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録

医療技術の経済評価においては、その標準的な方法論は確立してきているが、歴史的な経緯から各国の医療制度が種々
の形態をとっているために、どのように制度の中で活用できるかは、各国の状況に大きく依存する。
わが国においては、1992年から、新薬の薬価申請時に「医療経済学的評価資料」の添付が認められている。現時点では、
新薬の価格算定における薬剤経済学研究の取り扱いルールが明確でなく、データを提出しても薬価への反映は明確でない。
一方で、世界的には欧米諸国だけでなく、韓国やタイといったアジア諸国でも医療経済評価を活用する国々が現れはじめ、
国際的に見てもわが国の取り組みは残念ながら後れをとっている。
そこで本調査では、日本における制度的な応用可能性を検討するために、2011年２月から３月にかけて、医療経済評価
を用いている代表的な７カ国（イギリス、スウェーデン、オランダ、カナダ、オーストラリア、韓国、タイ）を対象とし
て、現地の医療技術評価（Health Technology Assessment:HTA）機関への調査を行った。
調査した主なHTA機関は以下の通りである。（１）イギリス：National Institute for Health and Clinical Excellence
（NICE）
,（２）スウェーデン:Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket（TLV, Dental and Pharmaceutical Benefits Board）
,
（３）オランダ: College voor zorgverzekeringen（CVZ, Healthcare Insureance Board）
,（４）カナダ：Canadian Agency
for Drugs and Technologies（CADTH）,（５）オーストラリア：Pharmaceutical Benefits Advisory Committee（PBAC）,
（６）韓国：Health Insurance Review and Assessment Service（HIRA）
,（７）タイ：Health Intervention and Technology
Assessment Program（HITAP）。各国のインタビューでは統一した質問票を用いて、主に（１）各国の医療制度・薬価制
度、（２）HTA組織の概要、（３）医療経済評価の実施方法、
（４）医療経済評価の政策への活用方法について、事前に作成
した質問紙を用いて半構造化されたインタビューを行った。
次にそれらの結果を受けて、わが国の制度における医療経済評価の活用方法について、生じうるメリット・デメリット
とともに検討した。我々が検討したのは（１）保険償還や償還範囲の設定、
（２）新薬の薬価算定、
（３）既収載薬の薬価
改定、（４）ガイダンスでの活用である。
ただし、本検討における実施可能性等は慎重に考慮しなければならない。今後も医療経済評価の政策への応用に向けて、
継続的に議論を重ねて行く必要があるだろう。諸外国の経験から学ぶべきところは多く存在するはずであり、本調査がそ
のような議論の出発点となりうるものと考えられた。
キーワード：医療経済評価、医療技術評価、NICE、薬価制度、医薬品償還制度
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背景
多くの先進諸国では医療技術の高度化や高齢化
の進展にともなって、医療費の増加は社会的な課
題となっている。一方で、かつてのような高い経
済成長率を確保することも難しく、医療資源の制
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約に直面する中で、医療技術の経済性を評価する

国の制度における医療経済評価の活用方法につい

ことはその重要性を増してきている。医療技術の

て、生じうるメリット・デメリットとともに検討

経済評価においては、その標準的な方法論はおお

した。

すじで確立してきているものの、歴史的な経緯か
ら各国の医療制度が種々の形態をとっているため
に、どのように制度の中で活用できるかは、各国
の状況に大きく依存する。

方法
2011年２月から３月にかけて、７カ国（イギリ
ス、スウェーデン、オランダ、カナダ、オースト

わが国においては、1992年から、新薬の薬価申

ラリア、韓国、タイ）のHTA機関を調査し、イ

請時に「医療経済学的評価資料」の添付が認めら

ンタビューを行った（ただしカナダは電子メール

れている。しかし、現時点では、新薬の価格算定

でのインタビューである）。医療経済評価データ

における薬剤経済学研究の取り扱いルールが明確

の意思決定への活用度合いに加えて人口や経済規

でなく、データを提出しても薬価への反映は明確

模など国としての影響力の大きさを考慮して対象

でないため、次第に製薬企業側も提出を行わなく

とする国々を決定した。これら７カ国では一部な

1）-3）

なってきている

。

いしは原則すべての医薬品の償還時に医療経済評

しかし、世界的には欧米諸国だけでなく、韓国

価の提出を義務づけており、その情報を医薬品償

やタイといったアジア諸国でも医療経済評価を活

還の是非等に活用している。訪問した主なHTA

用する国々が現れはじめ、国際的に見てもわが国

機関は以下の通りである。
（１）イギリス：National

の取り組みは残念ながら後れをとっている。医療

Institute for Health and Clinical Excellence

経済評価には種々の課題はあるものの、医療技術

（NICE）
,（２）スウェーデン：Tandvårds-och läke

の「価値」と「価格」を定量的に評価できるツー

m e d e l s f ö r m å n s v e r k e t（ T L V , Denta l a nd

ルであり、適切に活用できれば医療における費用

Pharmaceutical Benefits Board）,（３）オランダ：

対効果の改善や意思決定の明確化に貢献できるか

College voor zorgverzekeringen（CVZ, Healthcare

もしれない。また、「医療」という分野の特殊性

Insureance Board）
（４）
,
カナダ：Canadian Agency

は慎重に考慮しなければならないが、保険料や税

for Drugs and Technologies（CADTH）,（５）オ

金という公的な資金が投入されている以上、その

ーストラリア：Pharmaceutical Benefits Advisory

結果得られるであろうアウトカムについて、今後

Committee（PBAC）
（６）
,
韓国：Health Insurance

はいっそうの説明責任が生じることは避けられな

Review and Assessment Service（HIRA）
（７）
,
タ

いだろう。

イ：Health Intervention and Technology

そこで本調査においては、医療経済評価を政策
に応用している代表的な７カ国（イギリス、スウ

Assessment Program（HITAP）。
各国のインタビューでは統一した質問票を用い

ェーデン、オランダ、カナダ、オーストラリア、

て、本論文の著者たちにより主に（a）各国の医

韓国、タイ）を対象として、現地の医療技術評価

療 制 度・ 薬 価 制 度、（b）HTA組 織 の 概 要、（c）

（Health Technology Assessment：HTA） 機 関

医療経済評価の実施方法、（d）医療経済評価の

への訪問調査を行い、各国がそれぞれの医療制度

政策への活用方法について、事前に作成した質問

の中でどのように医療経済評価を活用している

紙を用いてインタビューを行った。カナダにも同

か、調査を行った。またその結果を受けて、わが

様、質問紙を送付した。
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インタビュー時間は２時間程度、各機関ともイ
ンタビュイーは同時に１～数名程度であった。イ
ンタビュイーは各HTA機関におけるスタッフ、
多くは医療経済評価の専門家であり、医療経済評
価の実施プロセスについては精通していた。イン
タビュー結果はICレコーダーによって記録し、
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結果
１. 各 国の医療システム・薬価システムにつ
いて（表１）
（１）イギリス
イギリスはNational Health Service（NHS）と

本研究では音声をテキスト化したものを用いて結

呼ばれる国営医療によって医療が供給されてお

果をまとめた。インタビューを補う形で、文献調

り、財源は基本的に税である。ただし、国民保険

査等の結果も含まれている。

制度も存在し、NHS財源の20％弱はこの社会保

また、各国で実際にどのような意思決定を行っ

険料となっている。国民保険制度からは現物給付

ているか、２つの薬剤を具体例として調査した。

を行うNHSと異なり年金や疾病による休業給付、

１つは高額な抗癌剤の代表として、転移性腎細胞

出産手当金など現金給付がなされる。GPや病院

癌に対するスニチニブ、もう１つは慢性疾患の医

での診療の他に、歯科や外来処方薬、眼鏡もカバ

薬品として長時間作動型インスリン（インスリン

ーされている。民間病院での診療などNHSの給

グラルギン、インスリンデテミル）である。スニ

付範囲以上の医療を望む場合は民間保険に加入す

チニブは高額な抗癌剤であり、その治療効果は必

る（医療費に占める割合は３～４％ほど）。

ずしも大きくはないとされる。一方の長時間作動

イングランドでは、現在150前後あるPrimary

型インスリンは通常のインスリンアナログと比べ

care trust（PCT）が保健省から予算の配分を受

て価格は高いが、注射や低血糖の頻度を減らすこ

け、管轄地域内での医療サービスの供給（GPの

とができる。しかし、有効性は旧来のインスリン

確保、病院等との契約など）を行っている5）。PCT

治療と同等とされている。両者は各国の医療経済

は保健省のほか、イングランドに10あるStrategic

評価において課題となることの多い医薬品であ

Health Authority（SHA）による管理を受ける。

る。

イ ギ リ ス の 薬 価 はThe Pharmaceutical Price

日本での政策応用に関する検討は、上記の国外

Regulation Scheme（PPRS） と 呼 ば れ、 製 薬 企

におけるHTA機関訪問結果を受けて共著者らで

業は利益率規制を受けるが、薬価収載時の価格は

複数回の議論を行い、その結果をとりまとめた。

製薬企業側が決定できる。ただし、値上げ等には

為替レートは日銀による裁定外国為替相場

規制があり、また政府から値下げの要請がなされ

（2011年４月現在）とアメリカ合衆国通貨に対す
る市場実勢相場を用いて算出した 。それぞれ１
4）

ポンド＝134円、１スウェーデンクローナ＝13円、

る場合もある。原則として５年ごとに改定され、
直近では2009年に新たなPPRSが合意された。
ただし、現在のキャメロン保守党政権はNHS

１ユーロ＝113円、１カナダドル＝84円、１オー

の大幅改革を検討しており、PCTやSHAに加え

ストラリアドル＝84円、100韓国ウォン＝7.4円、

てPPRSも2013年度末に廃止予定である。これは

100タイバーツ＝271円であった。

利益率を規制するPPRSでは必ずしも価格に「医
薬品の価値」が反映されていないことに対する批
判やNICEによる薬剤の償還制限が課題となって
いるためである。
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各国の医療制度の概要

GDP per capita
（2010, PPP）
GDPにしめる
医療費割合
（2008）
高齢化率
（% 2007）
主な財源
公的医療
保障制度の
給付範囲外
薬価収載時の
価格決定主体*１
海外価格の
参照

医療費の
自己負担

薬剤費の
自己負担

イギリス

スウェーデン

オランダ

カナダ

オーストラリア

韓国

タイ

日本

34,920

38,031

40,765

39,057

39,699

29,836

9,187

33,805

8.7

9.4

9.9

10.4

8.5

6.5

-

8.1

16.0

17.4

14.6

13.4

13.1

9.9

-

21.5
保険料

税金

税金

保険料

税金

税金

保険料

税金、
保険料

-

-

政府により
定められる

外来処方薬

-

-

外来処方薬

-

製薬企業

製薬企業

製薬企業、
政府

製薬企業

政府

政府

製薬企業

政府

イギリス、
ニュージーランド

なし

なし

アメリカ、イ
ギリス、フラ
ンス、ドイツ

GPや公立病院（入院・
外 来 ） は 無 料。 民 間
病院は点数のうち入
院75%、外来85%が給
付される。*２

外 来30%、入
院20%。65
歳以上やが
んなど一部
疾患は10%。

なし

30％。高齢者
は10～20％。

同上

同上

同上

なし

なし

フ ラ ン ス、ド イ
イ ギ リ ス、
ツ、イタリア、ス
ド イ ツ、フ
ウ ェ ー デ ン、ス
ラ ン ス、ベ
イス、イギリス、
ルギー
アメリカ

１回の診察あたり100
～200クローナ、入院 免責金額が
なし
時 の 上 限 は １ 日80ク 170ユ ー ロ
ローナ。年間900クロ （2011年）
ーナが上限。
処方薬は年間900クロ
１薬剤7.1ポ
ーナまで100%自己負
ンド（2008
担。次第に自己負担率
同上
年）の定額
が減り、4300クローナ
払い。
を超過した分は無料。

なし

入 院 薬 は 無 料。 処方あたり34.2オース
処方薬は州や民 ト ラ リ ア ド ル、 高 齢
間保険により異 者などは5.6オースト
なる*３。
ラリアが上限。*４

１：一定の規制（価格規制・利益率規制等）の下で製薬会社の申請価格を薬価とする場合は、「製薬企業」とした。
２：ただし医師からの請求額と償還価格の差は自己負担である。追加費用を取らない場合をBulk billingと呼び、診療所や病院ごとにどちらの支払
いか（追加費用を取るか、取らないか）に分かれている。
＊
３：例えばOntario州の高所得高齢者は免責が年間100カナダドル、その後は１処方ごとに6.1カナダドルとなっている。
＊
４：自己負担の上限が1317.2オーストラリアドル（11万円）に達した場合、以降は, 5.6オーストラリアドルとなる（高齢者等は336ドル以降は
無料）
。
＊
＊

（２）スウェーデン

を与えうる医薬品であること」「価格を上昇させ

スウェーデンでは医療の現物給付は税方式であ

ないとスウェーデンの医薬品市場から撤退する危

り、供給はランスティング（県）とよばれる地方

険性が高いこと」などの条件がありハードルは高

自治体単位で行われている。一方で、病気による

い。2002年の新薬剤給付法により、後発品が存在

休業手当などの現金給付の財源は社会保険であ

する場合、薬局は最も安い価格の医薬品を処方し

る。民間保険は休業手当の上乗せ等として機能し

なければならなくなった。

ており、多くが使用者負担である。
国が薬価を定めるのは通常は外来での処方薬の

（３）オランダ

みであり、病院内で用いられる医薬品は病院が製

オランダは2006年より医療保険を一元化し強制

薬企業と交渉して決定する。市場をゆがめること

加入の国民皆保険が成立したが、保険の供給者は

の懸念から、TLVは薬価の交渉は行わないこと

民間企業（保険会社）であり、政府は標準的な基

をポリシーとしており、薬価は、原則として企業

本給付のパッケージのみを決定する6）。例えば、

の届け出価格がそのまま認められる。企業が価格

基本給付パッケージには代替医療や18歳以上の歯

を下げることは容易であるが、価格を上昇させる

科治療、ガイドラインに従わない（特に軽度の）

場合は、
「患者の生命や将来の健康に重大な影響

抗うつ剤治療、22歳以上の低用量ピル・IUDなど

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討

図１ ヨーロッパにおける医療経済評価の活用状況
■原則すべて/一部の医薬品
で償還のために医療経済評
価の提出が必須の国
■医療経済評価が医薬品償還
時に任意提出できる、ない
しは要求されることがある
国
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なる。参照価格はイギリス、ドイツ、フランス、
ベルギーの４カ国の薬価に基づき政府が決定す
る。一方で、代替可能な薬剤が存在しない場合
は、List 1bに分類され自由価格である。上市後
に価格を変化させてもよい。List 1bに収載した
い 場 合 は（a）Therapeutic value（ 治 療 上 の 価
値 ）、（b）Cost-effectiveness（ 費 用 対 効 果 ）、（c）
Budget impact（予算規模）を提出しなければな
らない。適応や使用法に特殊な条件のついたもの
はList ２となる。例えば腎細胞がん治療薬のス
ニチニブはList 1bでありかつ2006年にはインタ
ーフェロン後の二次治療として使用すべき、とい
う条件がついていたのでList２とされる。
類似薬が登場すると、新たに参照価格のカテゴ
リーが定められ、List 1bからList 1aに移行する。
List 1bの間は高額であるがList 1aに入ると一般
的に値段が下がることになる。

の避妊治療は含まれていないので、それらをカバ
ーするためには民間保険を購入する必要がある。

（４）カナダ
医師の提供するサービスに対して、カナダには

追加給付の範囲等については各民間保険会社によ

税方式による“Medicare”と呼ばれる医療保障

ってばらつきがある。保険料は定額部分（約1100

制度がある。ただし、単一のシステムではなく州

ユーロ/年）と所得比例部分（被用者約６％）か

（province）と準州（territory）ごとにプランは

らなり、定額部分は保険者によって保険料が異な

異 な っ て い る。 病 院 用 医 薬 品 はCanada Health

っている。定額部分は各民間保険者に直接納めら

Actに基づきMedicareでカバーされるが、処方薬

れるが、所得比例分はCVZを通じて民間保険会

はMedicareによってカバーされないため、多く

社間のリスク調整（加入者のリスク構造に応じた

の人々（約55％）は民間保険を通して処方薬にア

再配分）に用いられる。

クセスしているが、各州では処方薬を提供する公

オランダでは病院内でのみ用いる医薬品は、統

的保険も提供している。ただし、アルバータ州や

一した薬価はつけず、病院と卸（ないしは製薬企

ブリティッシュ・コロンビア州のように希望者に

業）との交渉で決定する。通常の医薬品は包括払

はdrug planを提供している州とオンタリオ州の

いの枠内に入るが、高額な医薬品は包括の外に位

ように条件を満たす集団（65歳以上など）にのみ

置づけられる。

drug planを提供している州がある7）。また連邦レ

一方で外来医薬品は、以下のように区分され薬
価が定められる（図２）。代替可能な薬剤がある
場合はList 1aに分類され、これらは参照薬価と

ベルでは、原住民や退役軍人、連邦警察官などを
対象にした処方薬のプランも存在する。
薬価は原則として、製薬企業が決定できるが、
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図２

オランダの薬価分類
GVZ
（Geneesmiddelenvergoedingssyteem, Medicine reimbursemement system）

入院用医薬品

外来医薬品

高額でない

高額

代替薬あり

代替薬なし

処方条件付

DRG に
含まれる

DRG に
含まれない

List 1a

List 1b

List 2

参照価格

自由価格

1aか1bかに
よって決まる

＊

＊

医薬品卸や製薬企業と価格交渉
：オ ラ ン ダ 版 のDRGはDBC
（diagnose-behandeling-com
binatie : diagnosis-treatmentcombination）と呼 ば れ る。
１件あたりの包括支払い方式。
＊

・治療上の価値
・費用の予測
・効率性
・４年後の再評価

・治療上の価値
・費用対効果
・Budget impact

連邦政府は過剰に高額（excessive）でないか規

適用が認められていないが、民間病院の入院料等

制している。過剰に高額かどうかの評価は、the

はメディケアでなく民間保険でカバーされる。

Patent Medicine Prices Review Board

PBSに お け る 薬 価 はPharmaceutical Benefits

（PMPRB）が行う。PMPRBは、用量変更等の場合

Pricing Authority（PBPA）によって決定される

（category １） や 類 似 薬 の あ る 新 薬（category

が、PBACも費用対効果の検討過程で一定の影響

３）は既存の医薬品との比較、類似薬のない新薬

力を持っている。PBACで評価された価格を上昇

（category ２）は、７カ国（フランス、ドイツ、

させることはできない。PBPAはcost plus method

イタリア、スウェーデン、スイス、イギリス、ア

（原価＋マージンにより価格を決める）、参照価

メリカ）の中央値と比較して判断する。

格、weighted average monthly treatment cost
（WAMTC、治療費用を考慮した参照価格）等に

（５）オーストラリア

よって、推奨価格が決められ、価格交渉が行われ

オーストラリアにも、医師サービスを償還する

る。また、あらかじめ予定していた売上げ高を超

単一の“Medicare”と呼ばれる医療保障制度が

えた場合、一定額の払い戻しを要求するような

あり、メディケア税（Medicare levy 1.5%）と一

Risk Sharingの枠組みもしばしば要求される。

般財源をもとにした税方式である。一方で医薬品
はPharmaceutical Benefit Scheme（PBS） に よ

（６）韓国

って提供されている。医師の提供するサービス価

韓国は社会保険方式を採用している。1960/70

格は自由に設定可能であり、メディケアでは償還

年代以降に医療保険の整備が開始された後に、強

額が定められているだけである。そのため、請求

制加入の範囲が拡大していき、1989年には国民皆

額と償還額の差は自己負担となる。メディケアで

保険を達成した8）。以前は日本と同じように中小

カバーされるものに関しては原則的に民間保険の

の保険者が分立していたが2000年から医療保険が

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討
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National Health Insurance Corporation（NHIC）

にはNLEM非収載の医薬品も使用できる。また

に一元化されることとなった。
「職場加入者」と

処方薬はカバーされない。

「地域加入者」に大別されるが、職場加入者の場
合保険料は労使折半である。
医 薬 品 は 日 本 の 支 払 基 金 に 該 当 す るHealth

2. 各
 国のHTA組織と医療経済評価の活用方法
（表２）

Insurance Review Agency（HIRA）が審査を行
い償還の可否を決定する。HIRAにより償還が認
められると、NHICとの交渉により薬価が決定さ

（１）イギリス
イ ギ リ ス のNICEは1999年 にNHSのSpecial

れる。交渉がまとまればMinistry of Health and

Health Authorityの 一 つ と し て 設 立 さ れ た9）。

Welfare（MoHW）により認められるが、NHIC

NICE設立の背景にはNHSが提供する医療サービ

と企業との間での価格交渉が不調に終わった場

スの地域差が大きいことへの不満があった。そこ

合、重要な医薬品についてはMOHW（保健省）

でブレア政権におけるNHS改革の中で、医療へ

のDrug Reimbursement Coordination Committee

の平等なアクセスを保障すること、標準的な治療

で調停がなされ、償還価格が決まる。

を定めること、同時に限りある医療資源の効率的
利用を促進することなどを目的として設立された。

（７）タイ

2009年はNICE全 体 で 予 算 が 約6000万 ポ ン ド

タイでは以下の３つの医療保障制度によりすべ

（約78億円）うち、医療技術評価は約８％（６～

ての国民がカバーされている。
（a）Social Security

７ 億 円 ）。90％ 以 上 が 保 健 省 か ら（2009年 は 約

Scheme（SSS）：民間の被用者（人口の約13%）

5500万ポンド）のファンドであり、それ以外も原

のための制度。保険料方式で、被用者本人のみが

則として公的な資金により運営されている。

加入できる。
（b）Civil Servant’s Medical Benefit

NICEでは有効性・安全性に加え医療経済性も

Scheme（CSMBS）
：公務員とその家族（12%）が

考慮して、NHSでの使用を（a）推奨する、（b）

対象であり、財源は税金。
（c）Universal Coverage

制限付きで推奨する、（c）推奨しないのいずれか

Scheme（UCS）
：上記２保険に加入していない人

の勧告を行う。NICEの勧告には拘束力はないが、

を対象とした制度であり、人口の約74％がカバー

推奨された医薬品に関しては、ガイダンスを施行

されている。財源は税金である。当初は「30バー

しなければならないとの規定がある。一方で推奨

ツ制度」と呼ばれ、自己負担が存在したが2006年

されなかった医療技術は予算措置が講じられない

の政変後に自己負担はなくなった。

ため実質的に使用するのが困難になる。そのた

薬価は基本的に製薬企業が決めるが、原則とし

め、訴訟となったアルツハイマー治療薬「ドネペ

て必須医薬品リスト（National List of Essential

ジル」のように医薬品へのアクセスが課題となる

Medicines: NLEM）に掲載されたもののみが償

ことも多い。分子標的治療薬に代表される高額な

還の対象となる。ただしUCSおよびSSSでは１人

抗癌剤治療も否定的な勧告が多く出されており、

当たりの給付額に上限が設定されているため、収

そのアクセスが問題となっている。

載医薬品でも高額なものの処方が制限される傾向

NICEのガイダンスには複数の医療技術を評価

がある。一方CSMBSは出来高払いのシステムを

するMTA（Multiple Technology Appraisal）と

とるため、医療上の必要があると医師が認めた際

単一医療技術の単一適応に対して評価するSTA
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HTA組織の概要

HTA組織

イギリス
NICE

設立年

1999

予算

500万ポンド
（約７～８億円）

（組織全体で
の予算）

6000万ポンド
（約78億円）

主な財源

公的な資金

活用方法
分析主体
対象となる
医薬品

償還の是非
（一部は償還価格）
STAは製薬企業、
MTAは外部の専門家

スウェーデン
TLV
2002 （2008に
TLVに改組）

オランダ
CVZ

カナダ
オーストラリア
CADTH
PBAC
1 9 8 9 （ 2 0 0 6に
1999
1954
CADTHに改組）
1400万オース
9000万クローナ
500万カナダドル
トラリアドル
（約12億円）
（約４億円）
（約13億円）
5000万ユーロ 2300万カナダドル
（約50～60億円） （約20億円）

日本
なし

2000

2007

N.A.

2000万タイバーツ
（約5400万円）

N.A.

タイ政府、世界
公的な資金 銀行、WHO、
NGOなど

N.A.

公的な資金

公的な資金

公的な資金*２

償還の是非

検討中

償還の是非

償還の是非

償還の是非

償還の是非

位置づけ
が不明確

製薬企業

製薬企業

製薬企業

製薬企業

製薬企業

HITAP

製薬企業

List １b
医薬品

原則すべて（た
だし、院内薬、抗
癌剤は除く*３）

Tier１以外

既存薬の評価

あり

あり

なし

なし

なし

義務化（ない
しは評価開始）
された年

1999

2002

2005

2002（CDR）

1993

180日以内

医療経済評価は
お お む ね100時
間以内

19 ～25週

閾値

タイ
HITAP

公的な資金

一部の医薬品（保健省 原則すべて（外
により定められたもの） 来薬が中心*１）

評価に要する MTAは 約52週、STA
期間
は約34週

韓国
HIRA

20,000～30,000ポ ン ド （目安として 40万 （目安として １万～
/QALY
クローナ/QALY） ８万ユーロ/QALY）

-

一部の医薬品
原則すべて （NELM委 員 会 任意提出
からの依頼）
（事実上）
なし
なし
中止
2007

2007

（1992）

全 体 で17週、
モデル分析は
経済評価関連
150日
６ヶ月程度
で９週程度
（目 安 とし て
100,000バーツ/
2,000万ウォン
QALY
20mil/QALY）

   
１：
原則として院内で用いる医薬品には薬価をつけないが、TLVに申請して薬価の評価を受けることも可能である（例：ボルテゾミブ、トラスツ
ズマブなど）
。ただし、一般的に薬価をつけたからといって医療機関との交渉で有利になることはない。
＊
２：製薬会社は、PBACのレビューに対して費用を支払う。ただし利益相反の問題を回避するため、直接PBACには支払わず、財務省経由でやり
取りがなされる。
＊
３：抗癌剤はCADTHではなくpan-Canadian Oncology Drug Review（pCODR）が行う。
＊

（Single Technology Appraisal）の２種類が存在

適応の拡大によって薬価を上下することを可能に

する。MTAは外部の専門家が評価等を行うが、

するものである。NICEによって評価され費用対

STAは製薬企業が評価を提出したものを専門家

効果上の問題をクリアすれば、１回に限り最大30

がレビューする。標準的なプロセスでは最終ドラ

％まで薬価の上昇が認められる。

フトの公開までMTAは約52週、STAは約34週と

一方の患者アクセス保障は費用対効果上の問題

されている。対象はすべての医療技術ではなく、

によって、ガイダンスで使用が推奨されないおそ

疾病の負担（burden of disease）や資源への影響

れがある際に、患者のアクセスを確保するための

（resource impact）等を考慮して保健省によって

措置であり、うち支払い調整方式（Financially-

決定される。トピック選定の初期段階ではNICE

based Schemes）では薬価はそのままに値引きや

も関与する。

NHSへの払い戻しを行うことにより、実質的な

2009年１月からは、新たなPPRSの仕組みが開

価格を下げてNHS内での使用を可能にすること

始され、その中で「弾力価格制」
（Flexible Pricing）

を目指している。例えば、転移性大腸癌（first-

と「患者アクセス保障」
（Patient Access Scheme）

line）におけるセツキシマブでは患者一人当たり

と呼ばれる新たな仕組みが導入されることになっ

価格の16％を払い戻すこと（TA176）との条件

た。弾力価格制は、市販後の新しいエビデンスや

付で使用が推奨されている（表３）。

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討
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支払い調整方式が適用された薬剤

年
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011

No
TA129
TA155
TA162
TA171
TA176
TA180
TA185
TA186
TA192
TA215

薬剤名
ボルテゾミブ
ラニビズマブ
エルロチニブ
レナリドマイド
セツキシマブ
ウステキヌマブ
トラベクテジン
セルトリズマブ
ゲフィチニブ
パゾパニブ

2011

TA218

アザシチジン

2011
2011

TA220
TA225
TA233
TA221

ゴリムマブ
ロミプロスチム

適応
多発性骨髄腫
加齢性黄斑変性症
非小細胞性肺癌
多発性骨髄腫
転移性大腸癌
尋常性乾癬
軟部肉腫
関節リウマチ
非小細胞性肺癌
転移性腎細胞癌
骨髄異形成症候群/
慢性・急性骨髄性白血病
乾癬性関節炎
関節リウマチ
強直性脊椎炎
免疫性血小板減少性紫斑病

ま た、PPRSの 期 限 が 切 れ る2014年 以 降 に、

内容
CRないしPRに至らない場合はその費用をNHSに払い戻す
14回以上の投与はメーカー負担
ドセタキセルと同等の価格なら使用を推奨
26サイクル以上の費用はメーカー負担
価格を16％払い戻す
90mgバイアルを45mgバイアルと同等の価格で提供
５サイクル以上はメーカー負担
開始12サイクルはメーカーが無料で提供する
合意された固定価格で提供する
12.5％の割引。将来の臨床試験結果に基づいて払い戻す
合意された割引価格で提供する
100mgを50mgと同等の価格で提供
合意された割引価格で提供する

薬企業側が提出したデータを評価し、最終的に

PPRSを廃止し“Value-based pricing”と呼ばれ

Pharmaceutical Benefit Boardによって公的償還

る仕組みを導入することが表明されている10）,11）。

の可否（補助金を出すか）の有無が決定される。

詳細なシステムは未定であるが、NICEの勧告に

償還すべきでないとされた医薬品は政府の補助金

よって医薬品のアクセスが絶たれるのは問題であ

の対象となるリストに載らない。ただし、医薬品

るとし、すべての医薬品について費用対効果が良

庁から医薬品としての承認を受けていれば、自治

好な水準で薬価をつけることを目指している。そ

体の裁量で償還することは可能である。これらの

のために、すべての医薬品の薬価が閾値を下回る

プロセスはEUの規定により、医薬品承認から償

ように設定することを検討している。

還まで180日以内に完了しなければならない。
処方薬は以下の３条件を満たすときにのみ償還

（２）スウェーデン

される。（a）“the human value principle”（すべ

2002年にLFN（Läkemedelsförmånsnämnden,

ての人間が平等に取り扱われる、年齢や人種、性

Pharmaceutical Benefits）として設立され、歯科

別等による差別を受けない）、（b）“the need and

領域も対象に加わることにより2008年にTLVに

solidarity principle”（重症度の高い人は優先的に

改組された12）,13）。医薬品の公費償還（補助金の提

償還される）
、
（c）
“the cost-effectiveness principle”

供）の可否を評価している。2002年10月１日から

（費用対効果のよい医薬品を償還する）。

施行された新薬剤給付法では、償還を申請する際

原則として費用対効果の悪いものは償還されな

には医療経済データを提出することが義務化され

いが、しばしば適応や患者集団を限定して償還が

て おり、
TLVの評価を元にPharmaceutical Benefit

認められる。また使用制限ではなく、定められた

Boardが償還の是非を勧告している。予算は約

期間内に製薬企業が有効性や費用対効果を示さね

9000万クローナ（約12億円）。100％政府からの予

ばならなかったり、一定期間のみ償還が受けられ

算である。

る場合もある。ただし、費用対効果が良好でなく

TLVでは償還を希望するすべての医薬品は経
済評価を提出しなければならない。TLVでは製

ても病気の重症度等や代替治療の有無等が考慮さ
れて、償還対象となることもある。
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新規償還薬だけでなく2002年以前に償還が決定
された既存治療に関しても、課題のありそうな疾

ばならない。2011年５月にはじめて再評価が行わ
れる医薬品が登場する。

患領域を特定して再評価
（Reimbursement review）

現在のところは提出される情報を収集中であ

を行っている。現在は９領域（偏頭痛、高血圧、

り、医療経済評価を直接の意思決定には用いてい

糖尿病、高脂血症、うつ、胃腸薬など）が完了し

ない。現状では費用対効果が悪い医薬品も受け入

ており、例えばH2ブロッカーや、先発品のSSRI、

れている。高額な入院用医療品については2011年

第１選択としてのARB（アンジオテンシン受容

５月以降、順次４年間の再評価が完了してくるの

体阻害薬）やDPP４阻害薬は償還されない。ま

で、どのような意思決定を行うかを検討している

たスタチン剤では後発品のシンバスタチンが第一

ようである。

選択薬であり、先発品のプラバスタチンやシンバ

また、pharmacotherapeutic compassと呼ばれ

スタチンは使用が認められない。アトルバスタチ

る簡易なガイドライン（日本の添付文書に近い）

ンやロスバスタチン、エゼチミブも第２選択以降

の中に、アドバイスとして経済的（価格面）での

のみ償還される。

表現が含まれることがある。例えば、スタチン剤
では「データの不足を考慮すると、シンバスタチ

（３）オランダ

ンないしはプラバスタチン以外は、使用を推奨し

1949年に設立されたCAV
（Commissie van Advies

ない。また価格を考慮するとシンバスタチンから

voor het Ziekenfondswezen）を前身とし、1999

治療を開始することが好ましい」14） とされてい

年 にCVZ（College voor zorgverzekeringen） に

る。

改組された12）,13）。標準的な給付パッケージの管理
やリスク調整、無保険者（思想・宗教上の理由で
加入を拒否する人々など）の管理を行っている。
CVZ全体で約5000万ユーロ（約50～60億円）。財
源はすべて公的なものである。

（４）カナダ
CCOHTA（Canadian Coordinating Office for
HTA） は1989年 に 設 立 さ れ、2006年 にCADTH
（Canadian Agency for Drugs and Technologies）

医療経済評価は2002年から提出が可能であった

に改組された。CADTHは種々の活動を行ってい

が、List １bの医薬品に関しては2005年に提出が

るが、システマティック・レビューや医療経済評

義務化された。ただし、（a）EMAがオーファン

価等により新規医薬品をdrug listに含めるべきか

ドラッグと認めたもの、（b）年間500,000ユーロ

どうかを検討するCDR（Common drug review）

を 超 え な い も の、（c）therapeutic valueが 同 等

は2002年から開始された15）-17）。CDRの設立以前

で、追加費用が生じないもの、は対象外となる。

は各州・準州が独自に医薬品をdrug listに含める

CVZでは製薬企業の提出した評価に対して簡易

かどうか評価していたが、評価の重複による無駄

なレビューを行っている。有効性も含めて評価期

をなくし、質の高い評価に各州がアクセスできる

間は約100～200日、医療経済評価はおおむね100

ようにするために開始された。ただしケベック州

時間以内とされている。

は参加していない。CADTH全体で2300万カナダ

また、DRGからはずれる高額な入院医薬品に

ドル（約20億円）、うち500万カナダドル（約４億

つ い て は、 ４ 年 後 にtherapeutic valueやbudget

円）がCDRの予算となっている。CADTHの収入

impact, cost-effectivenessなどを再評価しなけれ

は連邦政府や各州・準州からの資金による。

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討

メディケアによってカバーされ、連邦政府によ
ってファンドされる病院用医薬品は対象外。新薬
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（５）オーストラリア
PBACは有効性や経済性のデータを考慮して、

や適応拡大した医薬品で、製薬企業やthe Advisory

薬価を決定するPBPAにPBSに収載すべきかどう

Committee for Pharmaceuticals（ACP）、各州の

かの勧告を行っている18）,19）。予算は1400万オース

Drug Plansが提出ないし要求するものが評価の

トラリアドル（約13億円）で、財源は政府からの

対象となる。Drug listsにのせるためには必ずし

資 金 に よ る。 他 国 の 独 立 し たHTA機 関 と 異 な

もCDRの評価が義務づけされてはいないが、た

り、DoHA（Department of Health and Aging）

いていの医薬品はCDRの評価を要求される。

の下部組織である。

ただし、CDRは抗癌剤のレビューは行わず、

PBACでは世界で最も早く1993年から、償還を

入 院 用・ 外 来 用 と も にpan-Canadian Oncology

受けるためには医療経済評価の添付が必須であっ

Drug Review（pCODR）がその役割を担ってい

た。ただし、効果が同等で費用最小化が適応され

る。ただし、経口抗癌剤はCDRがレビュー等を

るtier１の医薬品については費用のみのデータで

行うが、企業はpCODRにデータを提出し、推奨

よい。PBACが否定的な評価を行った場合、原則

等もpCODRが行う。原則として病院用医薬品は

としてPBSには収載されないが、最終決定は保健

メディケアでカバーされるが、病院用医薬品のフ

大臣が行うのでニコチンパッチやバイアグラのよ

ォーミュラリーは病院ごとに決定されるため、特

うにポジティブな評価でも収載されないこともある。

に高額な抗癌剤の使用状況などは同一州内でもば

製薬企業から提出された経済評価は、外部の専

らつきが大きいことが背景にある。
（もともとは

門家によりレビューされ“detailed comments”

2007年Joint Oncology Drug Reviewが 開 始 さ れ

が付与される。これらは、さらにPBACのEconomic

た。これはオンタリオ州にある既存の抗癌剤レビ

Sub-Committeeによりレビュー等がなされ、最終

ュープロセスに各州が参加した試行的な取り組み

的にPBACからの勧告が出される。評価期間は全

だった）

体 で17週、 経 済 評 価 関 連 で ９ 週 程 度 で あ る。

一般に２人の臨床研究者と、２人の薬剤経済学
の研究者からCDR review teamが構成され製薬

PBACからポジティブな勧告が出された場合は、
PBPAにより薬価が設定される。

企業の提出した医療経済評価のレビューを行う。
標準的なプロセスでは19～25週（94～124 business
days）とされている。

（６）韓国
HIRAは保険者の一元化にともない2000年に設

CDRのレビューは公的なdrug planにおけるフ

立された日本における支払基金に相当する組織で

ォーミュラリー作成の意思決定をサポートするこ

ある。加えて、薬剤経済評価データ等を用いて新

とが目的である。CDRのレビューに基づき、最

規医薬品を償還リストに含めるべきかの決定を行

終 的 な 勧 告 はCanadian Expert Drug Advisory

っている20）,21）。新規有効成分を含む医薬品につい

Committee（CEDAC）が行う。この勧告に各州

て、HIRAの内部組織・Drug Benefit Coverage

が従う法的な義務はないが、90％以上の医薬品で

Assessment Committee（DBCAC）が保険償還の

勧告と実際の意思決定が一致していると報告され

可否を評価する。とくに経済評価のレビューは、

ている 。

DBCAC内 のEconomic Sub-Committeeが 担 当 す

17）

る。150日以内に評価結果を提出する。
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韓国では2007年からpositive listing system （P

奨している一方で、イギリスやスウェーデンでは

LS）が導入され、新規化合物含む新薬について、

２型糖尿病患者にも第２選択薬として推奨してい

経済評価データの添付が必須となった。HIRA

る。カナダでは１型糖尿病にも推奨していない。

は、製薬会社の提出したデータを評価し、保険償

一方で転移性腎細胞癌は生命に関係する疾患で

還の可否を判断している。ただし、償還の可否は

あり、かつ満足できるような代替治療法が存在し

経済評価だけでなく、他の側面も含めて総合的に

ないため、スニチニブは状況としてより難しい。

判断している。

イギリスやオーストラリア、カナダのオンタリオ

また、同時にすべての既存薬の再評価も行う計
画もあり、スタチン剤などの脂質低下剤（21成
分）と偏頭痛治療薬（11成分）がパイロット的に
評価された。しかし、すべての既存薬の評価は非
常に大きな労力を要するため、再評価は事実上中
止していると考えられる。

州では医薬品価格を下げることを条件に使用を推
奨している。
また、各国の医療経済評価ガイドラインは表５
に示した。

考察
各国での医療経済評価の政策利用方法をふまえ

（７）タイ

て、以下の４場面においてわが国における活用方

タクシン政権下での国民皆保険導入などによ

法について検討し、メリット・デメリットを整理

り、医療資源の効率性への関心が高まり、2007年

する。我々が検討したのは（１）保険償還や償還

22）
,23）

。予算は2000万タイ

範囲の設定、（２）新薬の薬価算定、（３）既収載

バーツ（約5,400万円）
、財源はタイ政府や世界銀

薬の薬価改定、（４）ガイダンスでの活用である

行、WHO、Global Development Network

（表６）。ただし、対象となる医薬品の範囲をどの

にHITAPが設立された

（NGO）からも資金を受けている。
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

ように設定するか、また提出が義務的か、任意提
出かは医療経済評価を用いる枠組みに応じて検討
が必要になる。

じて依頼する。製薬企業ではなく、HITAP自身
が経済評価を実施し、それらの評価結果をもと
に、収載の適否を決定している。一般的にHITAP

（１）保険償還や償還範囲の設定
医療経済評価の活用方法として一般的なのは、

が否定的な評価をしたものに関してはNLEMに

保険償還の是非や償還範囲の決定に用いることで

含まれないことが多いが、肯定的な評価をしたか

あろう。通常は保険償還時に経済評価を行い、費

らといってNLEMに収載されるとは限らない。

用対効果の悪いものは「保険償還しない」「一部
の患者集団にのみ償還を認める」「使用方法を制

転移性腎細胞癌に対するスニチニブと長時間作

限して償還する」「薬価の引き下げ」等の措置を

動型インスリン（インスリングラルギン、インス

とることが多い。ただし、経済評価の結果のみを

リンデテミル）に対して各国がどのような対応を

考慮して上記の意思決定を行うことはまれであ

とっているか、その結果を表４にまとめた。

り、通常は疾患の重症度や医療資源配分の公平性

長時間作動型インスリンはオーストラリアやオ
ランダ（のガイドラン）では１型糖尿病にのみ推

など種々の要因が考慮される。
このような措置のメリットとしては、費用対効

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討
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薬剤における意思決定の例
１型は推奨、２型糖尿病は条件付き*１
１型は推奨。当初は２型糖尿病は償還されず、現在は制限付きでも償還*２。
２型糖尿病には制限付きでの使用を勧告*３
１型・２型ともに推奨せず。
１型では償還。２型は償還せず。
１型・２型ともに償還
償還する（ただし、１サイクル目は無料、かつend-of-lifeの特例適応）
費用対効果は悪いが、償還する
償還
second-lineは推奨しない。オンタリオではfirst lineで推奨（ただし価格を下げる条件）
価格を下げる条件で償還*４
償還

イギリス
スウェーデン
オランダ
カナダ
オーストラリア
日本
イギリス
スウェーデン
オランダ
カナダ
オーストラリア
日本

長時間作動型インスリン
（糖尿病）

スニチニブ
（転移性腎細胞癌）

１：
（a）インスリン注射に補助が必要な患者（b）低血糖によりライフスタイルに大きな制約を受けている患者（c）経口治療薬に加えて１日２回
の基礎インスリンの注射が必要な患者。
２：既存のインスリン治療では低血糖等により治療が難しい場合second-line以降の薬剤として認められる。
＊
３：Pharmacotherapeutic compassには以下のような記述がある。「通常のヒトインスリンアナログより特に夜間低血糖を減少させるが、価格が
２倍以上高いので通常のインスリンで夜間低血糖の問題が発生する患者にのみ制限して投与すべきである」
＊
４：当初PBACはICERが高すぎる（AUD75,000 ～ 105,000 per LYG）ためPBACは否定的な勧告を出した。新たなデータをもとに、2008年３
月に再解析データを提出したが、やはりはAUD75,000 ～ 105,000 per QALYであり、高額すぎるため認められなかった。同年７月に価格を
引き下げること、ECOG performance status ０ or １の患者のみに投与することを条件に認められた。
＊

＊

表5

医療経済評価ガイドラインの概要

年
推奨される
分析法

イギリス
2008

スウェーデン
2006

CUA

CUA

NHS、personal
分析の視点 social services
（PSS）
生産性費用
含めない
比較対象

１

Relevant ones*
５

オランダ
カナダ
オーストラリア
2006
2006
2008
CUA, CEA（CUAが CUA, CEA（CUA
CUA
当てはまらない場合） が不適切な場合）

社会の立場

社会の立場

含める

含める

公的な医療
システム

2

appropriate ones

standard ones* .
４%（費用）,
1.5%（効果）

割引率

3.5%*

３%

感度分析
（割引率）

０～６%

０～５%, ３%（費
用）
・０%（効果）

-

含めない
appropriate
ones *３

社会の立場
含めない
Most replaced
one *４

５%
０%, ３%

５%

韓国
2006

タイ
2008

CUA, CEA
（CMA）

CUA

社会の立場

社会の立場

含めない
含める
Most commonly Most commonly
used one
used one
５%

０ %（ 効 果 の み、
０%, ３%, 7.5%
費用と効果両方）

３%
０～６%

１：NHSにおける最善の日常診療や適切な治療がない場合は自然経過
２：有効性が証明されており、日常診療において第一選択とされる治療法
３：最も一般的でよく用いられる治療で、新たな治療により置き換るであろうもの
＊
４：PBSが償還した場合、新たな治療によって最も置き換わるであろうもの
＊
５：30年をこえる分析についてはアウトカムの割引率を1.5%とする。
＊
＊
＊

表6 医療経済評価の活用方法として
考えられるもの
1. 保険償還や償還範囲の設定
2. 新薬の薬価算定

3. 既収載薬の薬価改定

4. ガイダンスでの活用

償還の有無、範囲などの決定
（a）加算要件に加える
（b）加算率を評価する
（c）薬価を評価する
（a）薬価の引き下げの免除/軽減
（b）市 販後のエビデンスに応じ
た再算定
（c）薬効群ごとの再評価
臨床家や患者の意思決定を支え
るためのガイダンス

療や公的保険の枠組み内で使用されることがあげ
られる。
近年課題となっているような「高額な医療技
術・薬剤」や「医療費への影響の大きな医療技術・
薬剤」の使用を、有効性の高い集団に限定するな
どもしやすい。費用対効果に課題のある医薬品が
償還されなければ、費用対効果を改善するように
薬価が低く設定されることも期待もできる。

果の悪い医療技術・医薬品は償還されないため、
費用対効果のよい医療技術・医薬品のみが公費医

一方で、このような仕組みは医薬品のアクセス
制限が生じうるため、患者や医療従事者からの視
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点からは必ずしも望ましくないだろう。例えばイ

仕組みも考えられる。

ギリスのNICEでは、高額な抗癌剤などに否定的

次に考えられるのが加算率の評価である。類似

な見解が多く出ているため、NICEが抗癌剤のア

薬価方式における有用性（画期性）加算率や原価

クセスを阻害しているという批判は強くある。ま

計算方式における営業利益率の加算率は、中央社

た、アルツハイマー型認知症治療薬ドネペジルの

会保険医療協議会の薬価算定組織における検討を

ように、NICEによる使用制限が法廷闘争に持ち

踏まえて決定されている。しかし、その決定方法

込まれるようなケースもあった。

には必ずしも明確な根拠が示されていないとの批

ただし、一般的に償還範囲をどこまでにするか

判もなされている。費用対効果のよい医薬品であ

は費用対効果のみによって決定されるわけではな

れば、より大きな加算率をつけることは正当化さ

い。もちろん償還されない医薬品は出てくるもの

れるかもしれないし、費用対効果に課題のある医

の、医療経済評価は要素の一つでありその範囲は

薬品にまで加算を行う（さらに費用対効果を悪化

種々の線引き方法によって変化する。

させる）ことの是非は検討されてもよいかもしれ
ない。

（２）薬価の設定：新薬の薬価算定

加算率の設定に医療経済評価を用いるとすれ

新薬の薬価算定時に医療経済評価を用いる場

ば、費用対効果の良好な医薬品は加算率を割り増

合、現行の薬価制度のなかで次の３つの使用方法

すことが考えられる。製薬企業の希望する加算率

が考えられる。
（a）加算要件に加える、
（b）加

を用いて、医薬品の経済評価を行い費用対効果上

算率を評価する、（c）薬価を評価する、である。

の問題がなければその加算率を受け入れるような

医療経済評価は医薬品の価格と価値の関係を定量

仕組みも考慮できる。

的に捕らえることができるツールであり、医療経

最後に、薬価の評価であるが、一般的に医療経

済評価を薬価設定に導入することは、“Value for

済評価を用いて適切な薬価を１円単位で提示する

money”
（価格に見合った価値）の点から適切な

ことは困難である。医療経済評価を意思決定に用

薬価の設定に寄与することが期待される。また、

いている国々は、イギリス、カナダ、スウェーデ

そのことは製薬企業に費用対効果を重視した医薬

ンのように製薬企業の提示する価格が一定の条件

品開発のインセンティブを与えることにもなるか

を満たす場合は、製薬企業の申請した薬価が認め

もしれない。

られることが多い。「申請薬価の承認」と「医療

例えば、現行の加算要件に費用対効果の要件を

経済評価による保険償還の是非の判断」に「何ら

加えることはできる。費用対効果の悪いものに加

かの価格規制（海外価格との比較など）」の組み

算をすることは、さらに費用対効果を悪化させる

合わせは、日本における仕組みとしても考え得る

ので避けるべきという立場に立てば、現行の加算

かもしれない。

要件「かつ」費用対効果の条件を満たすものに加

この場合、現行の「類似薬効」「原価計算」の

算を行うべきである。一方で、現行よりも加算の

区分ではなく、「対照薬と同一価格のもの」と

つく新薬を増やそうという立場であれば、現行の

「対照薬と同一価格でないもの」に新規医薬品は

条件「または」上記条件とし、条件を満たす医薬

分類されることになるだろう。対照薬と同じ価格

品を増やすべきであるだろう。また、上記条件を

を製薬企業が希望する場合、ないしは同価格しか

満たすものにはより大きな加算率をつけるという

支払えないと判断される（現在の制度で加算のな

世界で医療経済評価はどのように用いられているか？
─７カ国の比較調査結果と日本での応用可能性についての検討

い類似薬効方式で算定される医薬品など）場合
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（軽減など）するような措置も可能かもしれない。

は、経済評価等は不要であり、既存の対照薬と同

改定時の医療経済評価の活用方法としてまず考

一価格とする。一方で、対照薬と同一価格でない

えられるのが、市販後のエビデンスの活用であ

ものは、一定の価格規制を満たすメーカーの希望

る。薬価収載時には治験等の限定されたエビデン

薬価を評価することになる。

スしか存在しない。どのような薬価制度にせよ、

いずれにしろ市販前にデータが要求される国々

そのような状況下で医薬品の価値を必ずしも十分

では、製薬企業側が医療経済評価を行い、それを

に評価できていないだろう。例えばイギリスの

専門家（アカデミックグループや医療技術評価機

PPRSでは、市販後によいエビデンスが出た場

関など）がレビューを行うことが標準的である。

合、医療経済性に問題がなければ１回に限って30

そのため、いずれの方式をとるにせよ、経済評価

％までの上昇を認めるとの規定が2009年から盛り

の方法（ガイドライン）や費用対効果に優れると

込まれた。このような活用方法は医療経済評価を

いう判断基準、比較対照の設定などの取り決めな

「イノベーションの評価」に用いようという政策

どが明示的に必要になる。市販前の臨床データの
不足から質の低い分析が提出される可能性もあ

目標とも整合性があるだろう。
市販後のエビデンスを用いて再算定される仕組

り24）、それらへの対処方法も課題である。また薬

み、そして医療経済評価によりその是非を判断す

価算定時に医療経済評価を用いることは評価に時

る仕組みは医薬品の価値を価格に反映させること

間を要するため、薬価収載までの期間が延びるこ

だけでなく、市販後の臨床試験を行うインセンテ

とへの懸念もある。そもそも臨床データの量が少

ィブともなりうる。一定程度の有用性が示された

ないオーファンや投与対象人数・売上高の少ない

医薬品については医療経済性を条件にエビデンス

医薬品については医療経済評価を用いた算定は難

を価格に反映させることも「イノベーションの評

しいかもしれない。

価」として検討できるかもしれない。

市販前の治験等のデータのみで得られた分析

また、イギリスのNICEやスウェーデンのTLV

は、医薬品の価値を十全に価格に反映できている

は医療費への影響の大きそうな「薬剤」ないしは

とは限らないことにも注意が必要である。

「薬剤群」を再評価している。日本においても、
医療費に与える影響の大きな治療薬群は、定期的

（３）薬価の設定：既収載薬の薬価改定

にレビューを行い再評価することも考えられる。

現行の薬価制度では既収載薬は２年に１度、市

個別の医薬品ではなく治療薬群ごとに評価を行う

場実勢価格に応じて改定される。この市場実勢価

ため、治療戦略全体での整合性をとりながら検討

格に基づく継続的な改定システムは、製薬企業側

できることもメリットの一つである。

からはこのような措置が「イノベーションを阻害
している」との批判もなされている。しかし、一

（４）ガイダンスでの活用

方で引き下げシステムが薬剤費の伸びの抑制に貢

諸外国では医療経済評価も含めた医療技術評価

献してきた側面は無視できない。このような制度

によって、医師や患者向けのガイダンスを作成し

の中で、現在は平均乖離率よりも低い医薬品は引

ていることが多い。「ガイダンス」であるから給

き下げが（全額ないし一部）免除されているが、

付範囲や薬価はいじらずに、最終的な判断は臨床

例えば費用対効果のよい医薬品は改定率を再検討

家にゆだねられる。ただし、フランスのようにガ
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イダンスにしたがっているかどうかをP4P（pay

３）池田俊也，三ノ宮浩三．薬剤経済学的評価に関

for performance）の仕組みで評価し、「ガイダン

する製薬企業へのアンケート調査．医薬産業政策

ス」の遵守状況に応じて何らかのインセンティブ
を付与するような仕組みも考えられる。フランス

研究所リサーチペーパー・シリーズ 2008.
４）日本銀行．基準外国為替相場及び裁定外国為替
相 場（ 平 成23年 ４ 月 中 に お い て 適 用 ）．2011．

は償還の段階ではほとんど医療経済評価を利用し

（Accessed 17 May, 2011, at http://www.boj.or.jp/

ていないが、医療経済性は一部P4Pの項目として

about/services/tame/tame_rate/kijun/kiju1104.

利用されている。
このようなガイダンスの形式で医療経済評価を
活用することは、最終的な判断を現場の医師にゆ
だねるため、医師の裁量を損ねることなく柔軟な

htm/.）
５）イギリス医療保障制度に関する研究会（編）．イ
ギリス医療保障制度に関する調査研究報告書
【2009 年版】: 医療経済研究機構; 2010.
６）オランダ医療保障制度に関する研究会（編）．オ

対応が可能であることが利点である。ただし、ガ

ランダ医療関連データ集【2007年版】: 医療経済研

イダンスを遵守するインセンティブがなければ、

究機構; 2008.

ガイダンスの実効性が保てないことも予測される。
以上、わが国における医療経済評価の政策応用

７）OECD．Pharmaceutical Pricing and
Reimbursement Policies in Canada; 2006.
８）井伊雅子（編）
．アジアの社会保障制度: 東京大
学出版会; 2009.

について議論を行った。本検討はまだアイデアの

９）白岩健, 福田敬, 渡辺茂, 津谷喜一郎．イギリス

段階に過ぎず、実施可能性等は慎重に考慮しなけ

NICEにおける医療技術評価の現状と技術評価ガイ

ればならない。今後も医療経済評価の政策への応
用に向けて、継続的に議論を重ねて行く必要があ

ダンスのレビュー．医療経済研究 2009;21
（２）
:155-70.
10）Department of Health. A new value-based
approach to the pricing of branded medicines - a

るだろう。いずれにしろ、諸外国の経験から学ぶ

consultation. 2010.（Accessed 17 May, 2011, at

べきところ（学ぶべきでないところ）は多く存在

http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/

するはずであり、本調査がそのような議論の出発
点となることを期待する。
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Comparative study on economic evaluation
applied to decision ‑ making in seven countries :
implications for the Japanese healthcare system
Takashi Fukuda＊1, ＊2 Takeru Shiroiwa＊3 Ataru Igarashi＊4 Makoto Kobayashi＊5
Shunya Ikeda＊6 Shinichi Noto＊7 Kojiro Shimozuma＊3 Hiroyuki Sakamaki＊8

Abstract
There are established methodological frameworks for economic evaluation, but because healthcare systems are
different among countries and have long histories, economic evaluation has to evolve and adapt to the current
healthcare system or situation in each country. We surveyed health technology assessment organizations and studied
the application of economic evaluation to decision-making in seven countries that utilize economic evaluation in their
healthcare systems（the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, Canada, Australia, Korea, and Thailand）. We
used a common questionnaire for semi-structured inter views in ever y countr y. In these seven countries, the
healthcare system is tax-based in some countries and funded by social insurance fees in others. Many countries use
economic evaluation for reimbursement decision-making. While many countries target all drugs or all innovative
drugs for evaluation, the United Kingdom and Thailand only evaluate selected drugs. Some countries are reevaluating listed drugs. In many countries, reimbursement of expensive anti-cancer drugs（such as sunitinib）and
drugs influential on the budget（such as long-acting insulin）is restricted. Although the experiences in countries
already using economic evaluation cannot be applied directly to other countries, comparison of their challenges is
valuable for countries considering the use of economic evaluation.
［Keywords］ economic evaluation, health technology assessment, NICE, drug pricing system, reimbursement
system
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