現在、罹患者数
は年間30,000人から300,000人、うち60%は０歳か
ら４歳の乳幼児が占めると推測されている４）。と
ころが近年、高校生や大学生など、従来は罹患す
ると考えられていなかった年齢の集団罹患が報告
されている５）。集団罹患の場となった学校には同
年代の青少年が多数集まる。感受性保持者の密度
が高くなるため、罹患の可能性が高いと考えられ
る環境である６）。罹患者の大半はワクチン未接種
者が占める傾向にあるが４）、しばしば幼年期のワ
クチン接種�（以下「幼年期接種」）を済ませた者
からも報告されている６）。接種を済ませた者には
一次性ワクチン不全�（primary�vaccine� failure：
以下「PVF」）や二次性ワクチン不全�（secondary�
vaccine� failure：以下「SVF」）という者が存在
するからである。PVFとは接種直後から抗体を
認めない者をいう。他方、SVFとは接種直後は
免疫保持者と同量の抗体を認めるものの、ウイル
ス曝露によるブースター効果を得られないため
に、抗体が経時的に低下する者をいう７）。政府
は、乳幼児の感染症と考えられがちであった麻疹
を学校保健上の重要な感染症に規定した1,8）。二次
的な対策として、2008年度から2012年度までの５
年間に限り、中学１年生および高校３年生に相当
する年齢（以下、順に「中学１年生」、「高校３年
生」）の未罹患者を対象として、麻疹・風疹混合
ワクチン（以下「MRワクチン」）の追加接種が
実施されている５）。
　追加接種実施に期待する効果は、未罹患の未接
種者またはPVFないしSVFの者へ免疫を保持さ
せ、罹患者数を減少させることである。一方、費
用は、現在のワクチン接種費用と副反応関連費用
が発生するが、将来における麻疹関連費用の発生
を防ぎ、結果的に減少させると考えられている９）。
これが一般に、ワクチンは費用対効果に優れると
いわれている理由である10,11）。しかし、麻疹は乳

幼児ほど罹患しやすい感染症であるため、追加接
種実施の費用対効果は追加接種年齢に強く影響さ
れると考えられる。幼年期接種を出生時に実施し
たと仮定すると７）、中学１年生は幼年期接種から
12年、高校３年生は17年経過している。諸外国の
追加接種年齢を調査すると、未接種者および
PVF対策を重視する国では５歳から６歳ごろを、
SVF対策を重視する国では10歳ごろを対象とし
ている９）。我が国の追加接種年齢は諸外国に比べ
て高いため、追加接種対象者のうち罹患を予防で
きる者の割合は低いと考えられる。以上から、両
追加接種年齢に対して追加接種を実施する制度
（以下「新制度」）は実施しない制度（以下「旧制
度」）に比べて、罹患者数および麻疹関連費用を
減少させるものの、投じた費用に見合った効果を
得られない可能性がある。しかし、追加接種実施
の費用対効果を裏付ける研究は現在まで行われな
いまま、実施されているのが実状である。本研究
の目的は、追加接種実施による費用増分が効果増
分に見合っているか否か、医療経済学的手法によ
り評価することとした。

２.方法

（１）分析の枠組み
　分析の立場は社会全体とした。中学１年生およ
び高校３年生に対する麻疹ワクチン追加接種は定
期接種として扱われるため12）、ここでいう社会全
体とは国、市区町村、罹患者、介護者、保険者の
５者を指す。介入は麻疹ワクチン追加接種、対象
は中学１年生および高校３年生の未罹患者とし
た。分析手法には費用効用分析を用いた。費用
は、ワクチン接種費用、副反応関連費用、麻疹関
連費用とした。効果は、質調整生存年（quality�
adjusted� life�years：以下「QALYs」）を指標と
した。QALYsは異なる保健医療と比較可能な指
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標であり、効用値を用いて生存年を調整した値で
ある。モデルは、決定樹とマルコフモデル（以
下、決定樹とマルコフモデルを併せて「分析モデ
ル」）とした。推測期間は古島ら（2007）７）にな
らい、追加接種年齢から50年間とした。

（２）経済評価の方法
　費用効用分析の指標には、増分費用効果比
（incremental�cost�effectiveness�ratio：以下「ICER」）
を用いた。ICERは新制度の旧制度に対する費用
増分をQALYs増分で除することで求めた。指標
の評価は、一定のQALYs増分に対して社会が支
払いを許容する上限額（willingness�to�pay：以下
「WTP」）を基準とした。実際、WTPに絶対的な
基準は存在しないが、Shiroiwa,�et�al（2010）13）は
500万円/QALYをWTPのひとつと考えている。
本研究では、ICERが500万円/QALY以下ならば
新制度は旧制度に対して社会から許容されるほど
経済性に優れると評価した。他方、500万円/
QALYを上回るならば優れていないと評価した。

（３）分析モデルの作成
　本研究では、出生数100,000人の集団を想定し
た。幼年期接種は古島ら７）にならい、出生時に
実施したと仮定した。この仮定は、生後、母体か
らの移行抗体が減少し始めてから幼年期接種まで
の期間における罹患がなくなる点が現実と異なる。
しかし、乳児期の罹患者は通常、社会におけるウ
イルスの伝播に大きな役割を果たさないため、結
果には大きな影響を与えないと考えられる７）。追
加接種は早期接種が推奨されることから12）、中学
１年生または高校３年生に進級した直後に実施し
たと仮定した。分析モデルのうち、決定樹は接種
直後の免疫状態を分類するモデルである。他方、
マルコフモデルは罹患を推測するモデルであり、
１サイクルを１年として計算した。ただし、分析

モデルでの重度障害者と死亡者の扱いは結果に影
響を与える。本研究では、費用増分は最小、
QALYs増分は最大を想定した。具体的に、追加
接種は追加接種年齢において麻疹以外を死因とす
る者を除いた全員へ実施したと仮定した。麻疹罹
患後の重度障害者と死亡者は、ある年齢に達した
直後に罹患し一定の治療を施した後に１）重度障
害を保持または死亡するとした。
　第一に幼年期接種を出生時に実施したとして、
決定樹を作成した。第二に、幼年期接種直後から
追加接種年齢直前までのマルコフモデルを作成し
た。ここで未罹患者数を求め、新制度におけるワ
クチン接種費用と副反応関連費用を算出した。第
三に、追加接種を実施するとして、新制度に限っ
て決定樹を作成した。第四に、追加接種年齢直後
からその49年後までの50年間におけるマルコフモ
デルを作成した。ここで罹患者数、重度障害者数
と死亡者数を求め、麻疹関連費用とQALYsを算
出した。本研究では古島ら７）にならい、罹患の
性差はなく、接種後のブースター効果あるいは罹
患によって一度免疫を保持した者の抗体は低下し
ないと仮定した。以下に決定樹とマルコフモデル
の詳細を説明する。

①決定樹

　決定樹の第一の分岐は接種率である。第二の分
岐は接種者のうちPVFの者が占める割合（以下
「PVF発生率」）である。他方、非PVF発生率は、
接種者のうち接種直後に抗体を認める者の割合で
あり、換言すれば、接種者のうち接種後のブース
ター効果によって免疫を保持する者が占める割合
（以下「免疫保持発生率」）とSVFの者が占める
割合（以下「SVF発生率」）の和である。第三の
分岐は、先述のSVF発生率である。第四の分岐
は、前回接種からの経過年数と接種直前の免疫状
態である。なお、追加接種のSVF発生率は古島
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ら７）にならい、幼年期接種のSVF発生率と同じ
と仮定した（図１）。

②マルコフモデル

　感染症の罹患を推測する際には、集団を感受性
保持群、罹患群、免疫保持群の３群に分類するモ
デルが知られている７）。本研究では疾患特性を考
慮して次の６群、具体的には抗体低下群、感受性
保持群、罹患群、免疫保持群、重度障害群、死亡
群に分類した。SVFの者は、古島ら７）にならい、

接種の15年後に感受性を保持すると仮定した。し
たがって、抗体低下群とは、接種から14年後まで
のSVFの者であり、同15年後に感受性保持群へ
移行する群である。SVFの者はウイルスに曝露
されないので、抗体低下群は罹患しない。感受性
保持群とは未接種、PVF、接種から15年以上経
過したSVFであり、かつ未罹患者の群である。
罹患群とは一定の確率にしたがって感受性保持群
から移行する者の群である。なお、罹患群は一定
の治療を施された後１）、ただちに免疫保持群また

図１　決定樹
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図２　マルコフモデル
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は重度障害群ないし死亡群へ移行するとした。免
疫保持群とは接種後のブースター効果あるいは罹
患によって免疫を保持し、かつ罹患による重度障
害を保持しない者の群である。重度障害群とは罹
患後、一定の確率にしたがって重度障害を保持す
る者の群である。死亡群とは一定の確率にしたが
って他の５群から移行する者の群である（図２）。

（４）変数
①費用に関する変数

　使用するワクチンはMRワクチンとした。MR
ワクチンは麻疹と風疹の２疾患の罹患を予防する
ワクチンであるため、MRワクチン接種費用を麻
疹ワクチン接種費用とすることはできない。そこ
で、高橋ら（2006）２）にならい、麻疹ワクチン接
種費用はMRワクチン接種費用0.7万円の半額にあ
たる0.35万円とした。なお、追加接種対象者の接
種に伴う間接費用は、追加接種年齢が18歳未満の
ため、高橋ら（2002）３）にならい設定しなかっ
た。同伴する保護者の間接費用は、中学１年生お
よび高校３年生の同伴要件が例外的に緩和された
ため12）、設定しなかった。副反応関連費用は高橋
ら２）にならい発生しないとした。裏付ける証拠
として、中学１年生および高校３年生に対して
MRワクチンを接種した後、異常を訴えた者は存
在しなかった５）。
　麻疹治療は咳や発熱などの対症療法を行いなが
ら回復を待つ１）。麻疹はまれに重篤な疾患を合併
し、特に肺炎を合併すると入院治療を必要とする１）。
高橋ら３）はまず、一定期間における麻疹症例を
調査した。入院治療が必要だった症例は120症例、
外来治療のみで改善した症例は171症例であった。
そこで、麻疹症例に占める入院治療が必要だった
症例の割合（以下「入院比率」）は0.412（291人
のうち120人）とした。次に高橋ら３）は、直接費
用と間接費用を合算した麻疹関連費用を算出し

た。入院治療が必要だった症例の外来治療分も含
む麻疹関連費用（以下「入院麻疹関連費用」）は
30万円、外来治療のみで改善した症例の麻疹関連
費用（以下「外来麻疹関連費用」）は12万円であ
った。本研究では入院麻疹関連費用と外来麻疹関
連費用の加重平均値を求め、麻疹関連費用を
19.42万円とした。
　ワクチン接種費用および副反応関連費用は現在
の費用として発生する一方、麻疹関連費用は将来
罹患した時点で発生する。将来の費用は現在の費
用と価値が異なるため、費用効用分析では将来の
費用を現在の費用に割引く必要がある13-15）。具体
的には、追加接種年齢からt年後に罹患する場合、
割引率rを用い、t年後の麻疹関連費用を（１+r）t

で除して現在の費用に割り引いた。本研究におけ
る割引率はShiroiwa,�et�al�13）および朝日ら（2008）14）

にならい0.03とした。

②効果に関する変数

　新制度では、幼年期接種率が高くなると追加接
種実施の費用対効果が劣る可能性が指摘されてい
る16）。その理由は、追加接種対象者数に応じてワ
クチン接種費用と副反応関連費用が発生し、一方
で追加接種対象者のうち罹患を予防できる者の割
合が低下するためである。本研究においても幼年
期接種率が重要な変数となるが、我が国では接種
率の定義が明確ではない10）。本研究における幼年
期接種率は、平成18年度（2006年度）感染症流行
予測調査報告書17）を用い、追加接種年齢におい
て全数から接種歴不明の者を除いた人数を分母と
し、追加接種年齢までに接種済みの人数を分子と
して算出した10）。具体的に、中学１年生、高校３
年生の幼年期接種率は順に、0.981（161人のうち
158人）、0.930（71人のうち66人）とした。一方、
追加接種率は１とした。
　PVF発生率は、高橋ら３）にならい、接種直後
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に0.035（1,200,000人のうち42,000人）発生すると
した。SVF発生率は、罹患の予防に有効な抗体
を高感度に測定できる中和抗体法18）の結果を用
いた。具体的には、SVFを発生する抗体レベル
を中和抗体２倍以下のときと設定し９）、幼年期接
種後に中和抗体を認めた未罹患者のうち２倍以下
の者が占める割合（以下「抗体検査陰性率」）を
算出した。ただし、ウイルス非曝露環境下の中和
抗体は、陽性から陰性に転じる（以下「陰転」）
時期にばらつきが生じるため7,19,20）、検査時期を考
慮しなければならない。具体的に、陰転は早くて
接種の５年後、遅くて同14年後に起こると考えら
れている7,19,20）。そこで、接種の５年後から14年後
までの10年間においては、毎年一定割合のSVF
が陰転すると仮定した21）。この仮定のもとでは、
抗体検査陰性率は陰転開始からの経過年数に比例
する。陰転開始からの経過年数は中学１年生が７
年、高校３年生が12年である。前者は、陰転開始
から10年未満のためSVFの一部の者のみが抗体

検査で陰性を示すのに対し、後者は10年以上のた
めSVFの未罹患者全員が陰性を示す。高山ら
（2008）５）によれば、抗体検査陰性率は、前者0.143
（21人のうち３人）、後者0.176（17人のうち３人）
であった。抗体検査陰性率からSVF発生率への
換算は、前者の場合、まず抗体検査陰性率を７年
で除して１年あたりのSVF発生率を算出し、つ
ぎに10年を乗じてSVF発生率を0.204とした。後
者はそのまま0.176とした（図３）。
　罹患は、古島ら７）にならい、接触罹患者数、
罹患期間、罹患確率の積にしたがって発生すると
した。接触罹患者数とは、１年あたりにひとりの
感受性保持者が接触する罹患者数である。接触罹
患者数は、古島ら７）にならい、感受性保持者の
年齢が０歳から２歳のとき3,000人/年、３歳から
９歳のとき8,000人/年、10歳から14歳のとき6,000
人/年、15歳以降のとき1,000人/年とした。罹患
期間は、現実と異なり、他者への感染力を維持す
る期間と定義した７）。この定義は、潜伏と発症を

図３　SVF発生率の計算方法
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区別していないが、集団における伝播の分析には
感染力を維持する期間が重要となるために結果の
妥当性には影響を与えないと考えられる７）。具体
的に、罹患期間は瀬野ら（2005）�22）にならい9.0
日と設定し、接触罹患者数から感染力を維持する
者の人数へ換算するために用いた。罹患確率は感
受性保持者が罹患者との接触によって罹患する確
率である。瀬野ら22）は、感受性保持者と接触罹
患者の年代の組み合わせをもとに罹患確率を設定
した。しかし、現実には感受性保持者の社会環境
に存在する接触罹患者を特定し難い。そこで、感
受性保持者と接触する罹患者の年代は、学校保健
の観点から1,8）、感受性保持者と同年代と仮定した６）。

具体的に、感受性保持者の年齢が０歳から４歳の
とき1.3×10-３（35,182人のうち46人）、５歳から
17歳のとき2.5×10-４（90,289人のうち23人）、18
歳以降のとき3.3×10-６（694,529人のうち２人）
とした22）。
　麻疹罹患中の効用値（以下「罹患中効用値」）
は、Zwanziger,�et�al（2001）�23）にならい1.0とし
た。その理由は、麻疹罹患によって失うQALYs
は罹患後の障害および死亡によって発生すると仮
定したからである23）。麻疹罹患後の死亡率（以下
「麻疹死亡率」）は、高橋ら３）にならい1.0×10-４

（100,000人のうち10人）とした。一方、罹患後に
生存したとしても、合併症である脳炎・脳症は重

表１　変数

変数 基本値 下限値 上限値 文献No.
ワクチン接種費用 0.35（万円） 0.245 0.455 2,�3,�12
副反応関連費用 0（万円） － － 2
入院比率 0.412 0.355 0.469 3
入院麻疹関連費用 30（万円） 21 39 3
外来麻疹関連費用 12（万円） 8.4 15.6 3
幼年期接種率 　 　 　 　 　
　中学1年生 0.981 0.965 1.000 10,�17
　高校3年生 0.930 0.869 0.991 10,�17
PVF発生率 0.035 0.034 0.036 3
抗体検査陰性率
　中学1年生 0.143 0.000 0.306 5,�7,�9,�18,�19,�20,�21
　高校3年生 0.176 0.000 0.379 5,�7,�9,�18,�19,�20,�21
接触罹患者数
　0歳から2歳まで 3,000（人/年） 2,100 3,900 7
　3歳から9歳まで 8,000（人/年） 5,600 10,400 7
　10歳から14歳まで 6,000（人/年） 4,200 7,800 7
　15歳以降 1,000（人/年） 700 1,300 7
罹患期間 9.0�（日） 6.3 11.7 22
罹患確率
　0歳から4歳まで 1.3×10－3 9.3×10－4 1.7×10－3 1,�6,�8,�22
　5歳から17歳まで 2.5×10－4 1.5×10－4 3.6×10－4 1,�6,�8,�22
　18歳以降 3.3×10－6 0.0×10－6 6.9×10－6 1,�6,�8,�22
罹患中効用値 1.0 0.7 1.0 23
麻疹死亡率 1.0×10－4 3.8×10－5 1.6×10－4 3
脳炎・脳症発症率 6.7×10－4 5.9×10－4 8.3×10－4 3
重度障害残存率 0.3 0.189 0.481 3
重度障害効用値 0.1 0.07 0.13 23
平均余命 年齢ごとの値（年） － － 24
麻疹以外死亡率 年齢ごとの値 － － 14,�24,�25
割引率 0.03 　 0.00� 0.07� 13,�14
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度障害を残存する2,3）。罹患者のうち脳炎・脳症を
発症する者の割合（以下「脳炎・脳症発症率」）
は高橋ら３）にならい6.7×10-４（100,000人のうち
67人）とした。脳炎・脳症発症者のうち重度障害
が残存する者の割合（以下「重度障害残存率」）
も高橋ら３）にならい0.3（67人のうち20人）とし
た。重度障害の効用値（以下「重度障害効用値」）
はZwanziger,�et�al 23）にならい0.1とした。罹患後
の重度障害または死亡は、罹患年齢の平均余命か
ら罹患期間を減じた期間にわたり、重度障害また
は死亡状態が維持されることを意味する23）。平均
余命は、第20回生命表（完全生命表）24）から各年
齢における性別平均余命の加重平均値を算出した。
追加接種年齢からt年後のQALYsは（１+r）tで除
して現在価値とした。
　麻疹以外を死因とする死亡率（以下「麻疹以外
死亡率」）については、第20回生命表（完全生命
表）24）から各年齢における性別死亡率の加重平均
値を算出して用いた。本来、麻疹以外死亡率は、
死因簡単分類表25）を用い、年齢別死亡率から麻
疹を死因とする分類の死亡率を差し引いた値を変
数とする14）。しかし、当該分類は乳児にのみ存在
することから25）、本研究では無視することとした
（表１）。

（５）感度分析
　使用した変数の多くは一次資料から引用したた
め不確実性を伴う。変数については現実的に十分
な範囲で変動させる感度分析を行い、変動が
ICERに与える影響を検証した。第一に、変数を
個別に変動させる一元感度分析を行った。表１に
一元感度分析を行った変数および変動範囲の上限
値と下限値を示した。変動範囲は、原則として、
確率変数の場合は95%信頼区間、非確率変数の場
合は基本値の±30％とした14）。ただし、例外とし
て、割引率はShiroiwa,�et�al�13）にならい0.00から

0.07までとした。第二に、各変数を同時に変動さ
せる確率的多元感度分析を行った。確率分布は、
基本値および一元感度分析で用いた変動範囲の上
限値と下限値からなる三角分布とした26）。試行
10,000回26）の結果をもとに、横軸にWTP、縦軸
にICERがWTPよりも優れる確率（以下「許容
率」）をとり許容曲線を作成した。

（６）分析モデルの妥当性
　分析モデルから得た推測値を文献値と比較し、
分析モデルの妥当性を検証した。使用した指標は、
全年齢における罹患者数とそのピーク年齢群であ
る4,7）。比較のため、分析モデルの初期設定は、出
生数1,200,000人３）、旧制度、幼年期接種率とSVF
発生率については分析モデルに使用した高校３年
生のSVF発生率が抗体検査陰性率と一致する特
徴を考慮して順に0.930、0.176とした。全年齢に
おける罹患者数は、推測値が95,975人、文献値が
30,000人から300,000人であった４）。ピーク年齢群
は、推測値が０歳から４歳、文献値が０歳から４
歳であった４）�（図４）。推測値はある１年間に生
まれた者の年齢別罹患者数、文献値はある１年間
の年齢別罹患者数を積み上げた値である。すなわ
ち、推測値は時系列分析、文献値は横断面分析か
ら導かれた結果である。年齢別罹患者数という観
点から推測値は文献値と一致したため、分析モデ
ルの仮定や作成は妥当と考えられる。なお、麻疹
の罹患者数調査法は2008年１月を機に、定点調査
から全数調査へと変更された１）。全数調査結果と
比較するほうが妥当性をより正確に検証できると
考えられる。一方で、2008年度以降、麻疹ワクチ
ンの追加接種は中学１年生と高校３年生に加え、
小学校就学１年前の者に対して同時に実施されて
いる1,5,27）。分析モデルは、複数の追加接種年齢に
おける費用対効果を同時に分析できないため、従
来通りの定点調査結果と比較した。
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３.結果

（１）基本分析
　表２に、両追加接種年齢における人口、追加接
種対象者数、ワクチン接種費用増分、麻疹関連費
用増分、費用増分、重度障害回避によるQALYs
増分、死亡回避によるQALYs増分、QALYs増分、
ICERを示した。出生数100,000人あたりの推測値は、
中学１年生の場合、人口は99,552人、追加接種対
象者数は95,821人、ワクチン接種費用増分は
33,537万円、麻疹関連費用増分は－9,875万円、費
用増分は23 , 6 6 2万円、重度障害回避による
QALYs増分は2.691QALYs、死亡回避による

QALYs増分は1.496QALYs、QALYs増分は4.187�
QALYs、ICERは5,651万円/QALYであった。高
校３年生の場合、人口は99,480人、追加接種対象
者数は91,678人、ワクチン接種費用増分は32,087
万円、麻疹関連費用増分は－2,716万円、費用増
分は29,371万円、重度障害回避によるQALYs増
分は0.639QALYs、死亡回避によるQALYs増分は
0.398QALYs、QALYs増分は1.037QALYs、ICER
は28,323万円/QALYであった。

図４　年齢別罹患者数（推測値）

罹患者数（人）

年齢（歳）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

３歳　23,308（人）

中学１年生
1,337（人）

高校３年生
1,346（人）

表２　基本分析結果　中学１年生，高校３年生

出生数100,000人あたり
追加接種年齢 中学1年生 高校3年生
人口 99,552（人） 99,480（人）

追加接種対象者数 95,821（人） 91,678（人）
ワクチン接種費用増分 33,537（万円） 32,087（万円）
麻疹関連費用増分 －9,875（万円） －2,716（万円）
費用増分 23,662（万円） 29,371（万円）

重度障害回避によるQALYs増分 2.691（QALYs） 0.639（QALYs）
死亡回避によるQALYs増分 1.496（QALYs） 0.398（QALYs）

QALYs増分 4.187（QALYs） 1.037（QALYs）
ICER 5,651（万円/QALY） 28,323（万円/QALY）
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（２）感度分析
　各変数の変動範囲は標準偏差に基づいていない
ので、厳密には変数間のICER変動範囲を比較す
ることはできない。この点をふまえ、一元感度分
析の結果、ICER変動範囲が広い上位３変数を示
す。中学１年生の場合、抗体検査陰性率が2,304
万円/QALYから20,072万円/QALY、割引率が
2,093万円/QALYから13,325万円/QALY、罹患確
率５歳から17歳までが3,644万円/QALYから9,825
万円/QALYであった（図５）。高校３年生の場合、
抗体検査陰性率が12,454万円/QALYから640,633
万円/QALY、割引率が11,876万円/QALYから
58,383万円/QALY、接触罹患者数15歳以降が
20,643万円/QALYから43,849万円/QALYであっ
た（図６）。確率的多元感度分析と許容曲線作成
の結果、WTPが500万円/QALYのときの許容率
は、中学１年生の場合0.0018、高校３年生の場合

０であった（図7-9）。

４.考察

　基本分析の結果、両追加接種年齢における
ICERは500万円/QALYを上回った。一元感度分
析の結果、いずれの変数を変動させた場合でも
ICERの下限値が500万円/QALYを上回った。確
率的多元感度分析の結果、非許容率は、中学１年
生の場合0.9982、高校３年生の場合１であった。
したがって、両追加接種年齢に対する追加接種実
施は、不確実性を含めて、経済性に優れた介入と
はいえず、評価の頑健性は高いと示唆された。
　中学１年生および高校３年生に対する麻疹ワク
チン追加接種の実施検討にあたっては、幼年期接
種率を高く維持することが大前提である。その理
由は、乳幼児期ほど罹患しやすいという疾患特性

図５　一元感度分析結果　中学１年生
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図６　一元感度分析結果　高校３年生
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図７　確率的多元感度分析結果　中学１年生
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図８　確率的多元感度分析結果　高校３年生
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図９　許容曲線　中学１年生，高校３年生
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表３　小学校就学１年前の者の場合
出生数100,000人あたり

追加接種年齢
小学校就学1年前の者
幼年期接種率0.950
SVF発生率0.176

人口 99,622（人）
追加接種対象者数 94,703（人）
ワクチン接種費用増分 33,146（万円）
麻疹関連費用増分 －25,204（万円）
費用増分 7,942（万円）

重度障害回避によるQALYs増分 7.052（QALYs）
死亡回避によるQALYs増分 3.919（QALYs）

QALYs増分 10.971（QALYs）
ICER 724（万円/QALY）

より、幼年期接種率が低ければ低年齢層での罹患
を予防できないためである。幼年期接種実施から
発生する抗体検査陰性率は、一元感度分析の結
果、ICERの変動範囲が広い変数と示唆された。
抗体検査陰性率算出の根拠となった高山ら５）の
標本数は中学１年生21人、高校３年生17人と小さ
い。標本数はICERの変動範囲を決定する一因で

あるが、先行研究は高山ら５）のほかに存在しな
い。抗体検査陰性率は費用対効果の観点から慎重
に評価すべき変数であり、かりに高山ら５）より
も高い抗体検査陰性率が報告された場合、追加接
種実施を検討する必要がある。
　中学１年生と高校３年生を対象とした追加接種と
並行し、2006年度より、小学校就学１年前の者に対
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する追加接種が実施されている。前二者は５年間
の時限措置であるが、後者は継続措置である1,5,27）。
かりに同じ分析モデルを用いて小学校就学１年前
の者への追加接種実施のICERを算出した。幼年
期接種率は目標値の0.9501）、SVF発生率は抗体検
査陰性率と一致する高校３年生の0.176を用いた。
出生数100,000人あたりの推測値は、人口は99,622
人、追加接種対象者数は94,703人、ワクチン接種
費用増分は33,146万円、麻疹関連費用増分は�
－25,204万円、費用増分は7,942万円、重度障害回
避によるQALYs増分は7.052QALYs、死亡回避に
よるQALYs増分は3.919QALYs、QALYs増分は
10.971QALYs、ICERは724万円/QALYであった
（表３）。小学校就学１年前の者に対する追加接種
実施は、500万円/QALYを基準とした評価では経
済性に劣るものの、中学１年生および高校３年生
と比較すると経済性に優れると示唆される。主な
理由は二つあり、第一に、比較的接触罹患者数が
多く罹患確率が高い５歳から９歳ごろの罹患を予
防できるためである。第二に、ある追加接種対象
者への効果がSVFであっても、抗体低下群から
感受性保持群へ移行する接種15年後の年齢は20歳
であり、20歳以降は接触罹患者数が少なく罹患確
率が低いためである。このように、最も経済性に
優れた追加接種年齢を見出していくことが可能で
ある。限りある資源の有効利用が重要な課題であ
る現在、その年齢の存在は注目に値する。
　経済性と同時に忘れてならないのは公平性の観
点である。異なる年齢や疾患に対して資源配分を
決定する際に費用効用分析の結果のみをもって評
価すると、費用対効果的な対策を講じていない対
象者への資源投入が常に後手に回る。具体的に
Drummond,�et�al� 28）は、より優れたICERを示す
保健医療に投資することは公平の原則に反する場
合がある、と指摘している。本研究においては、
中学１年生および高校３年生に対する追加接種実

施は経済性に優れていないと評価したが、当評価
は麻疹ワクチン自体の経済性を否定するものでは
ない。なぜなら、ICERを構成するワクチン接種
費用と副反応関連費用は追加接種対象者数、すな
わち未罹患者数の関数として表されるからであ
る。追加接種対象者を未罹患者からさらに絞り込
めば、ICERが優れる可能性がある。新制度の追
加接種対象者には未罹患の免疫保持者を含む。そ
れには、未罹患のPVFないしSVFの者を未罹患
の免疫保持者と区別し難い背景がある。しかし、
追加接種実施前に抗体検査を実施すれば、未罹患
者からさらに絞り込むことが可能である。そこ
で、SVF発生率が抗体検査陰性率と一致する高
校３年生を例に費用最小化分析を試みた。未罹患
者の全員にX万円の抗体検査を実施し、抗体検査
陰性の者を対象として追加接種を実施する制度を
想定した。未罹患者のうち免疫保持者が占める割
合は0.739（0.930×（１－0.035）×（１－0.176））であ
った。ICERがより優れるときのXは次の不等式
で計算した。ただし、抗体検査実施から判定まで
に要する時間は捨象した。

X×１+0.35×（１－0.739）+０×（１－0.739）＜�
0.35×１+０×１

　左辺は抗体検査を実施する制度、右辺は新制度
である。左辺の第一項は抗体検査費用、第二項は
ワクチン接種費用、第三項は副反応関連費用、右
辺の第一項はワクチン接種費用、第二項は副反応
関連費用を示す。上式をXについて解くと、

X＜0.26

　したがって、抗体検査費用が0.26万円未満なら
ば、追加接種実施前の抗体検査実施は費用対効果
的な対象の絞り込みになると示唆された。
　費用対効果的な対策のためには、厳密にはマク
ロの費用ではなく可能な限りミクロ化した費用の
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検討が必要である。麻疹ワクチン接種費用は高橋
ら２）の仮定を踏襲してMRワクチン接種費用の半
額にあたる0.35万円と設定し、不確実性は感度分
析にて評価したが、妥当性の検証が望まれる２）。
副反応関連費用は発生しないとしたが２）、発生を
示唆する文献も存在する29）。かりに副反応関連費
用が発生する場合、ICERはより劣った値を示す。
副反応関連費用の発生は本研究の論理的整合性を
損なわないが、ICERは異なる保健医療と比較可
能な指標であり、費用効用分析の発展のためには
重要視すべき費用といえる。麻疹関連費用は罹患
者の年齢によらず一定としたが３）、成人の罹患者
は小児に比べて重症とする文献６）が存在するこ
とから、成人の麻疹関連費用は小児に比べて高い
可能性がある。麻疹の重症度を測る指標として
は、肺炎、脳炎や脳症などが活用可能である。そ
の他、重症度の指標に、遅発性の亜急性硬化性全
脳炎（subacute�sclerosing�panencephalitis：以下
「SSPE」）があるが、本研究では高橋ら2,3）と異な
り分析に含めていない。SSPEは年間５症例から
10症例程度報告され、発症者の多くは１歳未満の
ときに麻疹に罹患した者だといわれている30）。本
研究の目的は追加接種実施の経済評価であるため、
追加接種年齢以前の罹患については自ずと分析の
対象外となる。しかし、１歳未満の者に対する追
加接種の実施検討にあたってはSSPEを考慮した
分析モデルを作成する必要がある。たとえ重症度
が等しくても、治療プロセスによって罹患者の予
後が異なると予想される。小児科医と異なり麻疹
を見慣れない内科医は麻疹を蕁麻疹などと誤診す
る可能性が危惧されるため31）、治療プロセスを分
析モデルに組み込む検討が必要と考えられる。効
用値の文献は日本に存在しないためZwanziger,et�
al23）にならい短期の効用値低下を無視した。具体
的に、罹患中効用値を1.0とした点には議論の余
地があるが、感度分析にて評価したため結果は妥

当と考えられる。
　本研究における限界と今後の課題を述べる。第
一に、麻疹ワクチンは、原則、風疹ワクチンと同
時接種するが、本研究では風疹ワクチンの経済評
価を行っていない点である。風疹ワクチンの経済
評価には罹患のほか、先天性風疹症候群またはそ
れを恐れての人工中絶を含める必要があり、麻疹
ワクチンと異なる分析モデルが想定される２）。第
二に、追加接種対象者には接種不適当者や接種要
注意者が存在するが、考慮していない点である。
接種不適当者とは接種を受けることが適当でない
者をいう。他方、接種要注意者とは、健康状態お
よび体質を勘案して接種の可否を慎重に判断した
後、保護者に対する十分な説明を必要とする者を
いう32）。第三に、中学１年生のSVF発生率を算出
する際に、抗体検査陰性率は陰転開始からの経過
年数に比例すると仮定した点である。感度分析に
使用した抗体検査陰性率の変動範囲は、古島ら７）

が推測したSVF発生率0.1から0.3に相当する変動
範囲を含むが、実際は、過大または過小評価して
いる可能性がある。第四に、数理モデルにおける
推測の常として、分析モデル作成における仮定が
変更されると、ICERの値ひいてはWTPを基準と
した評価も変更される可能性がある。ICERがよ
り劣る例は接種対象者の拡大である。事実、2008
年度の罹患者数は11,007人であり33）、減少傾向に
ある。一方、ICERがより優れる例は先述の通り、
高山ら５）よりも高い抗体検査陰性率の報告である。
疫学特性に関する知見が蓄積されるに応じて、分
析モデルの再検討を行う必要がある。第五に、経
済性の観点から分析した点である。国際的な感染
症の移動が警戒される現在、麻疹対策に遅れをと
っている我が国は、麻疹排除に成功した諸外国か
ら批判を受けている1,31）。麻疹を排除するために
は、経済性に劣る制度であっても実施する場合が
あると考えられる。
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５.結論

　本研究では、中学１年生および高校３年生の麻
疹未罹患者に対する麻疹ワクチン追加接種実施の
増分費用効果比を算出した。両増分費用効果比は
社会が支払いを許容する上限額を上回ったため、
経済性に優れた介入とはいえないと示唆された。
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 Economic evaluation of supplemental measles 
immunization at the 7th and 12th grades in Japan

Hironori�Inoue＊

Abstract

 Recently, there have been reports in Japan of measles infection among individuals who had been vaccinated 
against the disease in their childhood. Possible reasons for such reinfection are : 1) primary vaccine failure (PVF), 
the failure to develop immunity after vaccination; and/or 2) secondary vaccine failure (SVF), a decrease in immunity 
due to waning antibodies after vaccination. In response to these cases, the Japanese government has decided to 
provide supplemental measles immunization for non-infected children in the 7th grade and 12th grade for 5 years 
starting in 2008. Vaccines are one of the most cost-effective interventions in health programs, and this policy is 
expected to reduce the number of measles patients. However, the cost-effectiveness of supplemental immunization 
greatly depends on the age at which it is administered. The present study aims to evaluate the cost-effectiveness of 
supplemental measles immunization at the 7th and 12th grades compared with the absence of supplemental 
immunization.

In the present study, cost-effectiveness is measured by the incremental cost effectiveness ratio (ICER), which 
denotes the necessary cost of 1 year of good health. Costs are measured in terms of the social health expenditures , 
and health effects are represented by quality adjusted life years (QALYs). A decision tree and a Markov model were 
developed to estimate the costs and health effects associated with the supplemental immunization. The time horizon 
was set at 50 years, and a discount rate was adopted. We then adopted the criterrion that the intervention is cost-
effective if the ICER is less than the willingness to pay (WTP), which was 5 million yen per QALY gained.

In the base-case analyses, the ICER at 7th grade was estimated to be 56.51 million yen per QALY gained, and that 
at 12th grade was 283.23 million yen per QALY gained. In both cases, the costs per QALY gained remained over the 
cost-effectiveness threshold. The sensitivity analyses confirmed the robustness of these results.

The present study thus indicates that supplemental measles immunization vaccine at the 7th and 12th grades is not 
a cost-effective public health intervention in Japan.

［Keywords］ measles, supplemental immunization, 7th grade, 12th grade, PVF (primary vaccine failure), SVF 
(secondary vaccine failure), ICER (incremental cost effectiveness ratio), WTP (willingness to pay), Markov model, 
QALYs (quality adjusted life years)
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