
ISSN  1340-895X医
療
経
済
研
究

Ｖ
ｏ
ｌ
・
22   

Ｎ
ｏ
・
２  

２
０
１
１

医療経済学会雑誌／医療経済研究機構機関誌

医療経済学会　　  医療経済研究機構

巻頭言
　産業としての医療…………………………………………………………………開原　成允	 139

論文
　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経済評価
　　……………………………………………………………………………………井上　裕智	 141
　　「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経済評価」に対する
　　コメンタリー……………………………………………………………………福田　　敬	 159

　研修医の就業場所の選択要因に関する分析……………………………………佐野　洋史	 161

研究資料
　配合剤の日米市場におけるR&Dと普及に関する研究	 ………………………加藤　　晃	 179

投稿規定・執筆要領………………………………………………………………  197

医療経済学会 第６回研究大会案内（第二報） …………………………………  203

Editorial	………………………………………………………………………………… Shigekoto Kaihara	 139

Original		Article
Economic	evaluation	of	supplemental	measles	immunization	at	the	7th	and	12th	grades	in	Japan
　……………………………………………………………………………………………… Hironori Inoue	 141
　	Invited	counter	argument	for	Economic	evaluation	of	supplemental	measles	immunization		

at	the	7th	and	12th	grades	in	Japan	 ………………………………………………… Takashi Fukuda	 159

Preferences	for	job	characteristics	among	resident	physicians	in	Japan
…………………………………………………………………………………………………… Hiroshi Sano	 161

Research	material
R&D	of	combination	drugs	and	its	prevalence	in	the	US	and	Japanese	markets
……………………………………………………………………………………………………… Akira Kato	 179

Guidelines	for	Authors・Style	of	Manuscript	……………………………………………………………	 197

JHEA	The	Announcement	of	The	6th	Annual	Conference	…………………………………………	 203

Japan Health Economics Association
Institute for Health Economics and Policy

Contents

Vol.22  No.2　2011Vol.22  No.2　2011Vol.22  No.2　2011Vol.22  No.2　2011



医療経済学会　　  医療経済研究機構

医療経済研究
Vol.22  No.2  2011



　　139

　最近、医療は産業であるということが言われるようになった。一昔前の日本であれば、医療は社会保障
であって産業ではないという考え方が支配的であったように思う。
　しかし、医療が産業であるという主張の中にもさまざまな内容のものがある。まず、これまで医療産業
というと、製薬産業や医療機器産業のことを指すことが多かった。ただ、これは日本語特有の問題で、英
語でhealthcare industry という場合には、医療そのものを産業と考えての言葉であるから、英語圏では
昔から医療そのものを産業としても考えていたのであろう。従って、医療産業を論じる時には、まずこの
点を明確にしておく必要がある。
　最近の「医療は産業である」という主張は、後者の立場の議論で、病院や診療所などで行われる医療行
為そのものが産業であるという考え方である。
　この立場からの第一の視点として統計上の定義がある。総務省統計局によって編纂されている日本標準
産業分類では、「医療・福祉」という項目（項目P）があり、病院や診療所、保健所などの公衆衛生サー
ビスも産業として定義されている。従って、今さら議論するまでもなく、公的な統計では、医療は産業で
ある。
　しかし、定義を議論してもあまり意味はない。第二の視点は、医療経済研究機構の研究所長であった宮
沢健一先生の研究にもあるように、産業連関分析では医療・福祉のセクターは雇用等の面で日本の経済に
大きな貢献をしているという指摘である。これは、医療を産業として見たからこそ明らかになったこと
で、昔言われた「医療亡国論」の時代から見れば大きな考え方の転換である。
　医療を産業として見るということの中には、このようなマクロ経済的な見方の他に、医療機関をミクロ
経済的にみる第三の視点がある。それは、日本の医療機関があまりにも多くの規制の中にあって自由な経
済活動ができる組織とはなっていないのではないかという指摘である。医療機関が産業組織であると主張
するためには、その組織は、継続して経済活動ができ、自律性があり、イノベーションによって将来発展
していける可能性をもっていなければならない。日本の医療機関を見た場合に、こうした意味ではあまり
にも規制が多く、イノベーションができるほどの資金の内部留保もできていない。従って、産業組織とし
ては成立していないという見方もできる。私は、病院もイノベーションができるように経済的にもっと活
性化するべきであると思っているが、そのための方策の議論は少ない。
　最近、医療を産業として考える第四の視点として、医療を国際的な産業と考えて、輸入、輸出の対象と
して見るという見方が出てきた。OECDは、毎年　health at a glance　という統計を発表しているが、

巻頭言

産業としての医療

国際医療福祉大学

　開原　成允
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2009年の統計からは、OECD諸国間での医療の輸入、輸出の金額を算定している。ここでいう輸出とは、
外国人の患者がその国に来て医療を受け、外貨をその国に落としていく額のことであり、輸入は逆にその
国の患者が外国で診療を受ける額のことである。この額は、現在はそれほど大きくないのでその国の経済
に与える影響は微々たるものであるが、それでもOECDはその額は次第に大きくなることを予想している。
　日本では、これまで医療は日本人のためのものであると考えてきた。医療の国際的な交流は、国際学会
などにおける医療関係者の間の交流が主であった。しかし、これからの医療の国際化は、もっと多面的な
ものになっていく可能性が大きい。多面的という意味は、医療関係者間の交流のみでなく、患者も国境を
越えて受診するようになり、更には、病院も国境を越えて作られるようになる。これに、医薬品や医療機
器の輸出入が合わさって、医療関係者、患者、病院、医療機器が総合的に国際化していくのである。更
に、医学教育も国際化する。既に、多くの米国の医科大学は、アラブ諸国やアジアに進出している。これ
からは、アジア人が、アジアで米国の医科大学を卒業して医師になるということも起こってくるであろ
う。このような流れは、もはや医療は日本の国内問題であるという考え方では扱えない。その是非は別と
して、実態的には国際的な産業として別な考え方が必要である。
　このような世界的な流れの中で日本の医療をどう考えていくかについては、医療経済学の立場からも大
いに研究し、発言することが必要ではないであろうか。

開原　成允先生は、１月12日にご逝去されました。
ここに謹んでお悔やみ申し上げます。

編集委員　一同



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

論文

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経済評価

井上　裕智*

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

＊�東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　環境社会医歯
学系専攻　医療政策学講座　医療経済学分野　博士課程
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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）
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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)

＊　Doctoral�course,�Health�Care�Economics,�Department�of�Health�Science�Policies,�Division�of�Public�Health,�Graduate�School�of�
Medical�and�Dental�Sciences,�Tokyo�Medical�and�Dental�University,�Tokyo,�Japan.



　疾病予防の取り組みとしてのワクチン接種につ
いては、諸外国に比べて日本での導入が遅れてい
るという指摘がある。前号の医療経済研究におい
ても特別寄稿「予防接種：公衆衛生事業としての
意義とわが国の課題」１）としてこの課題を取り上
げ、国として中・長期的な戦略を立て、科学的根
拠に基づいた議論をすべきであると指摘されてい
る。特に公費負担されるワクチンについては費用
対効果を考慮した判断も重要である。
　麻疹ワクチンは過去においてはMMRワクチン
として接種されていたが、有害事象の発生により
接種が中止され、その後、ワクチン未接種の若年
者が増加し、問題となった。これに対し、2008年
度から中学１年生および高校３年生の麻疹未罹患
者を対象として、MRワクチンの追加接種が行わ
れることになった。
　本号に掲載されている論文「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経済
評価」２）は、この対象者への追加接種の費用対効
果を検証したものである。本論文についてはいく
つか注意深くみる必要がある。まず、ワクチン接
種等の予防的な介入については長期にわたる影響
を推計する必要があり、分析のためのモデル化が
必要となる。本研究では、決定樹モデルおよびマ
ルコフモデルにより推計しているが、特にここで

問題にしているのは、ワクチン接種直後は高い抗
体があるものの時間経過とともにそれが減少する
二次性ワクチン不全（secondary vaccine failure：
SVF）である。SVFがどの程度発生するかにつ
いてはデータが限られており、この推計によって
は結果が変わりうる。
　結果として、追加接種の有無による増分費用効
果比は中学１年生の場合5,651万円／QALY、高
校３年生の場合28,323万円／QALYとなってお
り、経済性に優れているとはいえないという結論
となっている。これは追加的なワクチン接種その
ものが経済性に優れないといっているわけではな
い。考察で補足的に分析されている通り、現在行
われている小学校就学前の追加接種の場合に同じ
モデルを用いて推計すると724万円／QALYとな
っており、中学１年生および高校３年生に接種す
る場合と比較して、経済性がよくなっている。つ
まり、麻疹の好発年齢を考えると、中学１年生や
高校３年生での接種は、費用対効果の観点からは
遅すぎると考えられる。ただし、これらの対象者
に遡って接種することは不可能であり、また近
年、問題視されているのは高校生や大学生以降の
成長してからの罹患であることからも、この追加
接種が政策的に意味がないと結論づけることはで
きない。ワクチン接種による予防対策はその経済
性だけでなく、国全体の視点、さらには世界的な
感染症対策の視点からも政策的に検討されるべき

　　159

＊東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
　臨床疫学・経済学分野准教授

コメンタリー

「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
経済評価」に対するコメンタリー

福田　敬＊



160　　医療経済研究　　Vol.22  No.2  2011

であり、むしろ追加的な投資が必要となるこのよ
うな取り組みをわが国において実施したことはひ
とつの事例として評価されるべきであろう。
　わが国のワクチン接種は公費による定期接種と
原則として自己負担となる任意接種が混在してお
り、どのようなワクチンを推奨するかについては
科学的根拠に基づく議論が必要である。本年３月
に公表された厚生科学審議会感染症分科会予防接
種部会ワクチン評価に関する小委員会報告書３）

においても、各種予防接種について費用対効果を
含む検討を行い、いずれのワクチンも医学的・科
学的な観点から接種を促進していくことが望まし
いとされている。しかし個別のワクチンについて
は費用対効果は良好でないとされているものもあ
り、財源や実施体制等については引き続き検討が
必要としている。

　今後、わが国ではワクチン接種について、費用
対効果の観点も含めた検討と意思決定が合理的に
行われるしくみが必要となるであろう。本号に掲
載された論文は今後のこのような検討に際して重
要な示唆を与えるものであると考えられる。
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１．はじめに

　現在、わが国では地域の医師不足が問題となっ
ているが、その一因として、平成16年度より新た
な医師臨床研修制度が施行されたことが挙げられ
ている。新医師臨床研修制度は、医師が将来専門
とする分野に関わらず基本的な診療能力を修得す
るため、医学部卒業後２年間に内科、外科、救急
等の複数診療科目の研修を受けることを必修化し

論文

研修医の就業場所の選択要因に関する分析
佐野　洋史*

たものである。福井らによると、新制度の導入に
より研修医の幅広い臨床能力の修得状況は向上し
ており、当該制度の目的に適う成果がみられてい
る１）。しかし、新制度により全国の大学病院及び
臨床研修病院から研修医が自由に研修先を選択で
きるようになった結果、大学病院で研修を受ける
医師が激減する事態となった。厚生労働省による
と、新制度導入前の平成15年度では全国の研修医
のうち72.5%が大学病院で研修を受けていたが、
新制度導入以降は臨床研修病院を研修先に選ぶ医
師が増加し、平成20年度では大学病院の研修医数
は全体の46.4%に留まった２）。また、新制度の導

抄　　録

　新医師臨床研修制度の導入以降、研修医が研修先及び研修修了後の就業場所を自ら選択できる状況となり、医師不足の
地域や医療機関にとって、研修医の就業場所の選択要因を把握することが重要となっている。そこで、本稿では、研修医
が臨床研修後の就業場所の選択の際にどのような要因を重視するのかを定量的に把握し、医師不足の地域や医療機関が研
修を終えた研修医を確保するための有効策について検討した。
　分析手法にはコンジョイント分析を用いた。まず、調査協力の応諾を得た31病院の研修医1,227人に対してアンケートを
実施し、２つの仮想医療機関のうちどちらを勤務先に選ぶかという質問を５問ないし６問行った。仮想医療機関の属性

（勤務条件）には、１週当たり勤務時間、診療について指導してくれる医師の存在、１ヶ月当たり夜間宿直回数、学会や研
修会への出席、医療機関の規模、立地場所、年間給与額の７つを採用した。次に、回答結果をランダムパラメータロジッ
トモデルにより分析し、各属性に対する研修医の選好を推定した。
　アンケートの回答率は29.1％（＝357/1,227）であった。357人の研修医の選好を推定した結果、学会や研修会への出席
が休暇扱いから出張扱いで可能になること、立地場所が中小都市から大都市へ変わること、年間給与額が増えることの限
界効果の符号は正であり、研修医が就業場所を選択する際に魅力的な要因となった。一方、１週当たり勤務時間が増える
こと、診療について指導してくれる医師がいないこと、１ヶ月当たり夜間宿直回数が増えること、中小病院から診療所へ
変わること、立地場所が中小都市からへき地へ変わることは限界効果の符号が負であり、研修医にとって敬遠される要因
となった。診療について指導してくれる医師がいることに対する支払意思額が研修医平均で2,411万円と最も高く、次いで
医療機関の立地場所がへき地から大都市へ変わることが1,647万円と高かった。
　本研究により、研修医は就業場所の選択の際、診療について指導してくれる医師がいること、医療機関の立地場所がへ
き地でないことを特に重視することが明らかとなった。へき地等医師不足の地域や医療機関が研修医を研修修了後に確保
するためには、地域の医療機関の再編や拠点病院からの指導医派遣等により診療について指導できる医師を確保し、充実
した後期研修の体制を整備することが重要である。

キーワード：研修医、選好、コンジョイント分析、勤務条件、支払意思額
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入以降、研修医が研修修了後に大学病院に勤務す
る割合も減少し、特に人口が50万人以上の都市が
ない都道府県では40%を下回っている３）。勤務医
不足となった大学病院は、それまで地域の医療機
関へ派遣していた医師の引き上げに動き、地域の
医師不足が顕在化・加速化されることとなった4,5）。
　このような事態を受け、新医師臨床研修制度は
平成20年より大学病院の医師派遣機能を強化する
ための見直しが行われているが２）、研修医が新制
度導入前よりも医局の人事等に関係なく研修修了後
の就業場所を選択できる状況であることに変わり
はない注１）。厚生労働省が平成18年度に行った調
査によると、臨床研修病院の研修２年次生の半数
が将来大学医局への入局を希望しておらず、大学
病院の研修２年次生でも約４分の１が入局を希望
していなかったが、今後も多数の研修医が大学医
局への入局を希望しない状況は続くと考えられる６）。
従って、医師不足の自治体や医療機関が早急に医
師を確保するためには、研修医が研修修了後にど
のような要因（勤務条件）を重視して就業場所を
選択するかを把握し、研修医の就業を促すのに効
果的な就業環境を整備することが重要となる。
　研修医の進路・就業場所の選択に影響する要因
については、これまで幾つかの調査・研究で把握
されている７-12）。厚生労働省の調査では、研修２
年次生が臨床研修修了後の研修・勤務先を決定し
た理由として「専門医取得につながる」ことが
39.1%と最も高く、次いで「現在研修している」

（32.5%）、「優れた指導者がいる」（32.3%）、「出身
大学である」（30.2%）等が高かった７）。また、武
田らが、全国の研修医2,740人に将来の診療地域
選択の際の影響要因について４段階評価（①とて
も重視する、②やや重視する、③あまり重視しな
い、④全く重視しない）で尋ねたところ、「協力
し合える医師が身近にいるか」（86.8%＝①＋②）、

「子供の教育環境」（83.3％）、「自分のライフスタ

イル」（81.4%）、「配偶者の意向」（78.7%）、「自分
の出身地」（75.7%）の評価が高かった８）。鈴木ら
も、研修医51人に対して武田らと同様に４段階評
価のアンケートを実施し、結婚や育児が進路選択
に与える影響を把握している９）。
　これらの調査・研究は、研修医の就業場所の選
択要因を把握するのに有用であるものの、アンケ
ートの結果最も回答数が多かった要因や４段階評
価が高かった要因が、他の要因と比べてどの程度
回答者に重視されていたのかはわからない。例え
ば、上記の研究結果をもって、研修医が就業場所
の選択の際、子供の教育環境や自分のライフスタ
イルよりも協力し合える医師の存在をどの程度重
視するかを判断することは難しく、どの要因も同
じ程度重要であるようにみえる。しかし、経営的
にも地理的にも不利な地域の医療機関にとって、
研修医の確保のためにこれら全ての要因を踏まえ
た就業環境を整備するのは困難であると考えられ
る。医師不足に悩む自治体や医療機関が限られた
予算等の資源を有効に利用して医師を確保するた
めには、就業場所の選択における医師の選好を定
量的に把握する必要がある。
　就業場所に対する医師の選好を定量的に把握す
る代表的な手法として、顕示選好法と表明選好法
があるが、近年、諸外国では表明選好法の１つで
あるコンジョイント分析が用いられている。Scott
は、英国の一般医（General Practitioner）を対象
にコンジョイント分析を行い、一般医が給与以外
の要因も考慮して就業場所を選択し、特に時間外
労働の多寡を重視していることを示している13）。ま
た、Wordsworthらは、コンジョイント分析によ
り、同じ英国の一般医でも常勤医の方が非常勤医
よりも患者当たりの診察時間が長く、医学知識・
技術向上の機会が充実している就業場所を好むこ
とを示している14）。吉田が指摘するように、わが
国の医師の労働市場には医局のネットワークが存
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在し、市場原理が働かない側面がある15）。顕示選
好法では医師の労働市場に市場原理が働いている
ことを想定した分析となるため、わが国の就業場
所に対する医師の選好を分析するには、表明選好
法が有効である。佐野・石橋は、病院勤務医を対
象にコンジョイント分析を行い、勤務医が就業場
所の選択の際、立地場所がへき地でないこと、診
療について相談できる医師がいること、学会や研
修会への出席機会が保障されることを重視してい
ることを示した16）。そして、研修医については、
前田・箕輪が臨床研修病院に対する研修医の選好
をコンジョイント分析により把握しており、有名
な指導医がいること、大学病院でないこと等が研
修医に重視されることを示した17）。しかし、研修
修了後の就業場所に対する研修医の選好は、これ
まで定量的に把握されていない。
　そこで、本稿では、コンジョイント分析によ
り、研修医が臨床研修後の就業場所の選択の際に
重視する要因を定量的に把握し、医師不足の地域
や医療機関が研修を終えた研修医を確保するため
の有効策について検討する。

２．方法

　就業場所に対する研修医の選好は、コンジョイ
ント分析により把握した。コンジョイント分析と
は、アンケート調査を用いて財に対する個人の効
用を表明させる手法の１つであり、近年、様々な
医療経済学的研究に用いられている13,14,16-27）。具体
的には、アンケートにより回答者に対して複数の
選択肢（医療機関）を提示し、その選択結果を統
計モデルにより分析することで、選択肢を構成す
る様々な属性（勤務条件）の重要性を定量的に評
価した。
　医師の就業場所の選択行動に関するアンケート
調査は、医療経済研究機構が平成19年度に実施し

た「医師の需給のあり方に関する研究」の中で、
病院の研修医及び勤務医を対象に行われた28）。調
査の実施にあたり、（財）医療研修推進財団が公
表している医療機関別の研修医数を基に、大学病
院から研修医数上位30病院、臨床研修病院から研
修医数上位100病院の計130病院を選び、調査協力
を依頼した。そのうち、研修医へのアンケートに
ついては31病院から調査の応諾を得ることができ、
1,227人の研修医に実施した。調査の実施時期は、
平成19年11月16日から同年12月21日である。アン
ケートの質問形式は、異なる属性（勤務条件）を
持つ仮想的な２つの医療機関のうち、魅力的な医
療機関を選択するものである。研修医に対する調
査票の一部を図表１に示す。
　医療機関の属性には、①１週当たり勤務時間

（月曜～土曜・宿直時間を除く）、②診療について
指導してくれる医師の存在、③１ヶ月当たり夜間
宿直回数、④学会や研修会への出席、⑤医療機関
の規模、⑥医療機関の立地場所、及び⑦年間給与
額の７つを採用した。医療機関の属性を７つに限
定したのは、心理学の分野において、人間が同時
に処理できる情報は７±２であるとみなされてい
ることによる29）。医療機関の属性及び各属性につ
いて設定した水準を図表２に示す。
　「１週当たり勤務時間（月曜～土曜・宿直時間
を除く）」は、研修医が業務量として勤務時間の
多寡を重視することを考慮して採用した。勤務時
間の水準を設定するにあたっては、国立保健医療
科学院が実施した「医師需給に係る医師の勤務状
況調査」において、病院勤務医（常勤）の１週当
たり勤務時間が63.3時間であり、標準偏差が±
20.2時間であったことを参照した30）。
　「診療について指導してくれる医師の存在」は、
就業先の医療機関に、診療について指導してくれ
る医師がいるか否かを表す。厚生労働省が臨床研
修の２年次生に行った調査では、研修修了後の勤
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図表１　アンケートの調査票例

図表２　コンジョイント分析で用いた医療機関の属性と水準

属性 水準
①１週当たり勤務時間（月曜～土曜・宿直時間を除く） 40／60／80
②診療について指導してくれる医師の存在 指導してくれる医師がいる／指導してくれる医師がいない
③1ヶ月当たり夜間宿直回数 ０／２／４
④学会や研修会への出席 不可（欠勤扱い）／可能だが休暇扱い／出張扱いで可能
⑤医療機関の規模 500床以上の大病院／200床以下の中小病院／診療所

⑥立地場所
大都市（人口50万人以上）
／中小都市（人口３～30万人程度）
／へき地（山間地・離島・過疎地など）

⑦年間給与額（万円） 600  ／1,000 ／2,000

あなたは医療機関Aと医療機関Bから常勤医として来て欲しいと誘いを受けました。

あなたは医療機関Aと医療機関Bの関係者と面談し、勤務条件について話し合いました。あなたは勤務条件

が異なる医療機関Aと医療機関Bのうち、どちらを勤務先に選ぶかを決めなければなりません。

回答にあたっての注意点を読んでから、以下の質問１～質問６にお答えください。

回答にあたっての注意点

・質問の中で示す以外の勤務条件は、医療機関Aと医療機関Bで全て同じであると仮定します。

・質問は全部で６問あります。全ての質問にお答えください。

・質問１、３、５の医療機関Aと質問２、４、６の医療機関Bは、同じ勤務条件です。

・�質問の中で網掛けしている勤務条件は、医療機関Aと医療機関Bで内容が同じものであり、網掛けしてい

ない勤務条件は内容が異なるものです。

・全ての質問について、正しい答え、間違った答えというものはありません。

質問１：あなたはどちらの医療機関を勤務先に選びますか？

勤務条件
・１週当たり勤務時間（月曜～土曜・宿直時間を除く）
・診療について指導してくれる医師の存在
・１ヶ月当たり夜間宿直回数
・学会や研修会への出席
・医療機関の規模
・立地場所
・年間給与額

医療機関Aがよい　　　　　医療機関Bがよい

　　　　　　 　

どちらかの箱に○をつけてください

医療機関A
60時間

指導してくれる医師がいる

２回

可能だが休暇扱い

200床以下の中小病院

中小都市（人口3～30万人程度）

600万円

医療機関B
40時間

指導してくれる医師がいる

０回

不可（欠勤扱い）

200床以下の中小病院

中小都市（人口3～30万人程度）

1000万円
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務先を決定した理由として「優れた指導者がい
る」との回答が多かった７）。また、全国自治体病
院協議会が実施した「自治体病院における医師不
足状況実態調査結果」では、医師不足病院が考え
る医師が不足する理由として「指導する中堅の医
師がいない」ことが挙げられており31）、診療所勤
務医にへき地の医師不足の原因を尋ねた『地域医
療白書』の調査では、「師弟の教育環境不足」と
の回答が多かった32）。従って、研修医の就業場所
の選択において、診療について指導してくれる医
師の存在が影響すると考え、当該属性を採用した。
　「１ヶ月当たり夜間宿直回数」は、診療業務に
おける時間外労働の多寡を表す。１ヶ月当たりの
夜間宿直回数の水準は、日本医療労働組合連合会
が実施した「医師の労働実態調査」の結果を参照
し、０回、２回、４回とした33） 。なお、同調査
で最も回答数の多かった宿直回数は、１ヶ月当た
り２～３回であり、次いで１回以内、４～５回の
順であった。
　「学会や研修会への出席」は、就業場所の選択
の際、研修医は医学知識・技術向上の機会が充実
していることを重視すると考えて採用した。日本
病院会が病院勤務医に対して実施した「勤務医に
関する意識調査」では、へき地勤務に必要な条件
として「各種学会への参加等研修機会の充実」と
の回答が多かった34）。また、「自治体病院におけ
る医師不足状況実態調査結果」では、医師不足病
院が考える医師が不足する理由として「病院の臨
床例が少なく、医学研究等で魅力に乏しいと思わ
れる」ことが挙げられている31）。当該属性の水準
には、学会や研修会への出席が可能であるか否
か、また可能である場合、出張扱いで可能か、可
能であるが休暇扱いとなるかの３つを採用した。
　「医療機関の規模」は、就業先の医療機関が診
療所であるか、200床以下の中小病院であるか、
500床以上の大病院であるかを表す。厚生労働省

の調査では、研修医が研修修了後の勤務先を決定
した理由に「専門医取得につながる」ことが最も
高い７）。従って、高度・専門的な医療に携わりた
い研修医は病院での勤務を重視すると考えて採用
した。
　また、研修医が就業場所の立地条件としてへき
地をどの程度敬遠するのかを把握するため、「医
療機関の立地場所」を医療機関の属性に加えた。

『地域医療白書』の調査では、へき地の医師が不
足する理由として「医師の都市志向」と答えた医
師が多い32）。設定した水準は、大都市（人口50万
人以上）、中小都市（人口３～30万人程度）、へき
地（山間地・離島・過疎地）の３つである。
　「年間給与額」は、就業先の医療機関の年間給
与額である。「平成18年賃金構造基本統計調査」
によると、医師の年収は年齢と勤務先の規模で異
なり、25～29歳の医師は、大規模病院（従業員
1,000人以上）に勤務の場合は平均582万円、小規
模病院（従業員10～99人）に勤務の場合は平均
1,032万円であった35）。また、「自治体病院におけ
る医師充足状況実態調査結果」によると、自治体
病院勤務医の年収は地域で異なり、へき地の自治
体病院では1,996万円であった31）。以上の３つの
年収を参考に、給与額の水準は、600万円、1,000
万円、2,000万円とした。
　これら７つの属性を組み合わせると、1,458（＝
36×２）通りもの仮想的な医療機関が構築され
る。そこで、直交配列法を用いて18の医療機関を
選定し、そのうちの１医療機関と他の17医療機関
とを比較する二者択一形式の質問を作成した。更
に、研修医１人につき17問という質問数では回答
率が下がる可能性を考慮し、17問をランダムに６
問、６問、５問の３グループに分割し、３つの調
査票①～③を作成した注２）。各調査協力病院には
調査票①、②、③を同数配布し、当該病院の研修
医にはいずれかの調査票に回答してもらった注３）。
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調査票①、②、③で用いた全18医療機関の特徴に
ついては、論文末の付表を参照されたい。
　以上のアンケートで得られたデータを用いて統
計モデルを推定し、就業場所となる医療機関の属
性に対する研修医の選好を分析した。コンジョイ
ント分析では、回答者の効用関数にランダム効用
モデルを仮定する。医療機関iと医療機関 jの選
択において、回答者nは、医療機関iから得られ
る効用 Uni が医療機関 jから得られる効用 Unj よ
りも大きい、すなわち Un

＊＝Uni−Unj＞0である時、
（１）式に示す通り、医療機関iを選ぶと考える。

Un
＊ ＝Uni−Unj＝（β′xni＋εni）−（β′xnj＋εnj） 
＝β′（xni−xnj）＋（εni−εnj）

yn＝
1　if　Un

＊＞0
0　　othrwise

⎧
⎨
⎩

 （１）

　ここで、xは医療機関の属性ベクトル、βはパ
ラメータベクトル、εni 及び εnj は誤差項である。 
yn は、当該医療機関が回答者nに選ばれるならば
１、選ばれなければ０となる２値変数である。
　（１）式では、医療機関の属性に対する研修医
の選好βは研修医間で同質であると仮定されてい
る。しかし、効用パラメータβが連続確率分布に
従って個人間で確率的に変動することを許容する
ことにより、研修医間の選好の多様性を考慮した
推定を行うことができる。本稿では、研修医間で
効用パラメータが異なることを想定した以下の

（２）式を推定した。

Un
＊ ＝β′nxnk＋εnk　，βn＝b＋αn

yn＝
1　if　Un

＊＞0
0　　othrwise

⎧
⎨
⎩

 （２）

　ここで、xnk＝xni−xnj 、εnk＝εni−εnjである。βn

は回答者n個人のパラメータベクトルであり、平

均パラメータベクトルbと平均からの乖離を表すベ
クトルαnで構成される。εnkは第一種極値分布に
従い、αnは平均が０、分散がVar（αn）の正規分
布に従うと仮定する。（２）式の推定方法には、ラ
ンダムパラメータロジットモデルを用いた注４）36,37）。
　推定される各属性の符号の正負は、限界効果

（属性の１単位増加に対する選択確率の変化分）
により評価した。一般的に、労働者は報酬が増す
ことから効用を得て、業務の負担が増すことから
負効用を得ると考えると、年間給与額の限界効果
の符号は正、１週間当たり勤務時間及び１ヶ月当
たり夜間宿直回数の限界効果の符号は負となると
予想される。また、現在の医師の地域偏在を踏ま
えると、医療機関の立地場所がへき地であること
は限界効果の符号を負にし、逆に、医療機関の立
地場所が大都市であることは限界効果の符号を正
にすると予想される。
　研修医が就業場所を選択する際、医療機関のど
の属性を特に重視するかは、推定結果より算出さ
れる各属性の金銭的価値により評価した。これ
は、年間給与額の係数値βPとその他の非金銭的
属性の係数値βOとの限界代替率（βO /βP）により
求められる38,39）。βO /βP は、医療機関の各属性に
対する研修医の限界支払意思額（あるいは限界受
入補償額）と解釈される。
　本稿の統計モデルでは研修医別に効用パラメー
タ（係数値）を推定するため、医療機関の各属性
の係数値や限界効果は、研修医全体の平均値で評
価した。ただし、医療機関の属性に対する金銭的
価値については、平均値だけではなく第１四分位
点（25%点）、中央値、第３四分位点（75%点）を
算出することにより、研修医間の選好のばらつき
を把握した。更に、医療機関の各属性に対する研
修医の選好の違いがどのような個人属性の違いと
関係しているかを把握するため、各個人属性を２
群に分けて金銭的価値の中央値を比較した。分析
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に用いた個人属性は、女性であるか否か、年齢が
30歳以上であるか否か、配偶者の有無、研修１年
次生であるか否か、研修病院が500床未満である
か否か、大学医局への所属希望の有無である注５）。

３．結果

　調査対象の研修医1,227人のうち、357人から有
効回答が得られた（29.1%）。有効回答者の個人属
性を図表３に示す。回答者の平均年齢は26.7歳で
あるが、8.1%は30歳以上であった。男性が全体の
61.1％を占め、配偶者がいる割合は14.9％であっ
た。また、回答者の多くが都市部の病院で研修を

受けており、500床以上の大病院が80.7%を占め
た。大学の医局への所属希望を尋ねたところ、約
半数（53.2%）が大学医局への所属を希望したが、
10.9%は大学医局への所属を希望せず、35.3%はま
だ決めていなかった。専門としたい診療科（複数
回答）は、内科が90人（25.2%）と最も多く、そ
の他と答えた者を除くと、次に小児科の43人

（12.0%）、 外 科 の40人（11.2%）、 麻 酔 科 の36人
（10.1%）が多かった。
　ランダムパラメータロジットモデルにより

（２）式を推定した結果を図表４に示す。表中の
係数値や限界効果は、研修医全体の平均値を表
す。学会や研修会への出席が休暇扱いで可能から

図表３　分析対象となる研修医の特徴

対象者数 357人
特徴（個人属性）
年齢 平均：26.7歳　（標準偏差：± 2.5）

　うち30歳以上：29人（8.1%）　
性別 男性：218人（61.1%） 女性：139人（38.9%）
配偶者の有無 いる：53人（14.9%） いない：304人（85.1%）
研修年次 １年次生：158人（44.3%） ２年次生：199人（55.7%）
研修地 都市部：340人（95.2%） 郡・町村部：13人（3.6%）
医療機関の規模 500床以上の病院：288人（80.7%）

500床未満の病院： 65人（18.2%）
大学医局への所属希望 所属したい         ：190人（53.2%）

所属したくない   ： 39人（10.9%）
まだ決めていない：126人（35.3%）

専門としたい診療科（複数回答） 内科
呼吸器科
消化器科
循環器科
小児科
精神科
外科
整形外科
産婦人科
眼科
皮膚科
泌尿器科
放射線科
麻酔科
その他
まだ決めていない

90人（25.2%）
14人（ 3.9%）
22人（ 6.2%）
20人（ 5.6%）
43人（12.0%） 
15人（ 4.2%）
40人（11.2%）
30人（ 8.4%）
19人（ 5.3%）
13人（ 3.6%）
21人（ 5.9%）
8人（ 2.2%）

16人（ 4.5%） 
36人（10.1%）
54人（15.1%）
29人（ 8.1%）

注）�１.�各個人属性の未回答者数は示していない。�
２．「専門としたい診療科」は複数回答である。
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不可（欠勤扱い）になること、及び勤務先の規模
が中小病院から大病院へと変わることを除き、医
療機関の各属性の係数値は全て統計的に有意であ
った。すなわち、これらの医療機関の勤務条件の
違いが、研修医の就業場所の選択行動に影響して
いることがわかった。
　各属性の限界効果をみると、学会や研修会への
出席が休暇扱いから出張扱いで可能になること、
立地場所が中小都市から大都市へ変わること、年
間給与額が増えることの符号は正であり、研修医
が就業場所を選択する際に魅力的な要因となって
いた。年間給与の増額及び大都市勤務の限界効果
が正となったことは、予想した符号と整合的であ
る。一方、１週当たり勤務時間が増えること、診
療について指導してくれる医師がいないこと、１
ヶ月当たり夜間宿直回数が増えること、中小病院
から診療所へ変わること、立地場所が中小都市か
らへき地へ変わることは、限界効果の符号が負で
あった。すなわち、これらの属性は、研修医の就
業場所の選択の際に敬遠される要因となった。１
週当たり勤務時間及び１ヶ月当たり夜間宿直回数

といった業務負担に関する限界効果が負となり、
またへき地勤務の限界効果が負となったことも、
予想した符号と整合的である。
　（２）式の推定結果における年間給与額と他の
医療機関属性の限界代替率 βO /βP から、各属性
の金銭的価値として算出した支払意思額が図表５
である。支払意思額は、研修医全体の平均値と、
第１四分位点、中央値、第３四分位点を示してい
る。また、１週当たり勤務時間、１ヶ月当たり夜
間宿直回数については、アンケートで設定した水
準の変化幅（20時間、２回）で評価した。研修医
の支払意思額が平均で最も高いのは、診療につい
て指導してくれる医師がいることであり、2,411
万円となった。これは、就業場所に診療について
指導してくれる医師がいるのであれば、研修医は
平均的に2,411万円を支払っても構わない、すな
わち、年収が平均で2,411万円減ったとしても、
診療について指導してくれる医師がいる医療機関
で働きたいと考えている傾向があることを意味す
る。次に、就業場所がへき地から大都市へ変わる
ことの平均支払意思額が1,647万円（＝1258+389）

図表４　推定結果：医療機関の属性に対する研修医の選好

説明変数 係数値（標準誤差） 限界効果 限界代替率
（β0/βp）

１週当たり勤務時間 −0.0281（0.0036）*** −0.0058 −22.6
診療について指導してくれる医師がいないd） −3.0055（0.1947）*** −0.6152 −2410.6
１ヶ月当たり夜間宿直回数 −0.0973（0.0336）*** −0.0199 −78.0
学会や研修会への出席が、可能だが休暇扱いから不可（欠勤扱い）に
変わるd） −0.1587（0.1391） −0.0325 −127.3

学会や研修会への出席が、可能だが休暇扱いから出張扱いで可能に
変わるd） 0.1782（0.1048）* 　0.0365 142.9

中小病院から診療所へ変わるd） −0.6188（0.1329）*** −0.1267 −496.3
中小病院から大病院へ変わるd） −0.0652（0.1493） −0.0133 −52.3
中小都市からへき地へ変わるd） −1.5684（0.1256）*** −0.3210 −1258.0
中小都市から大都市へ変わるd） 0.4845（0.1319）*** 　0.0992 388.6
年間給与額 0.0012（0.0001）*** 　0.0003 −
注）�１．標本数は2024、医師数は357人である。�

２．***は１％水準、**は５％水準、*は10％水準で有意であることを表す。�
３．係数値と限界効果には、研修医全体の平均値を示している。�
４．d）の説明変数はダミー変数である。�
５．尤度比検定の統計量は116.5であり、全ての係数が０であるという帰無仮説は１％水準で棄却される。
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と高く、へき地から中小都市に変わることも
1,258万円と高かった。つまり研修医が就業場所
を選択する際、医療機関の立地場所がへき地でな
いことも、他の勤務条件より優先される傾向があ
ることがわかった。これらの勤務条件より研修医
の評価は下がるが、勤務先が診療所から病院へ変
わることも、支払意思額は平均で496万円と高く
なった。
　支払意思額の第１四分位点、中央値、第３四分
位点により研修医の選好のばらつきをみると、診
療について指導してくれる医師がいること、診療
所から病院へ変わること、立地場所がへき地から
大都市へ変わることは、第１四分位と第３四分位
の差が1,618万円、1,320万円、1,055万円といずれ
も1,000万円以上であり、研修医によって評価が
かなり異なることがわかる。診療について指導し
てくれる医師がいることの第３四分位点の支払意
思額は3,064万円とかなり高く、第１四分位点で
も1,446万円となり高額である。診療所から病院
へ変わることは、第３四分位点の支払意思額が
1,156万円と高くなったが、一方で中央値は238万
円となり平均値と比べてかなり低く、第１四分位
点に至っては−165万円となった。第１四分位点
の支払意思額が負であることは、少なくとも４分
の１の研修医が就業場所として病院よりも診療所

を好んでいることを表す。へき地から大都市へ変
わること、及びへき地から中小都市へ変わること
は、診療について指導してくれる医師の存在と同
様、第３四分位点の支払意思額は2,106万円、1,619
万円とかなり高く、第１四分位点も平均値や中央
値と比べるとかなり低いものの、1,051万円、772
万円であり、他の勤務条件より高い金額となった。
　なお、医療機関の各属性に対する支払意思額の
中央値は、診療所から病院へ変わることが平均値
と比べて259万円低いことを除き、いずれの属性
も各々の平均値をやや下回る金額となった。
　医療機関の各属性に対する研修医の金銭的評価
と個人属性との関係は、図表６の通りである。性
別、年齢等の個人属性ごとに研修医を２群に分
け、各群の医療機関属性に対する支払意思額の中
央値を表示している。２群の支払意思額について
連続性を補正した中央値の差の検定を行った結
果、１週当たり勤務時間が20時間減少すること、
診療について指導してくれる医師がいること、学
会や研修会への出席が出張扱いで可能となるこ
と、へき地から中小都市へ変わること、へき地か
ら大都市へ変わることの支払意思額は男女間で有
意に差があり、どの勤務条件も女性の研修医の方
が男性より支払意思額が大きかった。また、配偶
者の有無は、診療について指導してくれる医師が

図表５　医療機関の属性に対する研修医の金銭的評価

属性（勤務条件）の変化
支払意思額（万円）

平均値 第１四分位点 中央値 第３四分位点
１週当たり勤務時間が20時間減少 451.0 153.2 418.9 674.7
診療について指導してくれる医師がいる 2410.6 1446.4 2351.4 3064.0
１ヶ月当たり夜間宿直回数が２回減少 156.0 28.1 153.4 264.4
学会や研修会への出席が、可能だが休暇扱いから出張扱いで
可能に変わる 142.9 92.8 131.2 181.2

診療所から病院へ変わる 496.3 −164.7 237.6 1155.7
へき地から中小都市へ変わる 1258.0 771.6 1201.5 1618.9
へき地から大都市へ変わる 1646.6 1051.1 1571.7 2106.4
注）�１．支払意思額は、年間給与額の係数値βpとその他の医療機関属性の係数値β0の限界代替率（β0/βp）�を基に算出した。�
　　２．推定結果が有意であった勤務条件のみ示している。
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いること、へき地から中小都市へ変わること、へ
き地から大都市へ変わることにおいて支払意思額
の差が有意であり、いずれも配偶者がいない研修
医の方が配偶者のいる研修医よりも支払意思額が
大きかった。大学医局への所属希望の有無は、診
療について指導してくれる医師がいること、学会
や研修会への出席が出張扱いで可能となること、
診療所から病院へ変わること、へき地から大都市
へ変わることの支払意思額に有意な差がみられ、
どの勤務条件も大学医局への所属を希望している
研修医の方が希望していない研修医よりも支払意
思額が大きかった。
　以上の個人属性の違いによる支払意思額の差
は、診療について指導してくれる医師がいるこ
と、及びへき地から大都市へ変わることにおいて
特に顕著であった。診療について指導してくれる
医師がいることに対する支払意思額の中央値は、

男女間で403万円、配偶者の有無で258万円、大学
医局への所属希望の有無で701万円の違いがあっ
た。へき地から大都市へ変わることに対する支払
意思額の中央値は、男女間で209万円、配偶者の
有無で233万円、大学医局への所属希望の有無で
372万円の違いがあった。
　その他、研修医の年齢（30歳以上であるか否
か）、研修年次、研修先の病院規模といった個人
属性の違いによる支払意思額の差は、いずれの医
療機関属性においても統計的に有意ではなかった。

４．考察

　新医師臨床研修制度の導入以降、研修医が研修
先及び研修修了後の就業場所を自ら選択できる状
況となり、医師不足の地域や医療機関にとって、
研修医の就業場所の選択要因を把握することが重

図表６　医療機関の属性に対する研修医の金銭的評価と個人属性との関係

個人属性別の支払意思額（万円）
性別 年齢 配偶者 研修年次 研修病院の規模 大学医局への所属
１：男性 １：30歳未満 １：いない １：１年生 １：500床未満 １：希望する

属性（勤務条件）の変化 ２：女性 ２：30歳以上 ２：いる ２：２年生 ２：500床以上 ２：希望せず

１週当たり
勤務時間が20時間減少

１ 388.9** 413.1 433.8 429.6 412.4 418.2
２ 495.7 524.6 404.1 417.5 421.5 446.3

診療について
指導してくれる医師がいる

１ 2181.6*** 2348.3 2392.5* 2339.5 2283.1 2392.2**
２ 2584.3 2418.0 2134.7 2383.0 2374.8 1691.4

１ヶ月当たり
夜間宿直回数が２回減少

１ 142.7 155.4 159.9 163.5 154.9 158.5
２ 163.8 148.6 132.4 147.8 151.8 130.8

学会や研修会への出席が、
可能だが休暇扱いから
出張扱いで可能に変わる

１ 124.8*** 130.9 132.6 131.1 135.9 134.3***

２ 142.7 135.9 114.5 131.2 130.7 114.8

診療所から病院へ変わる
１ 238.4 249.5 240.7 254.4 49.7 257.9*
２ 208.5 85.4 119.8 207.7 269.9 85.4

へき地から
中小都市へ変わる

１ 1126.3*** 1199.3 1239.6** 1216.7 1272.6 1234.2
２ 1323.7 1238.8 1005.6 1196.8 1192.4 884.6

へき地から
大都市へ変わる

１ 1492.4*** 1561.6 1606.2** 1575.9 1551.1 1602.2*
２ 1701.0 1615.0 1373.2 1571.7 1572.5 1230.6

注）�１．標本数は2024、医師数は357人である。�
２．１群、２群の支払意思額は各群の中央値を表す。�
３．連続性を補正した中央値の差の検定において、***は１％水準、**は５％水準、*は10％水準で有意であることを表す。
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要となっている。本稿では、コンジョイント分析
により、研修医が研修修了後の就業場所の選択の
際、どのような要因を重視するのかを定量的に把
握した。その結果、研修医は就業場所の選択の
際、診療について指導してくれる医師がいるこ
と、医療機関の立地場所がへき地でないことを特
に重視することが明らかとなった。
　まず、医師不足の地域に必然的に関わってくる
のは医療機関の立地条件に対する研修医の選好で
あるが、医療機関の立地場所がへき地から大都市
へ変わる場合の研修医の支払意思額は平均で
1,647万円であり、へき地から中小都市へ変わる
場合は1,258万円であった。すなわち、年収が
1,000万円以上減ったとしても、多くの研修医は
へき地より都市部の医療機関で働きたいと考えて
いることがわかった。武田らが2,740人の研修医
に対して将来的な離島・へき地での勤務の意向を
尋ねたところ、「積極的に従事したい」と回答し
た者が１割程度存在したが、研修修了後直ちにへ
き地勤務を受け入れる研修医は、かなり少ないこ
とが予想される８）。厚生労働省が研修２年次生に
行った調査では、研修後の勤務先の決定理由に

「出身地である」を選んだ者が２割弱（複数回答）
存在しており７）、現在、各都道府県は医師の地域
偏在対策として大学の医学部定員における地元枠
の拡大を検討・実施している32）。しかし、医師が
医学部に入学してから初期（臨床）研修を終える
まで、通例８年を要する。地域の医師不足に早急
に対応するためには、研修医や勤務医に対してへ
き地等医師不足地域への就業を促すことのできる
就業環境を整備する必要がある。
　医療機関の属性のうち、就業場所の選択におい
て研修医に最も重視されていたのは、診療につい
て指導してくれる医師の存在であった。当該属性
に対する研修医の支払意思額は平均で2,411万円
であり、立地場所がへき地から大都市に変わる場

合の平均支払意思額よりも764万円高い。第１四
分位点の研修医でも1,446万円と高く、研修医が
研修修了後も指導してくれる医師の存在を強く求
めていることがわかる。これは、２年間の（初
期）研修修了後に更に３年程度の後期研修を受
け、専門技術の習得と専門医等資格の取得を目指
す研修医が多いことを反映していると考えられ
る。厚生労働省の調査では、研修２年次生は研修
後の勤務先の決定理由に「優れた指導者がいる」

（32.3%、複数回答）と回答した者が多く、更に
「専門医取得につながる」との回答は39.1%と最も
多かった７）。この研修医の専門医志向は、医療機
関の規模が診療所から病院へ変わることに対する
研修医の支払意思額が平均496万円と高額であっ
たことからも推察される。
　従って、医療機関が研修医を研修修了後に確保
するためには、診療について指導できる医師を確
保し、専門医の資格取得に繋がる後期研修プログ
ラムを充実化させることが最も有効であると考え
られる。しかし、へき地等の医師不足地域の医療
機関では、そもそも指導できる医師を１人確保す
るのも困難であろう。全国の自治体病院を対象と
した調査では、医師不足病院が考える医師不足の
理由として、「指導する中堅の医師がいない」こ
とが挙げられている31）。個々の医療機関ではな
く、地域全体で住民に必要とされる医療を提供す
るという観点に立てば、医療圏内の医療機関を再
編し、地域の拠点病院等に医師を集約させること
が、研修医の確保に繋がる可能性がある。これに
より、就業場所に診療について指導できる医師が
いないという状況を解消し、当該地域に対する研
修医の就業意欲を高めることが期待できる。ま
た、個々の医療機関で研修医の確保を検討する場
合、地域の大学病院や拠点病院等から指導医の派
遣を受ける体制を整備することも有効である可能
性がある。北海道大学病院では、平成22年度より
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地域の中核病院へ指導医を派遣するプロジェクト
を実施したところである40）。その上で、医療機関
は研修医が専門技術を習得し、専門医の資格を取
得することのできる質の高い後期研修プログラム
を提供することが重要となる。錦織・鈴木は、地
方の臨床研修指定病院の事例を分析し、臨床研修
の充実化によって研修医が増加した後、後期研修
の質を保証することで研修修了者が残留し、医師
確保へと繋がっていることを示している41）。
　なお、研修医は診療について指導してくれる医
師の存在と立地場所がへき地でないことを重視す
るものの、その程度が個人属性によりかなり異な
ったことは、医師不足の医療機関にとって有用な
情報である。大学医局への所属を希望していない
研修医は、診療について指導してくれる医師の存
在に対する支払意思額が1,691万円となり、入局
を希望している研修医の2,392万円と比べると701
万円も低い。立地場所がへき地から大都市へ変わ
ることに対しても、支払意思額は1,231万円とな
り、入局を希望する研修医よりも372万円低い。
また、男性研修医や配偶者のいる研修医も、指導
医の不在やへき地勤務を好んではいないが、女性
研修医や配偶者のいない研修医と比べるとそれら
の勤務条件を敬遠しない傾向がみられた。研修修
了後の研修医を確保したいへき地の医療機関は、
研修医の中でも特に大学医局への所属を希望して
いない、既婚である、男性であるといった条件を
満たす者に対して積極的に募集活動を行うことが
効果的である可能性がある。
　この他、診療について指導してくれる医師の存
在や立地場所がへき地でないことと比べると重要
性は下がるが、勤務時間や夜間宿直回数といった
業務負担を軽減することも、研修医にとって魅力
的な要因となっていた。特に、女性研修医は男性
研修医よりも勤務時間の少ない医療機関を好む傾
向がみられた。近年、病院勤務医の過酷な労働環

境が問題視されているが、各病院が医師の業務負
担の軽減措置を講じることは、病院勤務医だけで
はなく、特に女性研修医の就業を促すのにも有効
であると考えられる。
　また、学会や研修会への出席が休暇扱いから出
張扱いで可能と変わることの支払意思額は平均で
143万円であり、研修医が出張扱いでの学会・研
修会出席を好む傾向がわかった。その一方で、学
会・研修会への出席が休暇扱いで可能から不可

（欠勤扱い）に変わることは、研修医の勤務先の
選択に影響しなかった。研修医にとっては学会・
研修会への出席が休暇扱いとなるか欠勤扱いとな
るかに大差はなく、あくまで出張扱いで可能であ
ることが重視されると考えられる。従って、研修
医を研修修了後に確保したい医療機関は、彼・彼
女らが学会や研修会に出張扱いで出席できるよう
取り計らうべきであろう。
　以上、コンジョイント分析で明らかとなった研
修医の選好に基づき、臨床研修を終えた研修医を
確保するための施策について検討したが、診療を
支援する医師の存在や立地条件に対する研修医の
選好が非常に大きいことについては留意が必要で
ある注６）。佐野・石橋では、本研究と同様にコン
ジョイント分析により、就業場所に対する病院勤
務医731人の選好を推定した16）。分析に用いた医
療機関の属性・水準や推定方法が本研究と異なる
ため厳密な比較は難しいが、医療機関の属性に対
する病院勤務医の支払意思額は、立地場所がへき
地から大都市へ変わることが583万円と最も高く、
へき地から中小都市へ変わることは524万円、診
療について相談できる医師がいることは473万円
であった注７）。これらは同様の勤務条件に対する
研修医の第１四分位点の支払意思額（1,051万円、
772万円、1,446万円）と比べてもかなり低いた
め、病院勤務医は研修医ほど診療を支援してくれ
る医師の不在やへき地勤務を敬遠しないことが推
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察される。従って、診療について指導できる医師
の確保が困難な医療機関や、へき地等医師不足地
域に立地する医療機関にとっては、研修医だけで
なく移籍先を探している病院勤務医を確保するた
めの施策を講じることが、医師不足の早期解消に
繋がる可能性がある。病院勤務医の選好に基づく
と、医療機関が病院勤務医を確保するためには、
地域の医療機関の再編、高度・専門的な診療の際
に活用できる遠隔医療システムの導入、学会・研
修会出席の際の代診医派遣といった施策が有効で
あると考えられる。特に、医療機関の再編により
地域の拠点病院等が充分な勤務医を確保すること
ができれば、研修医を指導できる体制の整備が可
能となり、研修医の確保にまで繋がることが期待
される。
　最後に、本稿に残された課題について述べる。
第１に、本分析の対象者に、都市部の大病院で研
修を受けている研修医が多いことである。これは
アンケートを実施する際、充分なサンプル数を確
保するため、研修医の多い大学病院及び臨床研修
病院に調査協力を依頼したことによる。このよう
なサンプルの偏りにより、本稿で得られた知見
は、必ずしも全国の研修医には当てはまらない可
能性がある。第２に、本分析で採用した仮想的な
医療機関の属性と水準の妥当性について検討する
必要があることである。コンジョイント分析で
は、想定質問を用いるために回答者の想像に起因
する誤謬があることが指摘されており、特に「想
定的シナリオに伴う誤謬」が問題視される20）。本
研究では、研修医や勤務医の就業場所の選択理由
や勤務状況等に関する既存調査・研究を参考に、
医師の就業場所の選択に影響すると考えられる７
つの医療機関の属性を選定した。また、各属性の
水準についても、実際の調査データを参照するこ
とにより現実的な医療機関のシナリオを構成する
よう配慮し、更に７人の病院勤務医と研修医にプ

レテストを行い、質問される医療機関のイメージ
が想像しづらくないかを確認し、調査票を工夫し
た。しかし、研修医によってはこれらの属性以上
に就業場所の選択に影響する要因があるかもしれ
ない。また、調査実施前に回答者の勤務時間や夜
勤回数等を把握できなかったため、各属性に設定
した水準の幅が、起こりうる変化の範囲を全て含
んだものとなっていない可能性がある。第３に、
非現実的な医療機関のシナリオに対処する必要が
あることである。本稿では、医療機関のシナリオ
が現実的なものとなるよう各属性の水準を設定し
たものの、直交配列法により選ばれた18医療機関
には、例えば「大都市」にある「大病院」で年収
が「2,000万円」といった、研修修了直後の医師
の勤務先としては非現実的な医療機関が含まれて
いる。このような非現実的なシナリオについて
は、回答者が混乱し正確な回答を諦める恐れがあ
るため、選択肢から排除する、属性の一部を加工
する等の調整を行う必要性が指摘されているが、
一方で非現実的なシナリオを排除することによ
り、属性間の直交性が損なわれ、多重共線性が生
じる恐れもある42-44）。栗山やTerawaki・Kuriyama・
Yoshidaは、非現実的なシナリオを排除した上で
D効率設計（D-efficient Design）を用いることに
より、現実的で属性間に相関が生じないシナリオ
による分析が可能であることを示しているが42,43）、
D効率設計を用いるためには、パイロット調査や
複雑な計算を必要とする44）。従って、本稿では仮
想医療機関の作成に直交配列法を採用し、属性間
の直交性を重視して非現実的な医療機関を排除し
なかったが、その結果、研修医の選好を的確に推
定できていない可能性がある。第４に、就業場所
に対する選好に基づいた研修医の確保策として、
本稿で示したものだけが有効とは限らないことで
ある。研修医が診療について指導を受けることの
できる就業環境を整備するための、より効果的な
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施策があるかもしれない。これらの課題に対応し
た調査・研究により、研修医や勤務医の就業場所
の選択要因及び医師確保策について、今後更に検
討される必要があろう。

注
１　以下、本稿では「研修」とは新医師臨床研修制

度の研修、すなわち初期（臨床）研修を指し、後
期（臨床）研修は含めないものとする。従って、

「研修医」は、当該制度の研修（初期研修）を受け
ている医師を指す。

２　アンケート調査票を作成するにあたり、７人の
病院勤務医・研修医にプレテストを行い、質問内
容が理解しやすいか、質問数が多くないか、回答
が左右の選択肢のどちらかに偏らないか等を確認
した。プレテストで得られた意見を受けて、研修
医に対する調査票は質問数を５問または６問とし、

全ての質問に共通する１医療機関は、質問ごとに
左右交互に振り分けた。

　　なお、選択質問17問を３つの調査票に分ける際、
回答者の個人属性の偏りや、質問の順序が回答に
与える学習効果や疲労効果等の影響を考慮すると、
調査票によって17問のグループ分けや質問の順序
を変えることが望ましい。しかし、本研究では調
査票の作成時間と費用面での制約により、調査票
における17問のグループ分けの変更や質問順序の
変更は行わなかった。

３　各調査協力病院の担当者には、研修医全員に対
して３つの調査票を順に配布することのみ依頼し、
いずれかの調査票が特定の性・年齢等の個人属性
に偏らないよう配布するといった指示は行わなか
った。

　　ただし、調査回答のあった研修医357人の個人属
性の分布が、３つの調査票によって異なるのかを
Fisherの正確確率検定により確認したところ、研

付表　コンジョイント分析で用いた全医療機関の特徴

勤　　務　　条　　件
１週当たり勤務時間

（月曜～土曜・
宿直時間を除く）

診療について
指導してくれる医師の存在

１ヶ月当たり
夜間宿直回数

学会や研修会への
出席 医療機関の規模 立地場所 年間給与額

全ての選択質問で用いた医療機関
60時間 指導してくれる医師がいる ２回 可能だが休暇扱い 中小病院 中小都市 600万円

調査票①で用いた医療機関
１ 60時間 指導してくれる医師がいる ４回 不可（欠勤扱い） 中小病院 大都市 2000万円
２ 40時間 指導してくれる医師がいない ２回 出張扱いで可能 中小病院 へき地 2000万円
３ 40時間 指導してくれる医師がいる ２回 出張扱いで可能 診療所 大都市 600万円
４ 40時間 指導してくれる医師がいる ０回 不可（欠勤扱い） 大都市 へき地 600万円
５ 80時間 指導してくれる医師がいない ２回 不可（欠勤扱い） 診療所 中小都市 1000万円
６ 80時間 指導してくれる医師がいる ４回 出張扱いで可能 大病院 中小都市 600万円
調査票②で用いた医療機関
１ 40時間 指導してくれる医師がいる ０回 不可（欠勤扱い） 中小病院 中小都市 1000万円
２ 80時間 指導してくれる医師がいない ０回 可能だが休暇扱い 中小病院 大都市 600万円
３ 80時間 指導してくれる医師がいる ２回 不可（欠勤扱い） 大病院 大都市 2000万円
４ 60時間 指導してくれる医師がいる ２回 可能だが休暇扱い 大都市 へき地 1000万円
５ 40時間 指導してくれる医師がいない ４回 可能だが休暇扱い 大病院 大都市 1000万円
６ 80時間 指導してくれる医師がいる ０回 可能だが休暇扱い 診療所 へき地 2000万円
調査票③で用いた医療機関
１ 60時間 指導してくれる医師がいない ０回 出張扱いで可能 大病院 中小都市 2000万円
２ 60時間 指導してくれる医師がいる ０回 出張扱いで可能 診療所 大都市 1000万円
３ 80時間 指導してくれる医師がいる ４回 出張扱いで可能 中小病院 へき地 1000万円
４ 40時間 指導してくれる医師がいる ４回 可能だが休暇扱い 診療所 中小都市 2000万円
５ 60時間 指導してくれる医師がいない ４回 不可（欠勤扱い） 診療所 へき地 600万円
注）�18の医療機関から「全ての選択質問で用いた医療機関」と他の17の医療機関を対にして、二者択一形式の質問を17問作成した。
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修先の医療機関の規模と大学医局への所属希望の
有無を除き、個人属性の分布は３つの調査票で異
ならなかった。調査回答者の個人属性については、
図表３に記載している。

４　ランダムパラメータロジットモデルにおいて、
回答者nがT回の選択質問に回答し、選択肢iを選
択する確率は以下のようになる。

Pnit（Ω）＝ Lnit（βn）f（βn｜Ω）dβn

　ここで、Lnit（βn）は通常の条件付ロジットモデル
による選択確率、f（βn｜Ω）はβnの確率密度関数、
Ωはその密度の母パラメータベクトルを表す。βn

の分布には、正規分布や対数正規分布等が仮定さ
れる。

　　この選択確率の積分は代数的に計算できないた
め、実際には f（βn｜Ω）からβnをR回抽出するシミ
ュレーションを行い、以下のシミュレートされた
選択確率（simulated probability）を算出する。

SPnit＝
1
R Σ

r
Lnit（βr

n）

　ここで、βr
n はr番目に抽出されたβnを表す。本稿

では、βnの抽出にハルトン・シークエンス（Halton 
sequence）法を用いた。この SPnitを用いて次のシ
ミュレートされた対数尤度関数（simulated log 
likelihood）を推定することにより、βnの分布のパ
ラメータが得られる。

SLL＝Σ
n

Σ
i

δnit lnSPnit

　δnit は、回答者nが設問tで選択肢iを選択した時に
１となるダミー変数である。なお、当該モデルの
解説は、三谷・栗山・庄子36）、Hensher・Rose・
Greene37）等が詳しい。

５　大学医局への所属希望のデータには、個人属性
に関するアンケートの中で「医局への所属希望」
について尋ねた回答を用いた。

６　推定方法によって推定結果が異なる可能性を考
慮し、同じ研修医357人のデータを用いてランダム
効果プロビットモデルによる推定も行った。推定
式は、（１）式の説明変数に各回答者の個別効果 
μnを加えたものである。その結果、統計的に有意
となった医療機関の属性とその限界効果の符号は
ランダムパラメータモデルと変わらず、各属性に

対する研修医の支払意思額は、診療について指導
してくれる医師がいることが2,261万円と最も高く、
次いで医療機関の立地場所がへき地から大都市に
変わることが1,624万円、へき地から中小都市に変
わることが1,409万円となった。その他の研修医の
支払意思額は、１週当たり勤務時間が20時間減少
することが422万円、１ヶ月当たり夜間宿直回数が
２回減少することが213万円、学会や研修会への出
席が出張扱いで可能となることが213万円、中小病
院から診療所へ変わることが384万円となった。こ
れらの支払意思額をランダムパラメータモデルに
より推定した支払意思額の平均値や中央値と比較
すると、医療機関の属性によって金額に多少の違
いはあるものの、診療について指導してくれる医
師の存在と立地場所がへき地でないことが他の属
性と比べて研修医にかなり重視されることは、推
定方法を変えても同じであった。

７　佐野・石橋16）では、調査を応諾した26病院の勤
務医 2,436人（院長、副院長、診療部長等の役職を
除く）を対象に勤務先選択に関するアンケートを
実施し、回答が得られた731人の就業場所に対する
選好を分析した。本稿の研修医の分析と異なる点
は、医療機関の属性のうち「診療について指導し
てくれる医師の存在」を「診療について相談でき
る医師の存在」に変えて尋ねたこと、「年間給与額」
を今の勤務先と比べた給与の変化額で尋ねたこと

（「450万円増える」、「変わらない」、「450万円減る」
の３水準）、勤務医１人当たりの選択質問数を８問
または９問としたこと、推定方法にランダム効果
プロビットモデルを用いたことの４つである。
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Preferences for job characteristics among resident 
physicians in Japan

Hiroshi Sano＊

Abstract

Background：Following the implementation of a new Postgraduate Medical Education Program in April 2004, it is 
now up to the resident physicians to decide which hospital they would like to work. Their reluctance to work in 
hospitals in rural areas is one of the main factors that triggered the physician shortages in rural areas during the past 
five years. It is useful to investigate residents’ preferences for job characteristics and try to find a way to attract 
residents to medical institutions in rural areas, as few empirical studies have measured residents’ preferences 
quantitatively.
Objective：To clarify preferences for job characteristics and to identify the most important job attributes among 
resident physicians in Japan.
Methods：A postal questionnaire for a discrete choice experiment was sent to 1,227 residents at 31 hospitals. Seven 
job attributes were defined： daytime hours worked; presence of advising physicians; number of night shifts; 
opportunities to attend academic meetings; number of beds; location; and income. Respondents were asked to answer 
five or six questions about the choice between two medical institutions with different attributes. A random parameter 
logit model was estimated to represent a utility function on job attributes, and willingness to pay （WTP） for each job 
attribute  was calculated.
Results：The response rate was 29.1% （357/1,227）. The sign was positive for three job attributes： subsidies to 
attend academic meetings, a location in a large city （as compared with a small or medium-sized city location）, and 
annual income. The sign was negative for the following five attributes; the number of daytime hours worked, absence 
of advising physicians, the number of night shifts, work in a clinic （rather than in a hospital）, and location in a rural 
area （as compared with a small or medium-sized city location）. With respect to WTP, residents on average had the 
highest WTP at 24.1 million yen for advising physicians. A change from a rural area to a large city represented the 
second-highest WTP, at 16.5 million yen.
Conclusions：The present study suggests that the presence of advising physicians and geographical conditions are 
extremely important factors in the residents’ choice of workplace. Restructuring medical institutions to include more 
advising physicians and securing access to advising physicians to institutions in rural areas will be effective in 
attracting residents to medical institutions in rural areas.

［Keywords］  resident physicians, preferences, discrete choice experiment, job characteristics,  willingness to pay

＊Senior Researcher, Research Department, Institute for Health Economics and Policy



１．研究の目的と背景

　医療用医薬品の研究開発型製薬企業は、革新的
な薬剤への要求が高まる一方、医療費に対する薬
剤費の抑制、新規物質の承認件数低下、安全基準
の厳格化、ジェネリック薬との競合激化などの課
題に直面している。医療用医薬品の研究開発には
長い年月と巨額の研究開発投資が必要であるにも
関わらず、革新的な新薬の開発に成功するとは限

研究資料

配合剤の日米市場におけるR&Dと
普及に関する研究

加藤　晃*

らない高い不確実性が存在する。データが入手で
きる1981年以降、米国主要製薬企業の研究開発費
は一貫して増えている1。一方、米国食品医薬品
局（以下、FDA）のデータベース（以下、DB）
から新規物質の承認件数を検索すると、1970～
1990年代半ばまでは概ね右肩上がりに増えるが、
新薬黄金期（1996～1999年）を境にして減少に転
じる。即ち、医薬品の候補物質探索から有効性・
安全性・品質の確保等が確認されて、商品として
市場に送り出すまでの過程（以下、創薬2）の生
産性低下傾向が見られる3。主要なブロックバス
ターが特許切れを迎えジェネリック薬にシェアを

抄　　録

　研究開発型製薬企業の新薬研究開発の生産性は、巨額の研究開発費投資にも関わらず、1990年代半ばの黄金期を境に低
下してきている。ブロックバスターが特許切れを迎え、ジェネリック薬品にシェアを奪われる「2010年問題」は、焦眉の
経営課題となっている。そこで、持てる知的財産を有効活用して商品ライフサイクルを延ばすライフサイクルマネジメン
ト（LCM）が注目を集めている。LCMには、新剤型、効能追加、新配合剤などいくつかの手法があるが、本稿では「新配
合剤」を研究対象とする。米国市場においては、配合剤はジェネリック製薬企業から大手製薬企業まで広く開発が行われ
ている。一方、日本市場では、2005年まで厳しい規制があり、規制緩和後に開発に着手した製品の承認が2009年から出始
めた段階にある。
　日本においては、新配合剤は知的財産権の延命策と捉えられがちであるが、米国市場では商品ライフサイクルの成熟期
のみならず、成長期における早期の売り上げ拡大を目的とした商品開発も多く行われている。本稿では米国市場（where）
における配合剤の承認件数を新規物質と比較して、上位社とそれ以外（who）に分け、過去40年間の件数の変遷を調べた。
その結果、上位社の急伸による戦略の変化が確認された。また、日米比較が可能な2000年から2009年の10年間について、
単剤の承認から新配合剤の承認までの期間を調べることによって、商品ライフサイクルのどの時点（when）で開発を行っ
ているかを確認した。更に、薬効の種類（what）を比較することによって普及度合いを検証した。その上で、配合剤の普
及については日米でどのように異なるのか（how）、何故そうなのか（why）の考察を行った。
　LCMとしての配合剤は、知的財産権を活用することによって顧客に価値を提供する手法であり、製薬企業にとっては少
ない研究開発費（コスト）と低い事業リスクでキャッシュフローを維持できる代替戦略と位置付けられる。

キーワード：配合剤、日米比較、ライフサイクルマネジメント、R&D、製薬

＊青山学院大学大学院　国際マネジメント研究科　博士後期課程

　　179



180　　医療経済研究　　Vol.22  No.2  2011

奪われる「2010年問題」は、多くの研究開発型製
薬企業にとって経営上焦眉の問題となっている。
当然の事ながら、上市まで漕ぎ着けた製品は、他
に失敗した候補物質に投下された投資額も含めた
研究開発費（サンクコスト）を回収して利益を上
げなければならない。獲得した知的財産の計画的
なライフサイクル・マネジメント（以下、LCM）
は新薬不足を補う有力な手段となっており、注目
を集めている。
　そのような事業環境下において、配合剤は単剤
の合計額より薬価は低く、効能・効果や服薬遵守
の向上、副作用の軽減など、患者に付加価値を提
供している点は見逃せない。2000～2009年の10年
間に承認された配合剤の件数は、米国の92件に対
して、日本は19件に過ぎない。その内、2008年と
2009年は単年で各５件承認され、2010年もこの傾
向は続いており、今後の増加が予測される。然る
に、「医薬品のLCM」4に関連する研究は国内外と
もに少なく、「配合剤」に焦点を当てた研究は見
当たらない。
　本稿では、日本に比べて配合剤が多く上市され
ている米国と国際比較することによって、薬剤の
供給側である製薬会社の配合剤戦略の特徴を明ら
かにする事を目的とする。即ち、どのような会社
が（who）、 何 の た め に（why）、 何 を 対 象 に

（what）、如何なるタイミング（when）で配合剤
を開発しているのか、データに基づき客観的に検
証していきたい。その上で、日米で違い（where 
& how）があるとすれば、何故なのか（why）、
規制側（審査当局）、需要側（患者・保険者－医
療費負担者、医療従事者）の視点を踏まえて考察
を試みる。
　以下、第２節では先行研究のレビューを行い、
第３節では仮説と方法論・データを説明し、第４
節ではデータによる日米比較分析を行い、第５節
では考察とまとめを行う。

２．先行研究

（１）LCM関連
　LCMという概念は、ハーバードビジネスレビ
ューに載ったLevitt（1965）によって広く知られ
るようになった。どのマーケティングの教科書に
もベル型またはS字型で説明されている5。医薬品
を対象とした研究では、Cox（1963，1967）が先
駆的であり、Jernigan et al.（1991）は上市後長
期間を観察することにより売上推移の類型を細分
化した。Narayanan et al.（2003）は、医師との
コミュニケーション活動を情報提供型と説得型に
分けLCMにおける有効性を示した6。井田・隅蔵・
永田7は、企業のとる戦略が占有可能性と技術機
会に及ぼす影響について分析している。前者は、
戦略論のa.ポジショニング・アプローチとb.リソ
ース・ベースト・ビュー（RBV）というフレー
ムワークで整理し、LCMは知的財産権の計画的
な取得・権利行使により他社が模倣できない中核
技術を構築する戦略であることからRBVに分類
した。その上で、製薬企業に対して質問調査を行
い、製薬協所属企業（研究開発型）では88.0％が
LCMを実施しており、「製品寿命の長期化」と

「後発品の参入排除」の項目が高くなっている事
を確認した。よって、LCMは新薬から得られる
利益の占有可能性を確保する上で重要な戦略であ
ることが窺えると結論づけている。
　Moore（2005）は一般実務家向けに事例を挙げ
てLCMにおける適切なイノベーション手法を類
型化し、イノベーションの意義はその価格決定能
力にある8と重要性を説いている。
　独占的権利の保護において最も強力な制度は特
許であり、権利保護期間は基本的に20年間であ
る。米国ではHatch-Waxman Act（1984年制定、
特許存続期間延長は1988年改定で導入）9による特
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許存続期間の延長制度（侵食された期間回復で最
長５年、ただし、発売から14年が限度）がある。
米国における研究であるが、医薬品特許の期間延
長について調査した結果、平均延長期間は3.6年、
平均特許期間は9.24年であり、特許の延長は15％
から最大20％の売り上げ増に貢献している。ただ
し、今後、新薬数が減ると、将来的には減少する
ことになる10。
　西村は、医薬品のライフサイクル戦略として、
適用拡大、剤形・投与方法追加、用量追加を対象
として医薬品への需要（付加価値向上）を推計し
た。結果、統計的に付加価値を最も高める方法は
適用拡大であり、それは同時に患者の治療満足度
も高めている。また、剤形・投与方法追加は品目
年齢が高い品目ほど、有効な戦略である11と主張
している。残念ながら、配合剤は研究対象となっ
ていない。
　菊池は、LCMの重要性を整理した上で、ユー
ザーニーズに応えながら長期に亘って有効に活用
できる環境を提供し、世界の健康文化に貢献する
のが最も重要なLCMの目的であり、結果として、
メーカー側にも利益が分配される。…海外におけ
るグローバル企業のLCM課題比率は、そのテリ
トリーの分け方にもよるが、40～60％程度と考え
られる12。また、実務家の経験から効率的LCM実
施・推進のキーポイントとして、LCM部署の社
内設置、経営上層部からのバックアップ、早期計

画と複数LCM戦略の併用、社会性を見極める目
利き、売上ではなくROI、モニタリングとフォロ
ーアップの継続を挙げている13。

（２）配合剤関連
　まずは、配合剤の定義から始めたい。配合剤と
は、２種以上の有効成分を含有する製剤14のこと
である。Brown（2008）によれば、配合剤は４
つのカテゴリーに分類される。a. 既存承認薬

（同じ用法・用量、適用）によるジェネリック配
合薬、b. 同じ処方に使われているが、物理的な
構造の異なる薬剤との配合剤、c. 既存薬による新
処方、かつ、または新効能の配合剤、d. 1または
複数の新規物質を含む配合剤15である。これらの
内、新薬LCMという意味では、b. c. および d. が
該当する。
　Dubey（2009）は、戦略家は製薬企業の成長と
利益を維持するために幾つかの方法を考案してい
るが、製品差別化はそのリストのトップに登場し
ており、研究開発型製薬企業のみならずジェネリ
ック製薬企業も差別化された医薬品の開発競争に
参加しつつある16と述べている。FDAから承認を
受けた案件を新剤型・新配合剤・効能追加に３分
類して、表１の通り戦略に関する適用指標を要領
良くまとめているが、配合剤に関する詳細な分析
はない。
　配合剤に関する議論をすると、製薬業界にある

表１　各種差別化戦略と実施に際しての適合指針

差別化戦略 剤型開発
コスト

臨床治験
コスト

ジェネリックとの
競争感度a

実施への
複雑さb 実施者

新剤型 高 低から中 中から高 中 ジェネリック
先発薬企業

新配合剤 中から高 低から高c 低 中から高 先発薬企業
効能追加 低から中 高 大変低 高 先発薬企業

出典：Dubey（2009）p.118

a　ジェネリック企業による特許非侵害過程の開発または開発者特許を無効にする潜在力  
b　proof-of-concept、臨床前、臨床研究を考慮　　　　
c　低（代替適用）から高（ラベルクレーム適用）
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種のアレルギーがあるように感じられることがあ
る。現在では、米国において多くの配合剤が上市
され使用されているが、Wertheimer & Morrison
によれば、第二次世界大戦後に疑わしい薬剤と効
能が良く知られた薬剤との配合があったことか
ら、特定世代の医師の間では配合剤の使用につい
て抵抗感が生まれ、米国医師会は処方権の問題か
ら反対に回っていた時期があったとのことであ
る。また、調査によると米国では単剤の薬価合計
額と配合剤の薬価を比べると配合剤が必ずしも安
いとは限らないが、配合剤には各種のメリットが
あり、規制の強化は漸進的イノベーションを潰
し、結果的に医療経済にとっても好ましくないと
主張している17。
　谷口は、研究開発投資に対するリターンを得る
上でLCMは重要であり、萬有製薬（現、MSD）
の配合剤プレミネントの第Ⅲ相二重盲検比較試験
における有効性と安全性についてデータを基に述
べている。６年間の再審査期間中は後発品の申請
は受け付けられない18ことから研究開発型製薬企
業にとっての意義を暗に指摘している。

３．仮説と方法論・データ

（１）仮説
　新薬の配合剤は権利期間を延長することによる
キャッシュフローの維持策との批判がある。も
し、その通りであれば、既存自社品とのカニバリ
ゼーション（共食い）の可能性を考えると、特許
などの権利期間が切れる少し前（LCMの成熟期）
に集中することが想定される（仮説１）。企業規
模では最も恩恵を被るブロックバスターを有して
いる主要製薬企業（以下、TOP25）19が主な顔ぶ
れになるかもしれない（仮説２）。その結果、特
定の薬効分野に集中することが推測される（仮説
３）。以上を整理すると、

　仮説１：配合剤は、LCMのライフサイクル成
熟期に行う商品戦略である
　仮説２：主要製薬企業が、配合剤の大半（承認
商品数）を占める
　仮説３：米国市場は、配合剤の特定薬効への集
中度がより高い

（２）方法論とデータ
　日米各市場で承認されている配合剤について、
米国はFDA（CDER）、日本は㈶日本医療情報セ
ンター（以下、JAPIC）のDB20の各種データを基
に客観的に分析を行う。考察においては、製薬企
業IR担当者・プロダクトマネージャー・MRの合
計14人、医薬品担当証券アナリスト・業界誌編集
長の合計４人に半構造的インタビューを実施し
た。仮説別には以下の通りである。
　仮説１：年度毎、会社別に新規物質の承認から
配合剤の承認までの経過期間を調べることによっ
て、商品ライフサイクルのどのステージで配合剤
が計画され、上市されているかの分析を行う。ま
た、具体的にTOP25の会社名と承認件数を検証
する。なお、日本のDBは、米国FDAより項目分
類は細かいが、1998年までしか遡ることができな
い21。そこで、日本については、2000年以降のデ
ータを米国とほぼ同じ基準に調整して、日米比較
を行う。
　仮説２：米国において配合剤の承認件数に年代
による変化があるかどうか、申請企業はTOP25
か否かの検証を行う。日本市場では、TOP25か
否かに加えて内資・外資を区別し、申請区分別件
数における配合剤の位置づけを加味して日米比較
を行う22。
　仮説３：承認された配合剤の効能・効果を調べ
ることによって、どのような分野で製品開発が行
われているのか、また、当該製薬企業はTOP25
なのか否か、更に日本市場においては内資・外資
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を区別して分析を行う。また、第５位までの効
能・効果別にハーフィンダール指数（詳細は後述）
を計算することによってその集中度を確認する。
　以上の検討プロセスによって、日米市場におけ
る配合剤の実態が多角的に浮かび上がる。

４．データによる日米比較分析

（１）仮説１
①米国市場

　TOP25と否かに分け、2000年～2009年（10年
間）にFDAから承認を受けた配合剤について、
当該オリジナル単剤承認日から配合剤承認日まで
の期間別、規模別に整理すると表２のようになる。
　配合剤の承認総数は92件であり、内訳はTOP25
が47件、TOP25以外は45件でほぼ拮抗している。
よって、主要企業が大半を占めるとは言えない。
TOP25は５年未満と５年以上10年未満の件数が
多い。前者は商品ライフサイクルの成長期の拡
大、後者は成熟期における展開または延命を目的
としていると思われる。TOP25以外は15年以上
の件数が多く、特に25年以上の権利期間の切れた
配合剤が占める割合が高い傾向にある。
　これを年度別、TOP25か否か、期間別に図示
すると図１のようになる。横軸はカレンダー年、
縦軸は単剤承認日から配合剤の承認日までの期間

（年）を表す。グラフの下部に注目されたい。縦
軸の０年に幾つかのプロットがある。これらは新
規 物 質 の 承 認 と 同 時 に 配 合 剤 の 承 認 を 得 る

Brown（2008）のカテゴリーc. に該当するケー
スで、最初から新規物質の商品化を配合剤で行っ
ているものである。当初、本稿で想定していた
LCMではないが、配合剤の一つのパターンであ
る。次に、グラフの上部に目を移すと、25年のラ
イン上の数字は期間が25年以上の件数を意味す
る。（　）内はTOP25の件数で合計９件を占めて
いる。具体的には、Wyeth ３件、Novo Nordisk 
２件、J&J、Sanofi Aventis、Schering Plough、Bayer
が各１件である。これらは特許切れ商品であるか
ら新規物質のLCMではないが、グループ内子会
社を含めてTOP25もジェネリックおよびOTCの

表２　直近承認日からの期間別・規模別一覧

５年未満 ５年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上 合計
TOP25 10件/３件 ６件/５件 ３件/５件 ８件/７件 47件

TOP25以外 ７件/３件 ４件/２件 ２件/２件 ９件/16件 45件
合計 17件/６件 10件/７件 ５件/７件 17件/23件 92件

注：表２の表記上、左側は2000～2004年の件数／右側は2005～2009年の件数� 米国FDAのDBより筆者作成

図１　�米国市場における単剤承認日から配合剤承
認日までの期間
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配合剤に取り組んでいる様子が確認できた。
　次に、作成したデータベースを会社別に並べ替
えてみると、開発した新薬の有効成分と同じもの
を使って配合剤を開発しているもの（矢印表示）
が重なって見え難いが、10件（承認数19件）あっ
た。これらは有望なオリジナル単剤を複数回アッ
プグレードさせる継続的イノベーションであり、
LCMの証拠と言えよう。例えば、第一三共は、
主力商品の血圧降下剤オルメサルタン単剤の承認
を2002年４月に得ている（当時、三共）が、その
配 合 剤 を2003年 ６ 月 にBENICAR HCT（ 図 中
①）、2007年9月にAZOR（図中②）の承認を受け
ている。更に、本稿の分析対象期間を外れるが、
2010年7月、別の血圧降下剤アムロジピンと利尿
剤ヒドロクロロチアジドの３剤による３回目の承
認を取得している。
　また、概ね新薬の配合剤と思われる単剤承認日
から配合剤承認日までの期間が15年未満の54件に
ついて見ると、単純平均期間は5.91年、標準偏差
は4.69年である。その内、M&Aの影響を排除す
るためにTOP25会社別（2008年度基準）では、
Abbott、Novartis、Merckが各４件、Bristol-Myers 
Squibb、AstraZeneca、武田薬品、Bayer が各３
件、第一三共、Novo Nordisk、Boehringer Ingelheim、
GlaxoSmithKlineが各２件、Pfizer、Eli Lillyが各
１件であり、合計13社（グループ）で過半数を占
め、平均１社2.43件の配合剤開発を行っている。
更に、配合剤による適用拡大（効能追加）に着目
すると、1970年、1980年代には見られないが、
1990年代に２件、2000年代には８件観察される。
数的には未だ多くはないが、保有する経営資源の
有効活用であるLCMの姿勢が観察される。直近
承認時期からは単純平均で約1.9年である。具体的
に は、Bayer HlthcareのYAZやNovo Nordiskの
ACTIVELLAなどが挙げられる。

②日本市場

　それでは、日本市場はどうであろうか。図２を
参照されたい。承認された配合剤は合計19件23

（類似処方配合剤１件を含む）のみで、前半の
2004年まではわずか４件（類似処方配合剤１件は
非表示）で、後半2005年以降に15件（洗浄灌流液
１件は非表示）、特に2008年と2009年が各５件と
急増している。図中の2005年にある太い縦破線は
2005年の配合剤に関する規制緩和（後述）を示し
ている。企業属性別には、内資８件、外資11件、
武田薬品と大塚製薬を含むTOP25は11件である。
外資は海外で成功した商品を導入している24。ジ
ェネリックと０年配合のケースを除くと、概ね直
近承認日から５年ないし10年に集中している。事
例数が少なく、かつ商品ライフサイクルは一様で
はないので結論を出すには早計であるが、現段階
ではライフサイクル成熟期の上市傾向が観察され
る。

図２　�日本市場における単剤承認日から配合剤承
認までの期間

総合機構およびJAPICのDBより筆者作成

：TOP25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

25

20

15

10

5

0

注）アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液（大塚製薬、2007年10月）
とエクストラニール（バクスター、2003年4月）は、該当しな
いとの理由で一般名に有効成分の記載がないことから、図２に
は反映していない。

2005年
配合剤規制緩和

GSK, 抗HIV薬
「エプジコム」

期
間
（
年
）

：TOP25以外 ：外資 



配合剤の日米市場におけるR&Dと普及に関する研究　　185

てみたい。
　pxをTOP25が占める比率、pyをTOP25以外が
占める比率とすると、帰無仮説と対立仮説は図５
の上部に表したようになる。「TOP25とTOP25以
外の企業では差がない」を帰無仮説として差の検
定を行なうと、1970年代－6.92、1980年代－3.68、
1990年代－3.38、2000年代は0.29となる。有意水
準５％の臨界点の絶対値は1.96なので、1970年代
から1990年代は帰無仮説が棄却され差がある。つ
まり、TOP25以外の会社は配合剤を多用してい
ると言える。ところが、2000年代は帰無仮説が棄
却出来ないことから、米国市場ではTOP25が大
半を占めるとは言えないという結論になる。勿
論、M&AによってTOP25の企業規模が大きくな
り、候補物質をより多く持つようになったとの解
釈も考えられるが、少なくともLCMの一環とし
て配合剤開発に取り組んだ結果ということは言え
そうである。
②日本市場

　前述した通り日本のDBは1998年までしか遡れ
ないので、残念ながら米国と同じ基準での比較は
できない。そこで、調整して2000年～2009年の10
年間の新規物質、新規配合剤、新規投与経路、新
効能（適用拡大）、新剤型、類似配合剤別に承認
件数を見てみよう。表３を参照されたい。
　日本における承認総数は458件である。その内、
新規物質に対する配合剤は、19件（内、類似処方

図３　�米国FDAによる新規物質、配合剤の承認
件数の推移
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図４　米国における配合剤の年代別承認件数
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図５　検定統計量の計算式

（２）仮説２
①米国市場

　図３は、1970年から2009年までの40年間の新規
物質、配合剤（かつ適用拡大を含む）、TOP25か
否か別のFDA承認件数の推移である。
　配合剤に絞って年代別にTOP25とそれ以外に
分けて示すと、図４のようになる。
　配合剤の総件数（含有量等による件数は１件に
調整、別剤型は算入）及びTOP2525による配合剤
の件数は、それぞれ1970年代（17件、２件）、1980
年代（39件、12件）、1990年代（50件、17件）、2000
年代（92件、47件）である。このデータから言え
ることは、a. 配合剤全体の承認件数は年代を追
うごとに一貫して増えている。b. TOP25以外の
企業は商品戦略の一つとして配合剤開発に取り組
んできた。c. TOP25の承認件数は、年代を追う
ごとに増えており、2000年代は過半数を占めるに
至っている。それではTOP25とTOP25以外では
統計学的に違いがあるのであろうか。検定を行っ
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配合剤１件）に過ぎない。LCMを前提にすると
新規物質から配合剤まで一定のタイムラグがある
が、単純に2000年以降の件数比率で見ると7.5％
である。米国で同様に集計すると43.0％（新規物
質214件、配合剤92件）となる。日本では新規物
質以外では、新効能（適用拡大）が116件と圧倒
的に多く、次に新用量94件、新規投与経路40件、
新剤型23件、新規配合剤18件であり、医薬品開発
のポートフォリオは明らかに異なる（複数の申請
区分が該当する場合があるので、承認総数458件
とは一致しない）。それでは配合剤の申請者別で
はどうであろうか。外国資本が50％超の会社を外
資と定義して、外資のみで申請している場合は１
件、国内社と共同申請している場合は0.5件とし
て数えてみた。母数は19件しかないが、外資が11
件と高く、海外で成功した商品を日本に持ち込ん
でいる。また、新薬26の配合剤14件の内、外資が
10件、武田薬品を含むTOP25（子会社を含む）
が10件を占める。従って、2000年代の日本におい
ては、新薬の配合剤はTOP25が大半を占め、外
資の割合も高いと言える。

（３）仮説３
　2000年～2009年の10年間に承認された配合剤を
効能・効果別に日米比較を行ったものが図６であ
る。図６の左側が日本市場、右側が米国市場であ
る。マス目は効能・効果の承認件数を示している。
複数の効能・効果がある薬剤があるため、承認件
数の合計よりも多くなる。効能・効果（範囲）27

では、日本は17種類（25件）、米国は53種類（111

件）であることから、米国の方が承認を受けてい
る範囲が広く配合剤の普及が進んでいる。
　個別に見ると、日本は、高血圧症が５件あり、
その内の４件が外資である。次いで、グラム陰
性・陽性菌等による腎盂炎・敗血症・複雑性膀胱
炎（大塚、大鵬）、気管支喘息（GSK，AstraZeneca）
が２件である。米国の状況に対応させると、HIV

（GSK）、閉経後骨粗鬆症（Bayer）、高コレステ
ロ ー ル 血 症・ 家 族 性 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症

表３　日本市場の申請区分別件数

　 新規有効成分 新規配合剤 新規投与経路 新効能 新剤型 新用量 剤型追加 類似配合剤
2000－2004 118 3 20 52 6 31 6 1
2005－2009 137 15 20 64 17 63 9 0
外資シェア 59.6% 55.6% 45.0% 48.3% 34.8% 50.0% 60.0% 100.0%

JAPICのDBより筆者修正作成

図６　効能・効果別の配合剤承認件数の日米比較
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（Pfizer）は各１件である。その他は合計８件で、
内痔核（三菱ウェルファーマ）、内視鏡検査前の
腸管内容物の排除（ゼリア新薬）、タバコ・医薬
品等の誤飲時における催吐（廣貫堂、ツムラ）な
どがある。ちなみに、これらの配合剤の薬効は、
同10年間に日本で承認された全医薬品薬効別のポ
ートフォリオとは全く異なる特徴を有している28。
　では、米国はどうであろうか。高血圧症が13件
と突出しており、２型糖尿病が７件で続く。どち
らも患者数が多く慢性疾患なので市場が大きな薬
効分野であり、その90％をTOP25が占めている。

（逆に言えば、市場をオリジナル単剤で押さえる
ことができたからTOP25になれたとも言える。）
次いで、麻酔関連６件は全てTOP25以外であり、
ニキビ、HIVが各５件、閉経後骨粗鬆症、高コレ
ステロール血症、胸やけ、鎮痛が各４件、十二指
腸潰瘍、避妊、食道炎が各３件である。特徴的な
のは、閉経後骨粗鬆症の４件中２件は配合剤によ
る適用拡大である。以下、胃潰瘍、花粉症、呼吸
器系アレルギー、泌尿器系感染症、不眠症、気管
支喘息、風邪、家族性高コレステロール血症、日
焼け予防が各２件である。その他（各１件）は合
計で31件ある。例えば、ダイエット補助、タム
シ、偏頭痛、マラリヤ（以上、TOP25）、化学兵
器に対する皮膚の保護、発達障害、乾癬、パーキ
ンソン病、麻薬依存症、眼圧/緑内障（以上、
TOP25以外）など様々であり、合計53薬効（111
件）に及ぶ。

　また、集積状況を把握するために、第５位まで
の効能・効果別のハーフィンダール指数29を計算
すると、米国は0.025、日本は0.056となる。米国
市場では、例えば高血圧では13件も上市している
が、合計で53薬効（111件）と広がっている。一
方、日本では海外で成功した特定分野商品が外資
によって持ち込まれている状況にあり、集中度は
日本市場がより高く出てしまった。米国では
TOP25、TOP25以外とも配合剤に取り組んでお
り、薬効の種類も豊富であることから、米国にお
ける配合剤の裾野の広さを示す結果となった。

（５）日米市場別、企業属性、タイミングによ
るまとめ
　上記（１）～（４）を少し乱暴かもしれないが
簡潔に整理すると、表４のようになる。

５．考察とまとめ

　何故、配合剤の取り組みが日米市場で異なるの
であろうか。配合剤のメリットは、効能・効果の
向上、副作用の軽減、アドヒアランスの向上、合
計薬価などが一般的に挙げられる。逆に、デメリ
ットとしては、配合量が固定なので微調整が難し
い、副作用が生じた場合に原因の特定が難しい、
処方・調剤・服薬ミス30などが挙げられる。しか
しながら、これらは基本的に日米で異なるもので
はない。そこで、（１）規制側（審査当局）、（２）

表４　2000年代の配合剤に関する市場別、企業属性、タイミング、目的一覧

市場、他　　　　　　　　　　　  配合タイミング 同時 ５年未満 5～10年 ジェネリック

企業属性
日本

内資 △ △ △ △
外資 － △ ○ △

米国
TOP25 △ ◎ ◎ ○

TOP25以外 △ ○ ○ ◎
　LCMの目的 早期拡大 延命・展開

注）◎：良く当てはまる、○：当てはまる、△：やや当てはまる、－：該当しない
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供給側（製薬企業）、（３）需要側（患者、保険
者、医師等）、それぞれの視点から考察を試みた
い。

（１）規制側－日米の審査機関と規制
　医薬品は許認可を要する商品であり、審査機関
によって、品質・有効性・安全性が審査される。
日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）によっ
て、新薬承認審査の基準を国際的に統一・標準化
が進められているが、配合剤に関わる規制は日米
では異なる。少し長くなるが、重要と思われるの
で日米両国の審査機関とその規制について確認し
てみたい。
①米国の場合

　 米 国 の 新 薬 審 査 機 関 は 米 国 食 品 医 薬 品 局
（FDA）であり、安全性と有効性の観点から製品
特性及び技術的・科学的な専門性が発揮されるよ
うに６部門に分かれている31。配合剤は、FDAに
おいてはCombination product（以下、コンビネ
ーション商品）32に分類される。コンビネーショ
ン商品を取り扱うコンビネーション商品担当室を
設置している。その目的は、内外の利害関係者に
対して透明性を担保することであり、複数の部門
にまたがるケースの調整やガイダンス文書および
規制の作成等を担当している33。
　配合剤に関するFDAの審査方針は、表題21第1
章健康とヒト・サービス部門Ｄ節ヒト用の薬剤第
300.50項「ヒト用の処方配合剤」（2010年4月10日
改訂版） に明確に示されている。すなわち、配合
剤に関する（a）一般的な原則は、a. 受益者集団

「（意義のある）患者集団」のプロフィールを明確
にして、b. 個々の有効成分の一定の効能、c. 有
効成分を組み合わせた場合の安全性と有効性を審
査すると明記している。その上で、d. 特例とし
て、主たる有効成分の安全性または有効性、およ
び濫用の可能性を最小限にするためには、有効成

分を足す場合があるとしている。 次いで、（b）
と（c）では米国科学アカデミー研究評議会の判
断基準に基づく云々と記載されている。研究評議
会とは、全米トップの科学者、エンジニア、専門
家で構成され、公的に独立的な意見を保証する機
関であり、健康・教育・福祉の向上を目的として、
最重要かつ最新の成果をもたらすものである。つ
まり、判断基準とは、その時点における最先端の
科学水準ということであろう。
　また、FDAは各種のガイダンス文書を公表し
てFDAの現在の考え方を表している。その内容
を盾にとって権利を主張できる法的な拘束力はな
いが、確実に審査におけるFDAの考え方（審査
上求められること、関心事項、表現等）を示して
いる34。その内、配合剤に関する項目は、９本の
ガイダンス文書35（2010年10月30日現在）が公表
されている。また、Proceduralに１本関連するも
の36が見られる。ここでは、本稿にとって重要と
思われる３本のガイダンスを時系列で簡単に追っ
てみたい。
　－2004年５月「業界ガイダンス－HIV治療のた
めの配合剤とパッケージ化商品（案）」
　2003年、当時のブッシュ大統領がエイズ救済の
緊急計画を発表し、2004年３月、AIDS・結核・
マラリヤなどの感染症の配合剤使用に関する国際
会議の開催、2004年４月に南アフリカ開発コミュ
ニティ、HIV/AIDSに関する国連共同プログラ
ム、HHS、世界保健機構（WHO）が共同で配合
剤に関する原則等を受けて商品開発に資するため
に作成されたもので、エイズ禍に緊急対応する姿
勢が読み取れる。内容的には、申請に当たり商品
が具備すべき特徴や配合剤の候補リスト（添付
B）、臨床試験で斟酌すべき事項が簡潔に記され
ている。また、ユーザーフィーが免除される可能
性にも言及している。2006年10月に確定版37が出
ている。
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　－2005年４月「コンビネーション商品に関する
ユーザーフィーの適用について」
　ユーザーフィーが免除される事例（公衆衛生、
オーファンドラッグ、コストとの見合い）の要
件、ユーザーフィーの種類、特に画期的なコンビ
ネーション商品の適用に関して詳述している。公
衆衛生に高く寄与する商品等に対する促進策と言
えよう。
　－2006年９月「革新的なコンビネーション商品
に関する早期開発で考慮すべき事項」
　単独商品よりもコンビネーション商品が安全性
や効能をより促進する可能性があることから、そ
の開発に当たって科学的、技術的な問題を表明す
ることが重要との認識が背景にある。審査上関連
する部門の審査を効率的に行えるようにプロセス
を設定して、タイムリーで一貫したコミュニケー
ションを目指している。また、開発においては既
知のデータを出来るだけ使い、重複や過剰を避
け、必要なデータを収集できるように事例を示し
ている。更に、既承認の新規物質による適用拡大
の場合などは、非臨床試験の（特別な）調整にも
言及している。とかく問題となる試験設計、症例
数の大きさ、臨床エンドポイント、試験件数など
については、早めにFDAの担当に相談するよう
に促している。
　以上をまとめると、米国では、2004年までは配
合剤に関する特段の規制はなく、エイズ禍以降は
後押しをする政策が取られてきており、柔軟かつ
前向きと考えられる。
②日本の場合

　現在、日本における医薬品等の承認審査業務
は、2004年に誕生した独立行政法人医薬品医療機
器総合機構が行っている。配合剤の承認条件に関
する指示文書（運用基準）は、過去３回通知とし
て出されている38。以下でその変遷を確認してみ
たい。

　－1980年の通知
　1980年に薬事法が改正され、厚生省薬務局長通
知薬発第483号が出ている。ここに承認審査の透
明性の確保から「承認拒否事由」が明記された。
ア）申請された効能、効果または性能があると認
められないとき、イ）効能、効果または性能に比
して著しく有害な作用を有することにより、使用
価値がないと認められるとき、ウ）性状、品質が
保健衛生上著しく不適応なとき。更に、上記に該
当しない場合でも、承認を与えない場合の例示と
して、有効成分を２以上含有する医薬品（配合
剤）であって、その使用目的に照らし、配合の合
理的理由が認められないとき。
　－1999年の通知
　医薬審第666号通知「医薬品の承認申請に際し
留意すべき事項について」において、次のいずれ
かの事由に該当するものでなければ認められない
とした。①輸液等用時調製が困難なもの、②副作
用（毒性）軽減または相乗効果があるもの、③そ
の他特に必要と認められるもの。1999年の通知
は、配合剤の承認に際してはその使用目的に照ら
し、配合の合理的理由として、①輸液等用時調製
が困難なもの、②副作用（毒性）軽減または相乗
効果があるものとし、その他は個別ケースごとに
判断することを明文化した。③は当局の裁量が生
じ得る判断項目であるので、承認申請する製薬会
社にとっては不確実な項目である。
　－2005年の通知
　2005年３月には薬食審査発第0331009号通知

「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項につい
て」が出ている。1999年の通知と比べると、①と
②は同じで、③患者の利便性の向上に明らかに資
するもの、④その他配合意義に科学的合理性が認
められるもの、が追加されて承認条件は緩和され
た。この内、③患者の利便性の向上の追加は、服
薬回数を減らすことができる配合剤は該当するこ
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とから、有力な配合候補物質を有する製薬メーカ
ーに配合剤の開発に着手させる契機となった。そ
の結果、製薬メーカーは開発・申請に向けて動き
出し、タイミング的に2009年から2010年にかけて
承認が集中したと考えられる。
　以上をまとめると、日本では、事の良し悪しは
さて置き配合剤は一貫して規制の対象である。少
なくとも、2005年通知（条件緩和）までは、当局
が特に必要と認めない限りは、仮に申請しても認
められる可能性は低い訳であり、製薬企業は費用
と時間を掛けてチャレンジするモチベーションは
低くならざるを得なかったと推測される。2004年
に承認された抗HIV薬「エプジコム」は、エイズ
対策としての特例だったと言えよう。

（２）供給側－製薬企業
　製薬企業としては、米国市場は配合剤に関する
規制は特になく、1970年以降一貫して増加傾向に
あり、TOP25もそれ以外の企業にとっても商品
戦略としての確固たる位置づけがある。創薬の生
産性低下に加え、エイズ禍以降、柔軟かつ前向き
な審査環境が、更なる配合剤開発を加速させたと
考えられる。一方、日本では配合剤は常に規制の
対象であり、2005年の規制緩和までは、配合剤は
承認される可能性が低いことから配合剤開発に取
り組み難い環境にあったと推測される。その結
果、外国で実績のある薬剤について製薬企業が一
斉に動き出し、タイミング的に2009年以降の承認
増加に繋がったと考えられる。申請された薬剤
が、海外実績のある成熟期にあるものだったの
で、商品ライフサイクルの成熟期に当たる延命・
展開型ばかりが目立つが、米国においては５年以
内の早期拡大型や同時配合も多数観察される。許
認可事業である以上、当局の審査スタンスは、商
品開発における最も重要な要因と考えられる。も
う一つ見逃してはならない要因は、特許（特に特

許期間延長制度）39である。本稿は主としてLCM
の立場から配合剤を分析してきたが、筆者は医療
費抑制にはジェネリック薬の推進も有効と考え
る。換言すると、イノベーションに対する報酬と
技術普及による社会的効用の増大とのバランス問
題である。依って立つ所によって大きく議論が異
なることが予想されるが、顧客目線を失ってはな
らない。
　さて、医薬品の研究開発の継続に関する意思決
定は、市場規模、競合商品、成功確率を勘案して
予想売上から現在価値を算出して、継続・中止の
意思決定を行うのが一般的である。配合剤は、副
作用のみならず投資リスクが少ない。米国では配
合剤は10ヶ月で承認が得られることから、利益が
ほぼ確実に上げられる方法であり、日本とは状況
が異なる。
　有力な単剤を保有する企業は、配合剤を開発し
て商品ファミリーを形成することによって、単剤
による他社製品からの取り込み、次いで配合剤へ
のシフトによって囲い込む「競合的アプローチ」
が可能となる。一方、多剤併用療法が推奨されて
いる薬効分野では、他社商品との組み合わせ使用
を前提とした「片利共生的アプローチ」も観察さ
れた。また、民族・文化による違いも考えられる。
米国は多民族国家であり、人種によって薬剤の効
き方が異なることがある40。配合剤は患者ターゲ
ットを拡大する有効な手法の一つである。
　最後に、某製薬会社の米国法人では、治験第Ⅲ
相の段階になると開発部門からマーケティング部
門に所管が移り、LCMの長期的視点でマーケテ
ィング計画が立てられている。米国には研究開発

（理系）とマーケティング（文系）の両方を理解
する人材がいるとのことである41。学校教育と人
材に関する貴重な意見と思われるので記しておき
たい。
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（３）需要側－患者、保険者、医師等
　米国の医療保険制度は、メディケイド（貧困
層）・メディケア（高齢者）以外は基本的に民間
医療保険（保険者）によって賄われている。給付
内容によるが、一般的には１剤毎に自己負担（Co-
pay）が保険者によって設定されるので、処方さ
れる薬剤が２剤から配合剤１剤になれば処方薬の
患者負担は1/2に減る。３剤であれば1/3である。
一方、日本では医療費総額の１割～３割負担であ
ることから、配合剤を使う経済的インセンティブ
は米国に比べると低いと言えよう。これは、総医
療費における薬剤比率の高い米国において、保険
者（医療費負担者）にとっても経済的に重要な施
策である。また、これまでの日本の配合剤の薬価
は諸外国に比べて、単剤の合計額に比して割高な
ものが多いとの指摘もある42。
　医薬品の直接的な受益者は患者であるが、医師
は薬剤の購買決定者（代理人）であり、薬剤の選
択過程において主要な役割を果たしている。配合
剤の経済性以外のメリットとしては、副作用の軽
減、アドヒアランスの向上、効能の向上などがあ
る。全ての医師が配合剤を支持している訳ではな
いが、その普及効果（結果）により、米国人医師
の方が配合剤の処方について抵抗感が小さいとの
仮説が考えられる。また、最近は少し状況が変化
しているかもしれないが、日本人の患者は多くの
薬をもらうと安心すると言われている。一方、米
国人は処方される薬の種類が増えると病気が重篤
なのではないかと考えるので、薬の種類（量）を
減らすことができる配合剤は患者に心理的な安心
感を与えるとの意見がある43。

（４）まとめと今後の課題
　創薬生産性の低下およびジェネリック薬による
シェア低下、所謂「2010年問題」という問題意識
から代替戦略としてのLCMに着目し、その主要

な手段である配合剤に焦点を当てた日米比較を試
みた。日米の医薬品承認データベース等からデー
タを抽出し、その特徴を5W1Hで整理・分析を行
い、製薬会社のプロダクトマネージャー、MR、
医薬品担当証券アナリスト、業界誌編集長等との
インタビューによって、日米で異なる原因を考察
した。
　配合剤については、様々な意見があるが、顧客

（患者・家族・医療従事者・保険者）にとって、
薬効の向上、副作用の低減、アドヒアランスの向
上、薬価面など医療経済上のメリットがある。製
薬企業にとって配合剤によるLCMは、低い開発
コスト、低い事業リスクで、早期に売上げを拡大
させ（早期拡大型）、単剤の特許切れ後も一定の
キャッシュフローが維持できる（延命・展開型）
などの利点がある。配合剤LCMは、米国のみな
らず日本においても、製薬企業の経営戦略の重要
な一端を担うようになりつつあると思われる。事
実、2009年に引き続き、2010年に入ってからも配
合剤の承認発表が続いている。供給者である製薬
会社の商品戦略の変化によって配合剤のラインナ
ップが豊富になれば、日本の医療現場でも選択肢
として処方が増える可能性がある。米国の事例
は、医師を始めとする医療従事者、そして薬剤費
の負担者である患者と保険者（国保、健保等）に
とっても参考になるだろう。
　本稿は、３つの仮説を検証する視点から、日米
の配合剤を定量的に比較する試みであり、日米市
場で異なる理由を検討した。インタビューや文献
から得られた知見の紹介に留まっているところも
一部にはあるものの、配合剤に関する類似の研究
が国内外でほとんど見られない現状から、一定の
貢献を成したのではないかと考える次第である。
今後は、代表的な配合剤のケーススタディ（ファ
ミリー薬の系譜、現地化、共同販促や知財導入、
薬価、商品開発の時期等の日米比較）によって経
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営戦略との関係を更に研究していきたい。
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定されている。

43　Prescription Drug Makers Increasingly Develop 
Combination Pills.  Medical News Today. 2007 ; 
May 2
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R&D of combination drugs and its prevalence 
in the US and Japanese markets

Akira Kato＊

Abstract

Despite enormous investments in research and development （R&D）, the number of new drugs introduced into 
the market by major pharmaceutical companies began to decline as the golden age of the pharmaceutical industry 

（1996-1999） ended. The so-called “year 2010 problem”, with the patents for many blockbuster drugs expiring in the 
year, is presenting a very urgent managerial challenge for them. Many of them are trying to find an answer in life 
cycle management （LCM） to extend the product life cycles of the existing patent drugs. Typical tools for the LCM 
include development of new formulations, new combinations of drugs, and addition of new indications. 

In this study, we examine the development of combination drugs in the US market and in Japanese market, on 
the basis of FDA and JAPIC database. Combination drugs have natural advantages for consumers; they tend to cost 
less than individual drugs, have less adverse effects to and lower compliance costs. In fact, in the US, development of 
combination drugs is regarded as one of the most powerful tools for LCM. It has been adopted by a wide range of 
companies, from generic-drug manufacturers to leading pharmaceutical companies. In contrast, in Japan where strict 
regulations on combination drugs had remained in effect until 2005, product developments had began only after 2005, 
and they started to result in approval around 2009 and 2010. But the number of such drugs is still very small, and 
multi-national companies who had brought in products that sold well abroad dominate the small Japanese market. 

We also examine the stage of the product cycle at which new combination drugs was developed for these two 
markets during the 10-year period from 2000 to 2009. The stage of the product cycle is measured by the length of 
time from the approval of drugs with a single active substance to the approval of new combination drugs. Our analysis 
of the US market reveals that the combination drugs have been developed not just toward the end of the product 
cycle, but frequently in its growth stage to promote early increases in sales. We also provide the prevalence of the 
new combination drugs by the main indications of these drugs in Japan and the US. Based on the result of this 
comparison, we considered the differences in the development of new combination drugs between Japan and the US 
and the reasons for these differences. 

［Keywords］  combination drug, comparison between Japan and US, life cycle management, research and 
development, pharmaceutical

＊Aoyama Gakuin University, Graduate School of International Management, D.B.A. Candidate



　本誌は以下の目的にかなう研究の成果物を広く募集します。原稿の種別は下記の通り医療経済・医療政策に関する「研究
論文」、「研究ノート」、「研究資料」とします。但し、本誌に投稿する論文等は、いずれも他に未投稿・未発表のものに限り
ます。
　なお、投稿にあたっては共著者がある場合は全員の同意を得るものとし、投稿後の採否の通知を受けるまでは他誌への投
稿を認めません。

１．目的	 ①医療経済・医療政策の分野において研究および調査の発表の場を提供する。
	 ②医療経済・医療政策研究の発展を図り、医療政策立案及び評価に学術的基盤を与える。
	 ③医療経済・医療政策の分野において産、官、学を問わず意見交換、学術討論の場を提供する。

２．原稿種別	（1）	「研究論文」：理論的または実証的な研究成果を内容とし、独創的な内容をもつもの。実証的な研究の場
合には目的、方法、結論、考察について明確なもの。

	 （2）	「研究ノート」：独創的な研究の短報または小規模な研究など、研究論文としての基準に達していないが、
新しい知見を含み、学術的に価値の高いもの。

	 （3）	「研究資料」：特色ある資料、調査、実験などの報告や研究手法の改良などに関する報告等で、将来的な
研究に役立つような情報を提供するもの。

	 （4）本誌は上記のほかに編集委員会が認めたものを掲載する。

３．投稿者の学問領域、専門分野を問いません。また医療経済研究機構または医療経済学会の会員であるか否かを問いません。

４．	投稿者は、投稿に際し、本文・図表・抄録を電子メールで送付するとともに、投稿論文の原稿 1 部を郵送してください。
なお、原稿は返却いたしません。

　　	また、投稿者は、「研究論文」、「研究ノート」、「研究資料」の原稿種別の希望を提示することはできますが、その決定は
編集委員会が行うことと致します。

５．原稿執筆の様式は所定の執筆要領に従ってください。
　　編集委員会から修正を求められた際には、各指摘事項に個別的に応え、再投稿して下さい。
　　	編集委員会が修正を求めた投稿原稿について、通知日から 90 日以上を経過しても再投稿されない場合には、投稿の取り

下げとみなします。ただし、事前に通知し、編集委員会が正当な理由として判断した場合はこの限りではありません。

６．	研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（公的機関や私的企業の名称、研究課題名、補助時期など）を謝辞の
中に明記してください。

７．	ヒトを対象とした研究である場合には、以下に例示する倫理基準などを参考に適切に行われていることを明示してくだ
さい。

　　　○疫学研究に関する倫理指針　　　○臨床研究に関する倫理指針

８．	医療技術評価に関連する研究については、編集委員会が必要と判断した場合は、審査に先立って利益相反（Conflict	 of	
Interest）の有無についての情報を開示していただくことがあります。

９．	投稿論文の掲載の採否および種別については、査読審査に基づいて、編集委員会にて決定します。その際、「研究論文」
の基準には満たない場合であっても「研究ノート」または「研究資料」としての掲載が可能という決定になる場合もあ
ります。
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10．	採用が決定した論文について、研究の構成そのものにかかわる指摘や評価が分かれる場合については、編集委員がコメ
ントをすることがあります。その際には、投稿者へ事前にご連絡いたします。

11．	採用が決定した論文等の版権は、医療経済研究機構に属するものとします。採用された場合には、あらためて版権移管
の用紙に執筆者全員の署名をいただきます。

12．	採用された論文の掲載料金は無料です。別刷が必要な場合にはその旨ご連絡ください。実費にて申し受けます。

13．	採用された論文については、「学会論文賞」の選定対象となり、正賞を医療経済学会から、副賞を医療経済研究機構か
ら贈呈します。

14．	英文の校正等は、第一義的には投稿者の責任であり、水準に満たない場合は合理的な範囲での費用負担を求める場合も
あります。

15．原稿の送り先は以下のとおりです。
　　（電子メール）	 E-mail：	kikanshi@ihep.jp
　　（送　付　先）	 〒 105-0003　東京都港区西新橋 1-5-11　第 11 東洋海事ビル 2F
　			 財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会　医療経済研究機構
	 　医療経済学会雑誌・医療経済研究機構機関誌『医療経済研究』担当
	 　TEL	03 － 3506 － 8529	／	FAX	03 － 3506 － 8528

（2011年4月1日	改定）
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１．原稿の書式
（1）Ａ４版Word入力
（2）１行40字×36行、横書き入力

匿名で査読を行いますので、著者の属性に係る事項は表紙（１ページ目）に以下①〜④の項目を記入し、本体ページ
（２ページ目）以降に本文を掲載し、謝辞を入れずに原稿作成をお願い致します。
①	題名著者の氏名および所属・肩書、謝辞、提出年月日
②	連絡先著者1名の所属・肩書、メールアドレス、住所、電話番号、FAX番号
③	共著者全員のメールアドレス
④		研究費補助の有無。研究費補助を受けている場合は、ファンドソース（何年のどの機関・企業からの研究補助等）

を謝辞の中に明記してください。

２．	原稿の長さは「40字×36行」12枚、英文の場合は6,000語以内とします。
　	（表紙、図表、抄録は除く）

３．	抄録は和文（1,000字程度）および英文（400語程度、ダブルスペース）で作成の上、添付してください。また論文検索
のため、和文･英文各10語以内でキーワードを設定し、末尾に記載してください。（英文キーワードは原則として小文
字にて記載）

４．	注）は本文原稿の最後に一括して掲載してください。掲載は、注1	）などのナンバーをふり、注）の番号順に並べてく
ださい。

５．文献記載の様式は以下のとおりとします。
（1	）文献は本文の引用箇所の肩に	1）などの番号で示し、本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載してください。文

献の著者が3名までは全員、4名以上の場合は筆頭者名のみあげ、（筆頭者）,他.	としてください。
（2）記載方法は下記の例示に従ってください。

　　①雑誌の場合
1）	Wazana,A.	Physicians	and	the	pharmaceutical	industry:	is	a	gift	ever	just	a	gift?	Journal	of	American	Medical	

Association	2000;	283:	373-380
2）南部鶴彦，島田直樹．医療機関の薬剤購入における価格弾力性の推定．医療経済研究2000；7：77-100

　　②単行本の場合
1）井伊雅子，大日康史．第9章　予防行動の分析．医療サービス需要の経済分析．日本経済新聞社．2002：173-194
2）	Organisation	 for	Economics	Co-operation	 and	Development.	A	System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	OECD	

Publications,	2000．
　　③訳本の場合

1）	Fuchs,V.,	1991.	National	health	insurance	revisited.	Health	Affairs	[Winter],	7-17.（江見康一・二木　立・権丈善
一訳『保健医療政策の将来』勁草書房,	1995,	245-261）

６．	図表はそれぞれ通し番号を付し、表題を付け、出所を必ず明記してください。また、本文には入れ込まず、１図、１表
ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を本文の右欄外に指定してください。

７．見出しに振る修飾数字・英字等は原則として以下の順序に従ってください。
　			l．　（1）　①　（a）　（ア）　…

（2008年3月31日	改定）
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　　The	Japanese	Journal	of	Health	Economics	and	Policy	accepts	articles	from	the	subject	areas	of	health	economics	
and	health	care	policy.	Articles	that	are	submitted	to	the	Editorial	Committee	of	the	journal	have	to	be	original	and,	as	
such,	 should	 not	 have	 been	 published	 elsewhere,	 either	 in	whole	 or	 in	 part,	 and	 should	 not	 be	 submitted	 to	 other	
journals	while	a	decision	on	publication	by	the	Editorial	Committee	is	pending.	Contributing	authors	should	be	mindful	
of,	and	strictly	follow,	the	Guidelines	set	below.

１．The	purposes	of	the	journal	are	as	follows:
1）The	development	of	research	in	the	area	of	health	economics	and	health	care	policy,	with	a	view	to	this	forming	

an	academic	basis	for	policy	design	and	its	evaluation.
2）The	provision	of	opportunities	for	scholars	and	other	interested	parties	to	present	research	results	in	the	area	of	

health	economics	and	policy.
3）The	promotion	 of	 free	 exchange	 and	 the	discussion	 of	 views,	 ideas,	 and	 opinions	 among	all	 persons	 concerned	

with	the	various	dimensions	of	health	economics	and	health	care	policy.

２．	Primarily,	the	following	types	of	articles	are	accepted	for	publication:
1）Research	 Papers:	 These	 are	 articles	 presenting	 detailed,	 original,	 empirical	 and/or	 theoretical	 research,	 and	

providing	a	clear	statement	and	explanation	of	the	objectives,	method,	and	result	of	the	research	in	question.	
2）Research	Notes:	These	comprise	small	and	concise	notes	on	the	original	research,	or	articles	containing	new	views	

and	opinions	of	academic	value	that	do	not	meet	the	standards	of	a	research	paper.
3）Research	Reports:	These	include	reports	on	particular	data,	surveys,	experiments,	and	other	such	matters,	along	

with	reports	on	improvements	in	research	methodologies	that	can	provide	useful	information	for	future	research	
activities.

4）Other	articles	that	are	approved	by	the	Editorial	Committee	may	be	published.

３．		Authors	are	subject	to	no	restrictions	with	regard	to	their	areas	of	research	interest	and	expertise.	The	authors	are	
not	required	to	be	members	of	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	and/or	the	Japan	Health	Economics	
Association.

４．	Authors	should	email	the	main	text	of	their	articles	along	with	the	figures/tables	and	the	abstract,	and	should,	in	
addition,	 send	 a	 hard	 copy	 of	 the	 articles	 through	 regular	mail.	 Articles	 once	 submitted	will	 not	 be	 returned.	
Authors	may	express	a	preference	as	to	whether	their	articles	are	to	be	published	as	a	research	paper,	as	research	
notes,	 or	 a	 research	 report,	 although	 author	 preferences	 regarding	 article	 type	will	 not	 be	 binding	 upon	 the	
Editorial	Committee.

５．	Authors	should	follow	the	Writing	Guidelines	attached	with	the	Authors’	Guidelines.	When	asked	by	the	Editorial	
Committee	 to	make	 revisions,	 authors	 are	 expected	 to	 revise	 their	 articles	 in	 full	 accordance	with	 the	
requirements	of	the	Committee	and	to	resubmit	their	completed	and	revised	articles.	If	a	resubmission	is	not	made	
within	90	days	from	the	date	of	notification,	the	submission	will	be	considered	as	withdrawn.	However,	the	90-day	
limit	will	not	apply	in	cases	where	the	Editorial	Committee	decides	that	there	is	a	valid	reason	for	the	delay.

６．	In	 the	case	of	articles	based	on	research	 that	has	been	supported	by	grants,	 fellowships,	 or	other	 such	 funding,	
authors	are	required	to	provide	the	names	of	 the	awarding	 institutions	or	organizations	concerned,	 the	research	
title,	the	year	the	grant/fellowship	was	received,	and	all	other	relevant	information	in	their	acknowledgements.

７．	The	authors	must	clearly	indicate	that	all	research	involving	human	subjects	was	conducted	in	accordance	with	
the	 standards	 set	 out	 in	 the	 Ethical	 Guidelines	 for	 Epidemiological	 Studies	 and	Ethical	 Guidelines	 for	 Clinical	
Research.

８．	In	the	case	of	research	concerning	the	assessment	of	health	care	technology,	authors	are	advised	that	the	Editorial	
Committee	may,	if	necessary,	request	information	regarding	possible	conflicts	of	interest	prior	to	the	evaluation	of	
the	articles	concerned.

９．	Decisions	 regarding	 the	 acceptance	 of	 articles	 for	 publication	 and	 the	designation	 of	 the	 type	 of	 article	will	 be	
made	by	the	Editorial	Committee	on	the	basis	of	the	referees’	reports.	Submissions	that	do	not	meet	the	standards	
for	research	papers	may	be	published	as	research	notes	or	research	reports.

10．	The	Editorial	Committee	can	comment	on	the	papers	accepted	for	publication	if	points	related	to	research	designs	
of	the	papers	are	made	and/or	opinions	on	paper	reviews	are	divided.		In	that	case,	the	authors	will	be	notified	of	
such	comments.

11．	Authors	are	advised	that	the	Institute	for	Health	Economics	and	Policy	will	retain	the	copyrights	for	all	the	works	
accepted	for	publication.	The	authors	of	 the	papers	accepted	for	publication	will	be	requested	to	sign	a	consent	
form	for	copyrights	transfer.
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12．	There	is	no	publication	fee	for	the	published	papers.	Extra	copies	of	published	papers	will	be	provided	at	actual	cost	
price	upon	the	authors’	request.

13．	Articles	accepted	and	published	as	research	papers	will	be	eligible	for	being	considered	for	“Association’s	Paper	
Award”	for	the	most	valuable	article	of	the	year	and	the	award-winning	author(s)	will	be	honored	with	an	award	
certificate	by	Japan	Health	Economics	Association	and	with	an	extra	award	by	 Institute	 for	Health	Economics	
and	Policy.

14．	Authors	should	assume	principal	responsibility	for	proofreading	of	the	paper	for	language	(English)	related	issues.	
Therefore,	when	the	level	of	English	does	not	meet	the	standard,	authors	may	be	requested	to	bear	reasonable	
expenses	for	additional	proofreading	done	by	the	Editorial	Committee.

15．	Articles	should	be	sent	to	the	following	address:
Editorial	Office	of	the	Japanese	Journal	of	Health	Economics	and	Policy:
Institute	for	Health	Economics	and	Policy
No.	11	Toyo	Kaiji	Building	2F,	1-5-11	Nishi-shinbashi,	Minato-ku
Tokyo	105-0003	Japan
Telephone:	(+81)	3-3506-8529;	Fax:	(+81)	3-3506-8528
E-mail:	kikanshi@ihep.jp
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１．Format	of	articles
Articles	are	to	be	submitted	in	the	format	of	an	A4-size	Microsoft	Word	document	file	with	36	lines	per	page.	As	
referee	reading	will	be	conducted	anonymously,	 the	following	four	 items	should	be	 included	on	the	cover	page

（first	page）,	while	the	main	text	should	appear	from	the	body	page（second	page）onward	and	acknowledgements	
should	not	be	included	from	that	page	onward.（1）The	title	of	articles,	the	name,	title	and	institutional	affiliation	
of	authors,	acknowledgements,	and	the	date	of	submission	must	be	entered	clearly	on	the	cover	page.（2）The	
name,	 title,	 institutional	affiliation,	address,	 telephone	number,	 fax	number	and	email	address	of	authors	should	
also	be	provided	separately	for	contact	purposes.（3）In	the	case	of	co-authored	articles,	the	email	address	of	all	
the	authors	concerned	must	be	supplied	in	full.（4）Where	articles	are	based	on	research	that	has	been	supported	
by	 grants,	 fellowships	 or	 other	 such	 funding,	 authors	 are	 to	 give	 the	 name	 of	 the	 awarding	 institutions	 or	
organizations	concerned,	the	year	of	the	award	and	all	other	relevant	information	in	their	acknowledgements.

２．	Articles	in	Japanese	should	be	no	longer	than	12	pages,	with	40	characters	per	line.	Articles	in	English	should	be	
no	longer	than	6,000	words,	excluding	the	cover-page,	figures/tables	and	abstract.

３．	An	 abstract	 of	 about	 1,000	 characters	 in	 Japanese	 or	 about	 400	words（double-spaced）in	 English	 should	 be	
prepared	and	attached	to	the	article.
Up	to	10	Japanese	and	10	English	keywords	are	to	be	selected	for	article	searches	and	listed	at	the	end	of	the	
abstract.	Keywords	in	English	should	as	a	rule	be	in	lower	case	letters.

４．	Endnotes（e.g.,‘Note	1’）should	be	placed	together	at	the	end	of	the	main	text	of	the	article	in	numerical	order.

５．	Bibliographical	references	should	be	numbered	by	superscript	next	to	the	citations	in	the	main	text	of	articles,	
and	the	full	references	should	be	listed	at	the	end	of	the	main	text	in	numerical	order	with	all	numbers	clearly	
indicated.	Up	to	three	authors	for	individual	works	may	be	listed	in	bibliographical	references,	but	for	works	with	
four	or	more	authors	the	name	of	the	first	author	only	should	be	given	and	followed	by‘et	al.’.
The	following	specimen	examples	are	to	be	taken	as	standard	for	contributing	authors:	

Journal	articles:	
1）Wazana,	A.	Physicians	and	the	pharmaceutical	industry:	is	a	gift	ever	just	a	gift?	Journal	of	American	Medical	

Association	2000;	283:	373-380.
Books:	
1）Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	Development.	A	 System	 of	Health	Accounts.	 Paris:	 OECD	

Publications,	2000.
Translations:	
1）Fuchs,	V.,	 1991.	National	 health	 insurance	 revisited.	Health	Affairs	 [Winter],	 7-17.（Translated	 by	Emi,	Niki,	
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６．	Figures	and	tables	are	to	be	numbered	sequentially,	with	captions	added	and	sources	clearly	indicated.	Figures	
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attachments	with	the	places	for	insertion	indicated	in	the	right	margin	of	the	main	text.	
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2011年３月吉日
会員各位

医療経済学会第６回研究大会
研究大会長　小椋 正立

「医療経済学会　第６回研究大会」のご案内（第二報）

拝啓　会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、医療経済学会主催、第６回研究大会（2011年度）を次の要領で開催する運びとなりました。つきまし
ては、ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記
Ⅰ．研究大会

期　日： 2011年９月19日（月） 10:00〜18:00（予定） 
2011年９月18日（日） 英語セッション （内容・時間未定）

会　場： 法政大学（市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー26階） 
東京都千代田区富士見２-17-１

参加費： 普通会員　5,000円、学生会員　1,000円、非会員　10,000円

Ⅱ．総会
研究大会当日（９月19日）、総会を開催致します。

【特別講演】
本 研 究 大 会 で は、Michael Grossman 特 別 教 授（Distinguished Professor, Ph.D. Program in 
Economics, City University of New York Graduate Center、 Research Associate and Program 
Director of Health Economics Research, National Bureau of Economic Research）を招聘しご講
演いただく予定です。

【特別講演】
本 研 究 大 会 で は、Michael Grossman 特 別 教 授（Distinguished Professor, Ph.D. Program in 
Economics, City University of New York Graduate Center、 Research Associate and Program 
Director of Health Economics Research, National Bureau of Economic Research）を招聘しご講
演いただく予定です。

【Young Investigator Award（若手最優秀論文賞）】
本研究大会では、大学院生を第一著者とする論文（口頭・ポスターの発表形式を問わない）を対
象に「若手最優秀論文賞（Young Investigator Award）」の授与を行います。

【Young Investigator Award（若手最優秀論文賞）】
本研究大会では、大学院生を第一著者とする論文（口頭・ポスターの発表形式を問わない）を対
象に「若手最優秀論文賞（Young Investigator Award）」の授与を行います。
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Ⅲ．一般演題募集要項
●一般演題の公募について

一般演題は公募します。本研究大会では、医療経済学に関する幅広い分野を対象とします。なお、
演題の採否決定については、プログラム委員会にご一任ください。

●演題発表方法

演題発表は、口頭またはポスターでの発表になりますが、発表方法の決定についてもプログラム委
員会にご一任下さい。

（ポスターの詳細につきましては、追ってご案内します。）

●申込資格

特にありませんが、演者は医療経済学会の会員に限定しております。
申込時、会員でない方は、演者となりましたら別途会員登録をお願い致します。

●演題関連スケジュール

募集開始：2010年12月20日（月）
募集締切：2011年４月28日（木）
採否通知：2011年６月上旬

（参考）採用された方
完成論文提出：2011年７月22日（金）
Power Point提出：2011年９月９日（金）
＊ 完成論文は、指定討論者へ事前送付致しますので、上記期限までに事務局へご提出をお願い致し

ます。
　 完成論文は、指定討論者が事前に十分に発表予定の演題内容について把握し、討論準備ができる

ように作成してください。

●申込方法

一般演題申込希望者は、医療経済学会ホームページより別紙の一般演題申込書に必要事項を記入の
上、下記の要領にて記載した日本語または英語による演題要旨（構造化抄録－フォーマット　206
頁参照）とともに、E-mailにてお申し込みください。
なお、会員の方には、別途申込要綱をご案内させて頂きます。

（総文字数、申込者・所属・演題名・要旨本文の合計）
▶日本語　

◦図表なしの場合、A４版Word１枚、１行40字×36行：全角1440文字
◦図表は１枚のみ可。その場合は、１行40字×30行：全角1200文字
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研究大会長 法政大学　経済学部　教授 小椋　正立

委員長 国立社会保障・人口問題研究所　室長 泉田　信行

委員 甲南大学　経済学部　准教授 後藤　　励

委員 国立社会保障・人口問題研究所　室長 野口　晴子

委員 東京大学　大学院公共健康医学専攻　教授 橋本　英樹

委員 大阪大学　社会経済研究所　特任助教 花岡　智恵

委員 東京大学　大学院公共健康医学専攻　准教授 東　　尚弘

委員 東京大学　大学院公共健康医学専攻　准教授 福田　　敬

●プログラム委員〈プログラム委員会メンバー表〉� （順不同敬称略）

お問い合わせ先
〒105-0003
東京都港区西新橋１-５-11　第11東洋海事ビル２F
財団法人　医療経済研究・社会保険福祉協会　医療経済研究機構内
医療経済学会事務局
TEL03-3506-8529　 　FAX 03-3506-8528 
E-mail：gakkai@ihep.jp　 http://www.ihep.jp/

▶英語

◦図表なしの場合、500 Words
◦図表は１枚のみ可。その場合は、400 Words

（留意点）
▶発表言語は日本語または英語とします。
▶一般演題は、Power Pointによる口頭発表形式、またはポスターによる発表形式となります。
▶一般演題は１人１演題までですが、共同演者として複数の演題の登録が可能です。
▶ 指定討論者による討議を予定しておりますので、申込の際に、必ず希望する指定討論者２名をご

記入下さい。なお、指定討論者の決定はプログラム委員会が行いますので、ご了解ください。
▶指定討論者は、基本的に学会会員として下さい。
▶（学会が配布している学会名簿をご参照の上、ご検討下さい。）
▶演者および共同演者全員が大学院に在籍する場合、教員１人の推薦を必要とします。
▶掲載済論文と同一の内容の発表は対象外とします。
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「医療経済学会」第６回研究大会　構造化抄録　フォーマット

申込者

所属

一般演題名

1. 背景

2. 目的

3. 方法

4. 結果

5. 考察

（総文字数：日本語　全角1440文字（図表なし）・全角1200文字（図表あり）、
英語　500 words（図表なし）・400 words（図表あり））



＊ 入会申込書に記載いただいた個人情報は、当学会のご案内・ご連絡にのみ使用致します。
＊ 学生会員を希望される方は、学生証コピーの添付をお願い致します。

【今後の活動】
研究大会の開催（毎年７月開催　※2011年は９月開催）
学会誌『医療経済研究』の発行など

【学会年会費】
普通会員：年10,000円、 学生会員：年5,000円

【入会の申し込みおよびお問合せは下記へ】
医療経済研究機構内　医療経済学会事務局
TEL 03-3506-8529　FAX 03-3506-8528
http://www.ihep.jp　　E-mail：gakkai@ihep.jp

　入会希望の方は下記様式に記入の上、事務局までメール、FAXまたは郵送して下さい。
　なお、入会に際しては、理事会にて承認を得ることになります。

年　　　　月　　　日申込

【学会設立の趣旨】
　医療経済学の研究者を広く糾合し、医療経済研究の活性化を図るべく、「医療経済学会」を設立する。
この学会が医療経済学の研究成果の発表の場として、広く研究者が交流する場となることで、その学問的
成果に基づく政策や医療現場での実践が行われ、ひいては質の高い効率的な医療が提供されることを期待
する。

医療経済学会  入会申込書

フリガナ

氏　　名

会員の別

所
属
先

名称

住所

電　　話

自宅住所

電　　話

郵便物希望送付先（該当に○） 所属先　・　自宅

E-mail

普通会員
学生会員

最終学歴
専攻科目

職　　名

男
 ・
女

生年
月日

FAX

FAX

西暦　　　　年　　　月　　　日

〒

〒



会員サービス向上の一環としまして、バックナンバーについては医療経済学会ホームページより、
PDF による Web 上での閲覧可能です。本年号については、パスワード入力により会員様画面で
閲覧が可能です。会員の皆様にはこれまでどおり最新号をご郵送いたします。
　なお、非会員の方々は 1 年以上経過したバックナンバーが Web 上で閲覧可能です。

編 集 委 員 長 小　椋　正　立 （法政大学経済学部教授）
編　集　顧　問 池　上　直　己　 （慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授）

西　村　周　三 （国立社会保障・人口問題研究所所長）
編　集　委　員 井　伊　雅　子 （一橋大学国際・公共政策大学院教授）

泉　田　信　行 （国立社会保障・人口問題研究所室長） 
駒　村　康　平 （慶應義塾大学経済学部教授）
菅　原　琢　磨 （国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部特命上席主任研究官）
橋　本　英　樹 （ 東京大学大学院公共健康医学専攻教授）
濱　島　ちさと （ 国立がんセンターがん予防・検診研究センター検診研究部室長）
福　田　　　敬 （ 医療経済研究機構特別主席研究員／東京大学大学院公共健康医学専攻准教授）
安　川　文　朗 （熊本大学大学院社会文化科学研究科教授）
吉　田　あつし （筑波大学大学院システム情報工学研究科教授）
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