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研究課題名：より有効ながん医療政策の決定に資する、がん対策に対する医療経済評価に関する研究 

課 題 番 号：H23-がん臨床-一般-018 

研究代表者：帝京大学医学部第三内科教授	 小松	 恒彦 

 

１．	 本年度の研究成果 

(1) がん治療における直接費用に含まれる医療費用（本研究では「根治的治療」と「非根治的治療」に

相当）に関する報告は多い。ガイドライン等に準拠し保険点数等を用いて計算することも比較的容

易である。しかし、直接費用においても非医療費用（運送費用等）や、間接費用および精神社会的

費用に関する報告は極めて少ない。本研究班の当初計画である「既にコンセンサスの得られている

データを活用する」のみでは、がん医療に関わる費用の全貌を把握することは難しい。そのため本

研究班では簡便な方法（データベースを用いた観察研究やモデル例からの試算）を用いた推計値を

示すことで、費用区分の空白を埋める作業を行った。医療経済分析の指標には、１）費用最小化分

析、２）費用効果分析、３）費用効用分析、４）費用便益分析があげられるが、マトリックス毎の

費用を算出し異なる選択肢を比較する手法から、費用便益分析が適していると考えられた。 

(2) がんの「予防」における費用に関する知見 

 胃がん：日本人における多くの胃がんは、ヘリコバクター・ピロリ菌の慢性持続感染による萎縮

性胃炎を母地として発症するとされている。萎縮性胃炎により胃粘膜が荒廃する前にピロリ菌の

除菌を行うことにより胃がんの発症を予防し得る。ピロリ菌感染歴の有無は、概ね血中ピロリ IgG

抗体（2000 円程度）で判断できる。ランサップ 400 の７日間内服（薬価＝665.7 円 x７＝4659.9

円）で、約 75％の除菌率が期待できる。日本人におけるピロリ菌陽性率は 35.6％、人数にして約

4500万人と推計される。ただし「除菌対象者」の定義はまだ確立されていない。血中ペプシノー

ゲン値との併用が検討されている。 

 肝臓がん：多くの肝臓がんは、B・C型慢性肝炎から進行した肝硬変を母地として発症する。B型

肝炎はワクチンで一次予防が可能（ビームゲンまたはヘプタバックス 0.5mlの薬価は 2408円。３

回接種で 7224円）。B・C型肝炎も適切に治療し肝硬変への進行を阻止することで二次予防ができ

る。本邦における HBVワクチン接種は、１）母児感染対策として、HBV抗原陽性の母親から生

まれた新生児に対する HBV 免疫グロブリン＋HBV ワクチン接種、２）医療従事者向けの HBV

ワクチン接種の２つであり、セレクティブワクチネーションが行われている。世界 193ヶ国中 158

ヶ国（82％）では、小児全員に HBV ワクチンを投与するユニバーサルワクチネーションが行わ

れている。本邦では HBV 陽性者率・急性肝炎での慢性化率が比較的低いことから、セレクティ

ブワクチネーションが継続されている。ワクチン未接種者、二次予防について：検診での肝機能

異常者では各種抗原抗体検査を行い、肝臓専門医の診断・治療を受けるのが妥当である。母児感

染（垂直感染）のみが新規 HBV感染原因であれば現行制度で HBVは根絶されるはずだが、近年

急性肝炎からの慢性化が多い遺伝子型 A型の外来種（欧米型、アジアアフリカ型）が急増してお

り、性風俗産業が主な感染源とされている。そのため、ユニバーサルワクチネーションを検討す

る必要がある。 
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 子宮頸がん：子宮頸がんは子宮頸部のヒトパピローマウィルス（HPV）の慢性持続感染を母地と

して発症する。HPVは性交により感染することが多く、初交前に HPVワクチンを接種することが

効果的である。３回の接種で費用は概ね４〜６万円である。HPVワクチン接種によって、HPV16

型・18型の感染をほぼ 100%予防でき、さらに思春期の女性では 70%以上の子宮頸がん発症を予

防できるとされている。HPVワクチン接種によって全ての発がん性 HPV感染を予防できるわけ

ではないため、HPVワクチンと子宮頸がん検診を併用することが子宮頸がんを根絶するためには

必要である。 

(3) がんの検診（根治的治療に繋がるマススクリーニング）における費用に関する知見 

 マススクリーニングが「早期発見→根治的治療」に繋がることに世界的に広くコンセンサスが得

られているがんは、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんである。肺がんにおいては、胸部単

純レントゲンは感度が低く、胸部 CT スキャンは特異性が低く過剰診断のリスクが高いとされて

いる。現時点では世界的にコンセンサスの得られた検診法はないため、本研究班では対象外とす

る。前立腺がんにおける「前立腺特異抗原」をマススクリーニングに用いることも異論が多いた

め、本研究班では対象外とする。膵がん、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫における検診法は現時点

ではない。 

 胃がん：現行の上部消化管造影検査における検診受診率は、2010年に男性 36.6％、女性 28.3％で

ある。検査の負担が大きく、受診率は微増にとどまる。「ピロリ抗体＋ペプシノーゲン」による高

リスク群の同定法が確立されれば、受診率が大幅に向上する可能性がある。 

 大腸がん：検診として便潜血検査を行い、便潜血陽性例に大腸内視鏡を行うことはコンセンサス

が得られている。大腸内視鏡で異常が認められなかった場合、米国のように５年間は再検査を行

わない、等の検査間隔に関する指針を定めることが、受診率向上と費用対効果、および内視鏡医

の負担を考慮すると必要である。 

 乳がん：標準的検診法である「マンモグラフィー」は、50歳以上の女性において乳がんの早期発

見に有用である。40歳代の女性においては「マンモグラフィー＋乳腺エコー」が行われる場合が

多いと推測されるが、確立された検診法はない。30歳代の女性においても、確立された検診法は

ない。公的な検診受診率は 30％程度だが、私的なドックや病院受診例（乳がんの疑い、等）が多

いと推測されている。 

 子宮頸がん：30歳以上の女性が年一回の検診を受ければ、ほぼすべての子宮頸がんが早期に補足

される。しかし受診率は 2010年で 28.7％と低迷している。子宮頸がんワクチンを接種した場合に

検診間隔を延ばせるかは不明である。受診率を向上させる（またはなぜ低迷しているか）方策に

ついての研究が必要である。 

(4) がんの根治的治療に関する費用に関する知見 

 「検診→早期発見→根治的治療」に高率に繋がるがんは、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸が

んである。肺がんは偶発的に早期発見された場合のみ根治的治療の対象となる（５年生存率 70％

程度）。膵がんも偶発的に早期発見された場合のみ根治的治療の対象となりうるが、５年生存率は

30％程度である。肝硬変を母地とした肝がんは、肝移植以外に根治は困難である。前立腺がんは
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早期発見された場合に根治的治療が可能だが、どの時点で根治的治療を行うかは異論が多い。悪

性リンパ腫は抗がん剤で根治が期待しうるが、その割合は 40％程度とされる。多発性骨髄腫では

通常根治は期待できない。多くのがんにおける治療費は以下のサイトに詳述されている：

http://ganchiryohi.com/ 。 

(5) がんの非根治的治療に関する費用に関する知見 

 医療費用は各種ガイドライン等に基づいた試算が可能である。多くのがんの治療費は以下のサイ

トに詳述されている：http://ganchiryohi.com/ 。治療の長期化に伴い非医療費用、間接費用、精

神社会的費用が大きな負担となる。運送費用の推計を目的としたデータベース研究を帝京大学倫

理委員会に申請中である。その前段階として行われた血液がん患者動態研究では、１回の通院に

要する費用は 6165円と推計された。 

(6) がんの間接費用に関する知見 

 間接費用は、「死亡費用」と「罹病費用」から構成される。死亡費用（患者の死亡による損失（逸

失利益））は、以下のように計算される；＝基礎年収×（１－生活費控除率）×中間利息控除係

数。罹病費用（後遺障害を蒙った場合の逸失利益）は、以下のように計算される；＝基礎収入（年

収）×労働能力喪失率×中間利息控除係数。平均発症年齢と病期別の平均生存期間を変数とした

平易な関数で示すことを、最終的な成果とする予定である。 

(7) がんの精神社会的費用に関する知見 

 がんによる精神的・社会的な負担を「がんによる不効用」とし、１年あたりの統計的生命価値（Value 

of a Life-Year : VLY）と、がんの進行度に応じた効用水準をαと定義し、（1-α）x VLYをがん患

者１年間に生じる不効用の金銭的価値とした報告がある。その報告では、14歳女子全員に子宮頸

がんワクチンを接種した場合の便益を 4.94 億円と推計している（公共政策の経済評価 2010 年度

「子宮頸癌ワクチン接種義務化の費用便益分析」）。この方式を用いることで間接費用と同様に、

各々のがんの平均発症年齢と病期別の平均生存期間による平易な関数化が可能になると考えられ

る。がんに対する根治的治療に伴う身体的機能低下を回復させるためのリハビリテーションに要

する費用を、モデル例を作成し推計している。 

 

２．	 前年度までの研究成果 

(1) がん医療における、費用区分とがんのマトリックスの更新 

 医療政策的に最も重要性が高いがんは、特異的な予防法があり、かつ検診による早期発見が根治

的治療に繋がる子宮頸がん・胃がんであり、次いで重要性が高いがんは、特異的な予防法はない

が検診による早期発見が根治的治療に繋がる大腸がん・乳がんと、一部ではあるが特異的予防法

のある肝がんと考えられた。 

(2) 子宮頸がんにおける間接費用の推計 

 40歳女性、子宮頸がんにおける死亡費用は有職者／主婦で 5644万円／3545万円と推計された。

40歳女性、子宮頸がん 0期における罹病費用は有職者／主婦で 1700万円／1071万円、III-IV期に

おける罹病費用は 6458万円／4060万円と推計された。 
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３．	 研究成果の意義及び今後の発展性 

がん医療における費用区分を明示し、がん医療政策に資すことができる医療経済分析の手法とし

て「費用便益分析」が有用であると結論づけた。また「根治的治療」に繋がる「予防」や「検診」の

手段があるがん腫が医療政策においては重要であることを示し、さらに国民が実感として理解できる

間接費用を推計したことが上げられる。 

 

４．	 倫理面への配慮 

本研究は原則として既存の文献や報告を対象とした研究であるので、その部分に関しては個人

情報やプライバシーへの侵害は発生しない。既存の報告が存在しない部分については非介入の観察研

究を行った。研究計画の立案については、人権擁護上の配慮、個人情報保護、個人情報の非連結匿名

化を徹底し、研究計画を帝京大学倫理委員会に提出し承認が得られた後に実施した。 
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