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Digital Solutionビジネスの 
成功への道筋
～ライフサイエンス企業の持続的成長ドライバーの実装～

ス環境が整いつつある。
多くの企業がDigital技術を活用するヘルスケア製品の
開発に取り組む一方で、マネタイズが難しい領域であるこ
とから、成功している企業が少数にとどまるのも現実である。
このような状況下、製薬／医療機器企業や保険会社を
はじめとするライフサイエンス企業は、自社の事業戦略に
Digital製品をどのように取り込むのか、自社のDigital戦
略を再考する時期に差し掛かっているといえる。
本稿では本邦におけるSaMD/Non-SaMDビジネスの

課題を分析し、ライフサイエンス企業に求められるSaMD
ビジネスの成功要因とビジネス拡張の道筋について考察
したい。

現在、高齢化に伴う社会保障費の高騰を背景に医療財
政の再建が喫緊の課題となっており、各国政府は革新多
岐なDigital技術を活用した医療の効率化に注力している。

Digital技術を活用するヘルスケア製品群は現時点では
開発途上の段階にあるが、COVID-19の感染拡大を背景
に様々な分野で指数関数的に製品が増加しており、海外に
おいてはヘルスケアの課題を包括的に解決することを企図
したオンラインとオフラインを融合させたサービスが数千万
人のユーザーを獲得する等大きな成功を収めつつある。
また、我が国においてもSaMD（医療機器プログラム）
が初めて承認・償還を取得し、そのような製品を専門に承
認審査する部署がPMDAに設立される等、急速にビジネ

要旨
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図1. Digital Solution開発状況分布

出所：各種公開情報を基にデロイト整理
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① 疾患発症予測や早期診断技術による治療コストの高
い疾患の予防／早期治療
②  EHRやPHRといった医療データ分析に基づく不要／
過剰な医療の削減

③ 開発コストの低いDigital製品を用いた治療単価の引
き下げ
④ 真に効果のある患者にのみ償還を行う価値に基づく
医療（VBHC）への移行

上記の価値実現に向け、各国政府は特にDTxを含めた
SaMD（Software as a Medical Device）の普及促進に
向けた環境整備に注力している。
例えば米国や欧州では医療機器の規制範囲を提供価値
ベースで明確化しつつ、早期承認制度や補助金制度によっ
て品質を担保しながら早期に普及促進する仕組みを整備
しており、日本でもようやく本年2021年にSaMDを専門
に承認審査する部署をPMDAに設立する等、急速にビジ
ネス環境が整いつつある。

昨今のAIや IoTといった IT技術革新の恩恵を受け、世
界中において健康増進から予後に至る医療バリューチェー
ン全体に渡る多様なDigital Solutionが登場している。そ
の中でもDTx（Digital Therapeutics）と呼ばれる患者
を対象とした新たな治療モダリティ製品に注目が集まって
いる。
また、特にCOVID-19の感染拡大に伴い、医療実態を

リアルタイムに把握したり、非対面型の医療ニーズが高まっ
た結果、Digital Solutionに対する社会の受容性が急速
に拡大したことは記憶に新しい。
その様なDigital Solutionの普及を見据え、各国政府
は医療課題の中でも特に「医療アクセスの改善」と「限ら
れた医療資源の有効活用」を促すために、当該ソリューショ
ンが提供する4つの価値に期待を寄せている。

Digital Health製品の台頭



図2. COVID-19におけるDigital Solutionユーザー拡大

図3. 国内規制当局のSaMD普及への取組
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主要アジェンダ# 開催日
中古医療機器売買の円滑化
単回医療機器再製造品の普及
一般用医薬品（スイッチOTC）選択肢の拡大

7 2021/
2/24

歯科技工所の共同利用・リモートワークの解禁
介護サービスの生産性向上6 2021/

2/10

5 2020/
12/17

4 2020/
11/26

専属産業医の常駐及び兼務要件の緩和
一般用医薬品（スイッチOTC）選択肢の拡大
規制改革ホットライン処理方針

3 2020/
11/9

オンライン診療・オンライン服薬指導の普及促進
医薬品提供方法の柔軟化・多様化2 2020/

10/21

1 2020/
10/19

最先端の医療機器の開発・導入の促進
⇒承認後の変更管理制度、
　 SaMD流通に関する規制整備

医薬品提供方法の柔軟化・多様化
最先端の医療機器の開発・導入の促進
⇒SaMD専門の審査部署設置の明確化

医療・介護ワーキング・グループの当面の審議事項
新規領域における医療機器・医薬品の開発・
　導入の促進
⇒SaMDの該当性判断の明確化

出所：各種公開情報をもとに、デロイト作成

出所： 規制改革推進会議会議情報（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html）、 
DASH for SaMD（https://www8.cao.go.jp/kiseikaikaku/kisei/meeting/wg/iryou/20201126/201126iryou03.pdf）から 
一部抜粋
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図4. Non-SaMDとSaMDの比較

従来のヘルスケアアプリ：Non-SaMD 治療用アプリ：SaMD

健康増進・予防
（実感／顕在化が難しい）

疾患治療・診断
（比較的明確）Value

限定的な臨床エビデンス
（短期間のスタディ、
患者主観データ）

承認に足る臨床エビデンス
（RCTに基づく既存治療との

差異証明）
Evidence

アプリをダウンロード・使用
マスユーザにアクセス可能

医師の処方によって使用可
対象者は限定的Access

一般的なB2Cビジネス
（参入は比較的容易、
収益化難しい）

保険償還に基づくビジネス
（参入障壁あり？収益性高い?）Business Model
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新たな収益機会の獲得
 • 保険償還獲得により、従来の医薬品と異なるSaMD単独
による新たな収益を獲得できる

 • 保険償還を獲得せずとも、自社医薬品との併用による服
薬アドヒアランスの向上や有効性／安全性の院外管理に
よって、自社医薬品の価値を高めるシナジー効果が期待
できる

診断・治療におけるアンメットニーズの充足
 • 医療従事者が認めるアンメットニーズに関し、Digital技
術を用いた効果的な解決手段を提供することで医療の質
向上に貢献できる
 – がん早期検知AIの提供による診断率の向上
 – がんの再発予測プログラム提供による早期介入の実現

 • SaMDからリアルタイムに収集される患者データを医師
にフィードバックすることで、治療実態の把握と効果的な
治療選択に貢献できる

上記の潮流を踏まえ、ライフサイエンス企業はヘルスケ
アビジネスへの参入を企図した動きを見せており、中でも
Non-SaMD（非医療機器に該当しPMDAによる承認審
査や医療機器製造販売体制の確立が不要な領域）を中心
にソリューション提供を進めている状況にある。
各社は、経産省の健康経営企業政策を後押しに、企業
従業員の健康増進を目的としたサービスを提供する等新
たな事業を創出しているが、大半は慢性的な赤字であり、
黒字を達成できている企業は少数に留まるのが現状であ
る。
そのため、ライフサイエンス企業各社は事業性や医療経
済性の観点から有利なSaMD（DTx、等）に対する期待感
を高めている。
ここで、ライフサイエンス企業にとってのSaMD事業へ
の参入意義を考えてみたい。
我々は以下の3点に集約されると考える。

ライフサイエンス企業にとっての 
Digital Health Solutionビジネスへの 
参入意義



図5. ライフサイエンス企業にとってのSaMDビジネスへの参入意義
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RWD分析による治療実態の把握と
自社医薬品価値向上に資する

エビデンスの創出

●（償還獲得時） 
医薬品を限定せず収益を
獲得できる機会の獲得

● アプリ単独の収益だけでなく、
自社医薬品の価値向上による
シナジー効果の期待

（自社医薬品の売上げ向上）

● 医療従事者が認める
UMNsに関する効果的な
解決手段の提供

● 収集される患者の院外での
治療データの診療への活用を
目的とする医師への提供

● 収集されるPHRデータ分析による
正確な治療実態の把握と
それを活用したディテール精度向上

● データ分析を通じた自社医薬品の
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データによるインサイト創出
 • SaMDからリアルタイムに収集される患者データを分析
することによって正確な治療実態を把握・活用すること
が可能となり、R&Dやマーケティング活動の精度を向上
できる

 • データ分析を通じ、自社医薬品の有効性、安全性、経済
性に関する新たなエビデンスを創出できる
このようにライフサイエンス企業にとって、SaMDビジネ
スは単体としての事業価値を創出することに加え、既存事
業にデータ起点のインサイトを提供するという事業シナ
ジーが期待でき、更には従来の医薬品・医療機器ビジネ
スで構築された組織ケイパビリティが活用できるという親
和性の高い新規事業領域に映るのである。



図6. CureAppの償還形態

保険適用決定区分

準用技術料

C2（新技術）

中医協が決定した保険適用区分・診療報酬（2020/11/11） 

•在宅療養指導管理料のC110-2導入期加算を準用して算定 140点（1,400円）
•在宅療養指導管理材料加算のC167を準用（4回分）して算定 2400点（24,000円）
　*医師がアプリを処方した1回に限り算定できる
　*診察料や薬剤料は別途かかる

薬剤処方あり 薬剤処方なし

初回 2週 4週 8週 12週 24週

アプリ介入① アプリ介入② アプリ介入③ アプリ介入④ アプリ介入

アプリ介入：疾患学習コンテンツ配信、COチェッカーによる呼気CO濃度測定、禁煙治療日記の記入、チャットによる治療を促すメッセージ配信
※2週／4週／8週／12週／24週の来院時には医師により呼気CO濃度測定／治療アドバイス／薬剤処方が行われる　

出所：各種公開情報を基にデロイト整理
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しかしながらDigital Solutionビジネスの将来は順風
満帆とは言えない。残念ながら、SaMDを含めたDigital 
Solutionビジネスはライフサイエンス企業の期待に反し、
厳しい競争環境になるというのが我々の予想である。
それは、以下の2点に起因している。
①  Digital技術の多くがコモディティ化しており、小規模
なベンチャー企業にも製品開発が可能である

②  SaMDは薬機法上、医療機器として取り扱われるた
め、類似品が簡便に承認される

多種多様なビジネス業態のプレイヤーが参入する余地
があり、医薬品と異なりDigital技術そのもので差異化し
にくい点（①）に加え、医療機器は大幅な改良でない限り
臨床試験は不要となっていることから、仮にSaMDが市場
に浸透し始めると、類似品や改良品が同等性の証明だけ
で上市される可能性があることから（②）、厳しい競争に巻
き込まれる可能性が高い。

更には、Digital製品は利用実態に応じた �価値に基づ
く医療（VBHC）� を意識した保険償還が採用される可能
性が高く、想定される償還価格を満額獲得するためには利
用継続率を高める工夫が必要となる。（実際にCureApp
の禁煙アプリの償還形態も在宅療養指導管理材料加算が
4回2400点となっており、全額獲得するためにはアプリを
継続的に使用することが前提となっている。）
以上より、SaMDを含めたDigital Health Solution事

業を成功させるには以下のビジネス要件を充足することが
重要になると考える。

臨床意義の明確化
 • 現状は技術特徴（例えば医療データや他領域で確立した
AI開発技術、等）を活用してDigital Solutionを開発す
る技術ベースでの開発が主であり、臨床ニーズに的確に
適合している製品が少ない

Digital Solutionビジネスの
基本的な考え方と要件



図7. SaMDの特許形態
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ポイント
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BlueStar
（2型糖尿病）

Tinnitracks
（耳鳴り）

EVO Platform
（ADHD）

特許

①新規治療型 ③改良手段型②アルゴリズム型

新たな治療方法やそれを
提供可能とする機能で取得

従来の治療方法と同じだが
用いるツール（音、等）の

改良で取得

統合された情報を用いて新たに
価値を生み出すプロセスで取得

治療メカニズムや、患者データを
リアルタイムに評価しながら
治療を最適化する機能

多機能なスマートデバイスを
用いることによって
可能となる治療の改良

統合された情報から個々の患者に
最適なフィードバックを提供する機能

（アルゴリズム）

アプリ例

特許状の
ポイント

治療メカニズムそのもので特許を
取得するので請求範囲は広い

（ただし特許が成立するかどうか
規制当局の見解を待つ必要あり）

従来の治療法の改良のため、
既存特許の穴を抜けるように
請求しており、請求範囲は狭い

新しいアウトカムを創出するプロセスを
積み上げることで請求範囲を
広く設定することが可能

出所：各種公開情報をもとに、デロイト作成
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 • SaMDにおいては、中医協から「SaMD製品はビジネス
に走るあまり、本当に診断・治療が目的なのか、グレー
ゾーンな製品が続出しないか懸念している」との見解が
表明されており、臨床的意義を明確にしない製品の増大
が医療現場や当局の承認審査業務に悪影響をもたらす
ことが懸念されていることに加え、保険償還獲得の観点
からもアプリの臨床的な有用性をエビデンスと現場ニー
ズの双方で具体的に示すことが強く求められている

 • 更に、承認審査を求められないNon-SaMDにおいても
SaMDと同様であるが、万が一医療上の問題が発生した
場合に責任を負うのは処方医であることか    ら、臨床意
義が明確に証明・承認されていない製品は医師が使用
を回避する傾向にある（現在、Non-SaMD製品がほと
んど使用されないのは上記理由による）

 • よって、Digital Solution製品の開発にあたっては徹底し
たマーケットインの姿勢で医療従事者や患者のインサイト
を収集し、真に臨床意義のある製品の開発が欠かせない

差別化と参入障壁の獲得
 • 上述した通り、Digital Solutionの基盤技術（AI、IoT、
データ、等）は基本的にコモディティ化しており、類似製
品を比較的容易に開発することができることに加え、医
療機器規制の特徴から競合が容易に参入しやすいため、
SaMD／Non-SaMDを問わず、競合と臨床意義やユー

ザビリティの観点で差別化したうえで、強固な参入障壁を
構築することが不可欠となる

 • Digital Solution（特にSaMD）の差入障壁は①特許に
よる参入障壁②ビジネスモデルによる参入障壁③使用成
績調査による参入障壁、が考えられるが、最も強力なも
のは①特許による障壁であり、次いで③使用成績調査に
よる障壁である。一方、②はデファクトスタンダードにな
るようなDigital Health Platformが存在せず、データや
流通経路の独占が困難なDigital Healthビジネスの性
質上、参入障壁の構築が困難と考える

 • Digital Solution（特にSaMD）の特許には以下の3パ
ターンが存在する
① 新規治療型：Digital Solutionを用いた治療手段そ
のものに対する特許
例：Akili社のゲームによるADHD治療方法

② アルゴリズム型：患者情報を分析するアルゴリズムに
対する特許
例： WellDoc社の入力された情報を基に最適な治療

方法を推奨するアルゴリズム
③ 改良手段型：特定の機能による治療方法の改良手段
に対する特許
例： Tinnitracks社の患者毎に最適化された耳鳴り

治療用音楽生成方法



図8. ヘルスケアアプリの利用継続率
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 • なお、事業者で陥りがちな失敗として、ゲーミフィケーショ
ンを実装すればそれを支える性能やサービスレベルは劣
後させる考え方があるが、根本にあるヘルスケアサービ
スの効果（例えば認知症予防サービスでは認知症の予防
効果）はエビデンスが証明されたものを用いることが大
前提であり、その上に継続利用を促すKSFを反映した
UI/UXを設計することで真に継続されかつ意味のあるヘ
ルスケア製品・サービスとなる

 • 加えて、医師が処方するDigital Health製品は、処方時
の患者への説明の負荷や製品から収集される患者デー
タを把握する負荷を医師に課すケースが多く、医師から
敬遠されている。多忙な医師に配慮した機能（治療方針
変更の判断に必要な情報を可視化する、等）やサービス
（医療従事者全体のチーム医療を見据えたサービス、等）
の設計が不可欠となる

〈コラム：海外事例〉
海外では上記のビジネス要件を充足するように設計さ
れた製品・サービスが成功しつつある。
インドネシアのHalodocはCOVID-19の影響もあり、
現在1,800万人のユーザーを獲得することに成功してい
る遠隔健康相談サービスである。

Halodocはオンラインの遠隔健康相談／診療とオフラ
インの医薬品／健康食品配送を組み合わせることでインド
ネシアにおける医療アクセス性を改善することに提供価値
の主眼を置く。

特許の範囲は①＞②＞③の順に広くなり競合に対して
より強力な障壁となるため、①の治療方法そのものに対す
る特許の取得を目指すべきである。
 • 使用成績調査とは、新規性の高い医療機器に対し製造
販売後に完全性や有効性の調査を求める薬機法上の規
定であり、厚生労働大臣が指定した調査期間中は類似品
が医療機器認定されないことから一定の参入障壁となり
うるものである

 • SaMDはまだ国内では承認例が1製品のみの新規性の
高い製品であり、安全性・有効性が確立されているとは
言い難い状況にあることから、開発側から積極的に使用
成績調査を規制当局に打診し調査対象とすることで一定
期間の参入障壁を築くのも手である

 • 以上の特許および使用成績調査制度を組み合わせること
で、強固な参入障壁を構築する必要があり、これは既存
のライフサイエンス事業の前提とは大きく異なる

ユーザビリティ確保
 • 製品の価値を提供するためには当然ながら利用者に製
品・サービスを継続利用していただく必要があるが、残
念ながらヒトの根源的な怠け心を凌駕する動機づけを続
けることは非常に困難である。しかし、既存のDigital 
SolutionのUI／UXはコンシューマービジネスの製品と
比べ洗練されておらず継続使用に耐えない

 • サービスを設計するにあたり、まず消費者が好んで使用
するサービスコンセプトを複数考案し、継続利用に資す
る要素を網羅的に抽出したうえで、ターゲットの利用者が
重要視する要素を選択することが重要となる



図9. 高齢者の利用継続を促すKSF例
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図10. Halodocのビジネス
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出所：各種公開情報をもとに、デロイト作成

出所： Digital solutionの利用に関する弊社過去調査結果（高齢者が好んで使用する複数のサービスからKSFを抽出し 
13名へのヒアリングで重視するものを検証）
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臨床意義の明確化：自社サービス明確な価値定義
 • Halodocはその価値を明確にインドネシアにおける医療
アクセス性の向上と定義しており、かつ保険会社に対して
も加入者の医療アクセス性の向上を通じ、健康増進や疾
患の重症化を抑制することで保険金支払いの抑制につな
げることを訴求している

 • このような提供価値を訴求するは背景にはインドネシア
の医療インフラ整備状況が未成熟な点にあるが、ここで
中途半端に24時間の安心安全等と銘打たず明確に医療
アクセスの向上と訴求している点がここまでのユーザー
数獲得につながっている

 • Halodocではその提供価値を実際に数値として明確化
しており、具体的には遠隔健康相談の結果医薬品が必要
となった場合、購入から自宅配送まで60分以内と明示し
ている

 • インドネシアでは高度な医療設備を有する医療機関の数
が少なく、特定の施設に患者が集中してしまうことで診察
を受けるまでに長時間待たされるだけでなく、慢性的な
渋滞によりそもそも医療機関や薬局を訪れることも困難
で、診察を受けるのに1日かかると言われている。そこを
60分以内に短縮するHalodocの提供価値は、インドネ
シアの人にとってはっきりと体感できるレベルでの効果で
あると言える

ユーザビリティ確保：顧客が必用とするサービスを 
包括的に入手可能なUI／UX
 • Halodocは提供価値を実現するために、自社によるオン
ライン相談環境の構築だけでなく様々な企業との提携を
進めている

 • 具体的には配車サービスGojekとの提携による医薬品
配送や、検査企業Prodiaとの提携による自宅検査サー
ビスを提供する等、�利用者� が自宅を出ることなく病院
において受ける医療サービスと同等のものを包括的に入
手可能なUXを構築している

 • この �インドネシアの医療アクセスの劣悪さ� という課題
をすべて解決できるUI/UXの工夫がHalodocの継続利
用につながるのである



図11. ビジネス拡張に向けたSaMD/Non-SaMD複線化例
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これまで述べたような技術革新や医療環境の変化を踏
まえつつ、Digital Solutionビジネスを成功させるために
は、前述の要件へ対応に加え次に示すようなビジネス拡
張に向けた更なる打ち手が必要であると捉えている。

持続的成長に向けたシナリオプランニング
 • SaMD製品単体で医薬品と同等の収益を得ることは困
難であり、類似製品との競争も考慮し、SaMD製品のグ
レードアップや価値提供範囲の拡張、加えてSaMDを通
じて収集したデータを起点とした既存ビジネスとのシナ
ジーを統合した中長期戦略を描くべきである。これは短
期的なリターンを志向するものではなく、短期の収益は
事業拡張の費用を補完する程度とした中長期のビジネス
投資と捉えるべきであるとも言える

 • 想定するビジネスモデルがフロントエンド（SaMD等の
Digital Solution）でマネタイズするのか、バックエンド
（データ、あるいはインサイトから着想される医薬品や医
療機器）でマネタイズするのか、それによってビジネスの

設計は異なるが、いずれにせよ参入するビジネス形態の
成功要因と成功へのシナリオを捉えたうえで段階的にビ
ジネスを拡張することが重要となる

 • 今後のヘルスケアの将来像（治療から予防・予後領域へ
のシフト）を考えると、SaMDによって臨床ニーズへの対
応を第一としつつ、様々なステークホルダーと連携しなが
ら関連するNon-SaMDサービスの提供により、更なるマ
ネタイズ強化・複線化を図るのが上策と思われる

特定疾患領域におけるクロスインダストリー連携
 • Digital Solutionの開発・拡張に必要なデータの収集、
SaMD/Non-SaMDのソリューションの複線化を単一企
業が行うには、投資額やビジネスドメインの広さの観点
で困難を伴うため、例えば特定疾患の治療や副作用管
理を行うSaMDの開発・提供は製薬企業が担当し、患
者・家族への相談支援といったNon-SaMDの開発・
提供は保険企業が担当するようなクロスインダストリー
の連携が肝要となる

今後のSaMDビジネス拡張の方向性
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 • これまでは、事業者ごとに単体で提供されていた製品や
サービスを連携・複合化することで、両者の資産や経験
が共有化されると共に、患者・家族にもたらされる価
値は飛躍的に向上することが予想される

Digital Solutionから収集される患者データを核とする 
価値とデータの循環型エコサイクルの形成
 • その様なクロスインダストリーの連携においては、両者か
ら収集されるデータを患者ライフサイクル横断的に（疾患
発症前から予後まで）、かつ多様な情報源（検診、診療、
PHR、介護、SNS等）をカバーする形態で統合・管理し、
疾患メカニズムの解明や治療実態やアンメットニーズの
把握、SaMDアルゴリズム開発、臨床試験データ活用等
に活用することが重要となる

 • 加えて院外における患者データは診療においても重要な
役割を果たすため、積極的にEHRと連携させ、カルテ
データにも反映させることで医師の診療の質や生産性の
向上にも寄与するであろう

 • また、持続的にデータを蓄積・活用する基盤整備は必須
であり、ヘルスケア企業、医療機関、データプロバイダー
を交えたエコシステム全体で共同活用するモデルを構築
すべきである
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昨今のCOVID-19の感染拡大は、誰もが薄々感じてい
た医療における �負（医療の非効率による患者の負荷、医
療従事者の負荷、等）�を明るみに出すものであった。これ
により医療現場におけるDigital Solutionの活用が従来
の想定よりも急速に進むことで医療活動は革新を遂げ、そ
こに参入するライフサイエンス企業の経営環境は大きな変
貌を遂げている可能性がある。即ちDigital Solutionは、
ライフサイエンス企業の持続的成長を駆動するドライバー
であると考える。このようなビジネス環境の変化を大局的
に捉え、不確実性が高い環境における事業経験を財産と
見なし、競争優位性を拡充していくことが重要と考える。
本稿がその一助となれば幸いである。

おわりに
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