
SaMDの未来を描く診療報酬のあり方
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2Japan Medical Venture Association

● 設立趣旨
• 医療・ヘルスケア業界における情報の一元化できるプラットッフォーム、

医療・ヘルスケアベンチャーが健全に成長できるための仕組みの構築
• 同業界関連に係る国内外企業、諸団体、関係省庁等との情報交換及び連携、協力のための活動
• 医療・ヘルスケア市場の活性化及び同市場における日本のプレゼンスを向上させる

● 役員
理事長：和田裕、副理事長：山本隆太郎、松尾尚英
理事：小川智也、落合孝文、加藤浩晃、坂野哲平、提橋由幾、原聖吾、藤原選

● 活動内容
セミナー・シンポジウム・分科会の開催、定例会・総会の開催
行政機関・関係団体との意見交換会・勉強会

● 現在の分科会
医療機器、遠隔診療、人工知能、PHR

WEB https://jmva.or.jp
Mail info@jmva.or.jp

70社ほどの医療機器ベンチャー、医療ITベンチャー、起業家、医療者からなる業界団体

■ 協会紹介
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原 聖吾 理事
（株式会社MICIN 代表取締役CEO）

国立国際医療センターに勤務後、日本医療政策機構で

政策の立案に携わる。

米スタンフォード大学への留学を経てマッキンゼーに

入社。厚生労働省「保健医療2035」事務局にて、

2035年の日本における医療政策についての提言策定に

従事した。

2015年株式会社MICINを創業。

横浜市立大学医学部非常勤講師東京大学医学部卒、

スタンフォードMBA

■ 説明者紹介
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効率システム

装着型端末
（日常データ）

AI

オンライン診療

健康医療データ
の集約・蓄積

SaMD

患者の医療アクセス確保
（特に地方での医療環境の確保等）

医療の質の均てん化
（専門医/非専門医の診断能力の平準化等）

医療従事者・患者の負担軽減
（診察時間の短縮等）

医療費の抑制
（追加検査の抑制等）

事務フロー等の効率化による
生産性の向上

医療の質の向上
（診断精度等の向上、早期介入等）

デジタルヘルスは、医療資源の地域格差による患者の必要な医療へのアクセス、
医療従事者の労働環境、医療費逼迫等の改善に寄与することが期待される
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SaMDは従来の患者への直接的貢献に加え、
医療課題にも貢献できる価値を有する

従来の患者への
直接的貢献

• 専門医/非専門医の診断能力の平準化

• 専門医や検査者の技術レベルの均てん化による専
門職人材の地域偏在課題の解消

医療の均てん化

医療従事者・
患者の負担軽減

医療費の抑制

• 検査・診療時間の低減による、術者・患者の負担
軽減

• SaMDによる場所に依存しない治療が可能

• 追加検査の抑制

有効性

安全性

• 見落とし防止・早期発見・診断精度の向上
• 治療効果・継続率の向上

• 医療過誤防止、処置精度の向上
• ソフトウェア自体は身体への侵襲性がない

5

医療課題への貢
献



6

SaMDは国内外で疾病の予防・診断・治療の様々な場面に使用され
ている

出典：各社HPをもとにMICIN作成
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SaMD市場は世界的に伸びており、
日本においても今後市場の拡大が見込まれる

2027年には865億USDまで拡大、CAGR（2020-2027）は21.9％と予測されており※1、同期間における医

療機器全体のCAGRの3倍以上と重要な成長産業である

なお、日本においても、SaMDの内DTxについて、CAGR(2014-2021)は27.7%と予測されている※2

※1経済産業省：「プログラム医療機器の研究開発支援」 p.22
※2AMED：「医療機器開発における注目領域及び その将来展望等について」p.38
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SaMDには従来の医療機器や医薬品と比しても特徴的な性質を持っており、
これらを踏まえた制度の在り方を検討するべき

データ取得が容易

フィードバックによ

る改善がより重要

従来の医療機器と比較し、

上市後の医療データの取得

がより容易に

性能向上のために、医師や患

者の実際の利用に基づくフィ

ードバックによる迅速な改善

が一層重要

参入による技術活用が

発展に不可欠

ＡＩ技術等の新技術を持つ

多様な業種からの参入が産

業としての発展に不可欠

上市後に性能変化

が継続して生じる

製品のアップデートが迅速

にできるため、上市後の性

能変化が継続的に生じ得る

出典：MICIN作成



SaMDの社会実装を加速するためには、出口戦略となる保険償還に関する課題
をあらためて整理する必要がある

価格設定 上市後開発/承認

【予見可能性が低く、投資が促され
にくい】
1.保険償還の予見可能性が低く、投
資家からの投資が促されにくく、開
発が進まない
【保険償還まで時間を要する】
2.SaMDの承認に時間がかかることに
伴い、保険償還にも時間がかかる
【患者の利用機会の不足】
3. 保険診療におけるビジネスモデル
が成り立つ製品が少なく、また、保
険外の活用も制限されていることか
ら、患者へのアクセスが乏しい
【ステークホルダーの意見がバラン
スよく反映されないおそれ】
4.保険点数を決定するプロセスに
SaMD業界側の声が反映されづらい
可能性がある

【迅速な製品変更が困難】
・上市後のRWDのユースケースが限
定的であり、迅速な製品のアップデー
ト等に支障
【広告制限による患者の機会損失が発
生】
・非医療機器のプログラム製品との相
違の理解が難しく、質が確保されてい
る製品へのアクセスが阻害
【質に応じた価格に設定されない】
5. SaMDは上市後の改良により性能が
向上するが、その変化分を継続的に評
価する機会がない
【保険償還期限超過後の取扱いが不透
明】
6. 保険償還期限が超過した後にSaMD
の利用を続ける場合の取扱いが不透明
で、患者が利用しづらい

【制度とソフトウェアの開発性質
のミスマッチ】
・現行の薬機法等による規制はソ
フトウェア開発に対する親和性が
低く、承認までに時間を要する
【一部の必要費用がスタートアッ
プ企業の経営負担に】
・PMDAへの相談手数料等がスタ
ートアップ企業等のSaMD開発の
障壁になっている
【倫理審査に伴う開発の遅れ】
・医療データの利活用に関し、倫
理審査委員会等の判断が速やかに
進まず、開発が始まらない場合が
ある

9
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日本におけるSaMDの社会実装を加速化させるため、これらの課題に対し、
SaMDの特徴に合わせた診療報酬のあり方を議論する必要がある

【保険償還にいたるまでの道筋整備】
1. SaMDの特徴が評価される明確な保険点数の決定基準
2. 公的に設定される暫定価格による早期償還制度
3. 臨床現場への早期投入のための保険外併用療養制度の特例制度の設置等
4. SaMDの診療報酬について協議・決定する会議体の体制

【保険償還後も見据えた評価の在り方】
5. 上市後の性能向上を踏まえ柔軟なチャレンジ申請
6. SaMDの保険償還期間超過後も継続利用する場合の保険上の制度設計

SaMDに関する診療報酬についてのJMVA意見
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１．SaMDの特徴が評価される明確な保険点数の決定基準

現状 施策実現後

現状、SaMDは技術料として評価されているが、技術料による評価は不明確かつSaMDの持つ価値が

必ずしも評価されない基準や評価軸となっているため、SaMDの開発や参入意欲を削ぐ可能性がある。

また、技術料においては同一カテゴリー内でのイノベーションが評価されておらず、イノベーション

への意欲を削ぐ可能性がある。新規事業への進出・参入の阻害要因を取り除き、イノベーションを促

進することでSaMD業界の発展を促すために、SaMDに関する保険償還決定基準や評価軸を明確にし、

SaMD特有のイノベーションが評価される制度を導入すべき。

【SaMDが技術料として保険償還される場合の基準・
評価軸が不明確】
・SaMDが技術料として保険償還される場合の基準や評価軸

（価値）が不明確であるため、収益の予測が困難となり、出
口戦略が不透明なまま開発を進められる企業は限られる。ま
た、技術料において必ずしもSaMDが持つ価値が評価されて
いないため、SaMDの開発や参入意欲を削ぐ可能性がある。

【技術料においてイノベーションが評価されない】
・SaMDが技術料として保険償還される場合、同じカテゴリ

ーの中で有用なイノベーションがあった場合でも一律で同じ
点数として評価されることになり、イノベーションへの意欲
を削いでしまう可能性がある。

【収益の予見性が高まり、SaMD事業への進出・参入
が促進される】
・従来の日本における医療機器の保険収載のありかたを前
提としつつ、SaMDの特徴も十分に評価される明確な基準

（詳細次頁以降）や以下のような評価軸とすることによっ
て、収益の予見性を高めつつ、SaMDが持つ価値が十分に評

価され、新規事業への進出・参入やスタートアップの参入
が促される。
評価軸：①患者の有効性・安全性、

②経済性・効率性の向上
(a)社会的な機会損失
(b)医療従事者の効率化などによる費用削減分

【SaMDの改良によるイノベーションを促進できる】
・技術料として評価されるSaMDについて、特定保険医療材

料における各種加算を参照しつつ、同じカテゴリーの中で
のイノベーションが評価される制度を導入することで、
SaMDの改良によるイノベーションを促進する。
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SaMDの特徴が評価される明確な保険点数の決定基準（診断系）

類似技術があれば当該技術、なければ当該新規技術と同程度の資源消費・費用
を要する技術に係る診療報酬

基礎的準用技術料

原則として数値化できる結果で評価するべき。ただし、数値化できる結果での評
価が困難な場合は、例外的に投入コストの積算で評価

(a) 導入の前後で、医療従事者の技術に顕著な変化がなく、数値化できる結果
が得られる場合は、専らプログラム医療機器等による結果として扱う。

・この際、個別の技術単位のみならず、一疾患又は複数疾患の治療全体で見
て、SaMD等の導入によって、当該疾患又は治療に係る診療報酬の総額が削
減できる場合、当該削減額もそれによる結果として扱うことも考えられる。

(b)プログラム医療機器等の導入の前後で、医療従事者の技術に顕著な変化が見

られる場合は、数値化できる結果の評価について関連の学会と協議を行う、も
しくは例外的に投入コストの積算での評価を試みる

付加的準用技術料

１

２
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SaMDの特徴が評価される明確な保険点数の決定基準（治療系）

一定水準以上の治療効果があることを条件に、下記2点をベースとして、
立証されたSaMDの価値がある場合には、それに応じて加算を付ける。

(a)内容や手間が類似する既存技術料の積み上げ
(b)類似する医療機器・医薬品の価格や海外事例

この際、個別の技術単位のみならず、一疾患又は複数疾患の治療全体で
見て、SaMD等の導入によって、当該疾患又は治療に係る診療報酬の総額

が削減できる場合、当該削減額もそれによる結果として扱うことも考え
られる。

技術料の点数を決めるための具体的な考え方



14

１．SaMDの特徴が評価される明確な保険点数の決定基準

現状 施策実現後

現行制度では、SaMDが保険償還される場合のカテゴリーが必ずしも明らかでない。

SaMDを技術料で評価することを明確にすることによって、企業の収益予測性を向上さ

せるべき。

【SaMDが保険償還される場合のカテゴリ
ーが不明確】

・これまでSaMDは技術料で評価されてきているが、

特に、開発の進む新規性の高い製品群については、
SaMDが技術料、特材のいずれで評価されるのか不
明確で、SaMDについての収益の予測が困難となっ

ている。新規事業への進出・参入やスタートアッ
プの資金調達の阻害要因となり、SaMD業界の発展
に支障をきたす。

【企業の収益予見性が向上する】

・SaMDについては、治療系も含め、（現時点で想

定される技術を前提とすると）①医師の技術から
の独立性が相当低く、その一部を不可分一体に構
成するものであること、②主として医療機関に対
するソースコードの販売ではなく、ソフトウェア
使用権を貸与する形式であること、③繰り返し使
用される場合が多いこと、などの特徴を踏まえる
と、特定保険医療材料ではなく、技術料で評価す
ることを明確にすべき。これによって、企業の収
益の予測可能性が向上する。
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2．公的に設定される暫定価格による早期償還制度

現状 施策実現後

【患者のSaMDへのアクセス機会が限定的】
・保険収載されなければ、保険外併用療養制度や研究用途
を除き、患者の使用機会が制限される。

【保険未収載では開発サイクルが遅くなる】
・保険収載されない場合、実臨床での広がりが制限される
ため、フィードバックによる改善を繰り返すSaMDならで
はの特性である開発プロセスが作用しにくい。

【再生医療等製品等の制度や海外のSaMDに関す
る制度では導入済】
・条件付き早期承認対象製品の再生医療等製品について、
これまで保険適用の対象となっている等既に国内で同様の
仕組みの事例はある。また、ドイツでは、DiGA制度とい
う治療用アプリを早期に条件付きで保険償還をすることが
可能な制度が運用されている。

【早期の仮償還による開発の加速化と患者のアク
セス機会の向上】
・段階的薬事承認及び保険償還により、評価に時間を要す
る有効性の確認を第一段階承認後に行うことで、SaMDを

早期かつ低負担で患者が使用できる機会が増え、より多く
の方の治療に貢献できる。

【条件・期限を付すことで製品の質の担保が可
能】
・早期に保険償還の対象になったSaMDも一定期間内に臨

床評価による有効性・安全性を示すことが求められること
により、最終的に本制度対象のSaMDの質は担保される。

【質に応じた適正価格の決定が可能】
・早期償還後の一定期間において、有効性・安全性に関す
るデータを収集した上で期間終了後に価格を再調整するこ
とで、SaMDの質に応じた適正価格の設定が可能になる。

現在、薬事評価の観点で二段階承認が議論されているが、第一段階承認後に保険収載の観点

で患者のアクセスが制限される場合、実臨床での活用が見込まれず、その結果フィードバッ

クによる改善機会を得られず開発サイクルがうまく回らない。治験やRWDを活用した検証を

市販後に実施することを条件として、非臨床評価等による有効性の推定及び安全性の確認を

もって、個別の製品ごとに公的に設定される暫定価格による早期償還制度が必要である。



SaMDにおける仮償還制度イメージ図

研究開発
臨床研究

（探索的治験・）検証的治験 承認 市販

研究開発
臨床研究

探索的
治験など

承認
市販・市販後評価

事前に計画した臨床評価

従来までの承認・保険償還の道筋

プログラム医療機器の
早期実用化に対応した承認・保険償還制度

承認
or

取消
期限内に
再度承認
申請

市販

有効性の推定
安全性の確認

有効性・安全性の確認

期限・条件付
追加治験やRWDを活
用した臨床評価によ
り有効性を確認

保険償還のタイミングも前倒し

保
険
償
還

保
険
償
還

期限内
に正式
申請

正式償還
or

取消

注：参考にした再生医療等製品の条件及び期限付承認制度を利用し
た本償還は十分に活用されていない面があり、SaMDと再生医療と

の差異も考慮しつつ、再生医療における制度運用結果も考慮しつつ
設計することが必要である。

データ収集
● ①：データ収集期間は、SaMDの内容を踏まえて、事業者が申請する期間（１〜３年）とする
● ②：期間終了後に求められるデータは、治験で要求されるランダム化比較試験に限らず、事業者負担の少ない単群試験

等での評価を検討する。単群試験である場合は、期待される効果に一定の閾値を設定して、閾値を超えること等を証明す
ることで足りるものとし、その他の方法を採用する場合でも合理的な証明対象を設定するものとする。 16
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（参考）ドイツではDiGA制度というSaMD等を早期に条件付きで
保険償還をすることが可能な制度が運用されている

枠組み合意

製造業組合 健康保険組合
（ＧＫＶーＳＶ）

健康保険組合
（ＧＫＶーＳＶ）

（Ｎヶ月）

製造業者

価格交渉

価格の提示

上限価格を設定

製造業者

製造業者が設定した価格 交渉による価格
※13ヶ月目から有効で1年ごとに解約可能

0 ＋３ 最大１２ ＋３

ＤｉＧＡへの仮登録
申請書の提出

通知

連邦医薬品
医療機器研究所

試用期間 通知

ＤｉＧＡへの
仮登録

ＤｉＧＡへの
本登録

ＤｉＧＡでは全国で法定健康保険が適用され、どの医師でも処方することができるようになる

• 一定のデジタルヘルスアプリについて、有効性が証明される前に12か月間の試用期間
• 試用期間中も、最終承認を受けたアプリと同様に公的健康保険の仮償還を受けながら、実臨床で使用

可能（加えて、償還価格は開発企業が設定した価格）
• 基本的に価格設定はメーカーの自由価格設定内で実施されるが、BfArMによる上場前価格と比較して

大幅な値上げをすることもある。

出典：https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/EN/MedicalDevices/DiGA_Guide.pdf?__blob=publicationFileを基に作成

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/EN/MedicalDevices/DiGA_Guide.pdf?__blob=publicationFile
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3．臨床現場への早期投入のための保険外併用療養制度の特例の新設等

現状 施策実現後

現行制度では保険収載されない場合、実臨床での活用が見込まれず、その結果市販後の開発サイクルをう

まく回せない。質の高い製品を開発・展開するためには市販後のデータ収集速度をあげることが不可欠で

あり、患者のアクセス機会を確保する一つの方法として、保険外併用療養制度の活用がありうる。SaMD
における先進医療制度や選定療養制度活用が言及されているものの、先進医療制度の実施条件や選定療養

制度の性質の点からはいずれの枠組みも活用に課題があり、SaMDにあわせた保険外併用療養制度のあり

方を検討する必要がある。

【現在の保険外併用療養制度には課題がある】
・保険償還・保険外併用療養制度の対象とならない限り
保険診療の中で活用することができないが、保険外併用
療養制度は以下の課題があり、製品開発への影響が大き
い。

a.先進医療制度：医療機関を主体とする制度であり、
準備から申請、承認までに少なくとも6-12ヶ月程度か
かり開発に影響がある
b.選定療養制度：一般的に「保険償還を前提としな

い」とされている制度であり、保険収載に切り替えら
れた項目の前例はない

【SaMD製品の使用機会が少ない】
・保険診療におけるビジネスモデルが成り立つ製品が少
なく、また、保険外の活用も制限されていることから、
患者の使用機会を逸している

【先進医療制度を企業が活用する可能性が拡大】
・SaMDの開発過程において企業の十分な寄与が必須であ

ることを踏まえ、先進医療制度に医療機関の同意を得た
うえで企業主導による手続きを可能とする特例的制度を
新設することで活用可能性を拡大する。

【選定療養制度を活用して保険償還が目指せる】
・選定療養制度において選定基準が明確で保険償還を目
指す可能性のある製品においても活用可能であることを
明確化し、申請・決定プロセスを明確かつ迅速にする。

【企業主導で実臨床へのSaMD活用を促進】
・選定療養と評価療養をベースに、SaMDの特性を反映さ
せた企業主導かつ広範な新たなカテゴリーを作る。
※保険内での評価が原則であることは強く留意する。
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4．SaMDの診療報酬について協議、決定する会議体の体制

現状 施策実現後

SaMDの診療報酬について協議、決定する会議体を中央社会保険医療協議会保険医療材料等専門組

織の下に設置することが公表されたが、本会議体の構成員の人選については明らかではなく、

SaMDの社会実装に向けたバランスのある議論が担保されるかは現状不明である。SaMDの診療報

酬について協議、決定する会議体の構成員をSaMD製造業界からの声が十分に反映される人選とす

ることによって、SaMDの社会実装に向けたバランスある議論を担保すべきである。

【SaMD製造業界の声が十分に反映されない可能
性がある】

・SaMDの診療報酬について協議、決定する会議
体の設置について議論されているが、SaMD製造

業界の声が十分に反映される人選となるかが明ら
かではなく、SaMDの社会実装に向けたバランス
のある議論が担保されるが不透明である。

・イノベーションを阻害するような議論形成とな
らないよう、実際に開発するステークホルダーの
意見も無視しない議論の場が必要。

【SaMDの社会実装に向けバランスのある議論が
担保される】

・SaMDの診療報酬について協議、決定する会議
体においては、アカデミアだけではなく、SaMD
製造業界からの声が十分に反映される人選とする
ことによって、SaMDの社会実装に向けたバラン
スのある議論が担保され、SaMDの製造への適切
なインセンティブが保持される。
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5．上市後の性能向上を踏まえ柔軟なチャレンジ申請

現状 施策実現後

市販後も継続的に性能変化していくSaMDの特性を踏まえ、チャレンジ申請への申請は一度

に限らないものとし、また、最初の価格を基準として上市後に性能が向上した、その分の変

化量に対して診療報酬上の手当てがなされるべきである。

【チャレンジ申請制度について】
・医療機器では、新規収載後に使用成績を踏まえ
た再評価に係る申請制度があり、保険適用時に評
価し切れていない長期データについて上市後のエ
ビデンスをもとに、一度に限り、市販後に診療報
酬上の価格の変更を申請できるものである。

【SaMDの性能変更を継続的に評価する診療報酬
上の制度がない】
・AIを活用したSaMDや行動変容系のSaMDは、
市販後も追加学習やUI/UX変更などにより性能変
更が継続的に行われることで価値を発揮する製品
であるが、薬事承認直後に診療報酬価格が決定さ
れ、その申請機会が一度しかない場合、上市後の
変更に関する製造販売企業にとって性能向上を目
的とした開発インセンティブがない。

【継続的なSaMDの性能変更の後押しとなる】
チャレンジ申請制度を以下のような柔軟なものに
することによって、SaMD市販後も継続的に性能
変化が可能であるSaMDの特性を十全に診療報酬
上評価することができる。
a.上市後事後申請を可能とする（例：上市後の
データを見る中で新たな示唆が見つかる場合も
ある時など）
b.複数回任意で申請可能とする
c.申請可能な期限を設けない
d.上市前には想定していなかったような臨床
的・経済的効果が上市後に新たに判明した場合
の再申請を認める
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保険償還時点での性能はRWDの活用などにより市販後の継続的な
性能向上を後押しすることが期待される

薬事承認 市販後の長期データ収集 以降、価格改定なし

現在のチャレンジ制度による再評価

SaMDの性能向上に合わせた再評価システム（案）

薬事承認
RWD等による性能向上
に関するデータ収集

RWD等による性能向
上に関するデータ収集

RWD等による性能向上
に関するデータ収集

保険収載
（初回）

チャレンジ
申請

保険収載
（初回）

変更希望
（２回目）

変更希望
（３回目）
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6．SaMDの償還期間超過後の保険上の制度設計

現状 施策実現後

SaMDの保険償還に一定の期限が付される場合、その期間超過後の保険制度上の位置づけが

不明確であり、性能（有効性を発揮する期間を含む）が変化する可能性が比較的大きい

SaMDの可能性を減殺しているため、償還期間経過後もSaMDが継続利用可能な保険上の制

度設計が重要である。

【保険償還期間経過後のSaMDの保険制度上の位
置づけが不明確】
・SaMDの保険償還に一定の期限が付される場合、
その期間超過後の保険制度上の位置づけが不明確
であり、性能（有効性を発揮する期間を含む）が
変化する可能性が比較的大きいSaMD（特に治療
系）の可能性を減殺している。

【 保険償還価格についての予見性が向上する】
・以下のような、償還期間超過後もSaMDを継続
利用する場合の保険上の制度設計とすることで、
性能が変化する可能性が大きいSaMDの可能性を
十全に発揮させることができる。

a.保険外併用療養制度を緩和して償還期間超過
後もSaMDを継続利用する場合に使えるように
明確化し、継続利用を担保する
b.利用継続データ等に基づきチャレンジ申請や
選定療養化にスムーズにつなげられる制度を整
備する
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