
国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センター准教授
田　村　雄　一

（聞き手　池田志斈）

　医師と一度も直接会わないで、スマートフォンを介して進める治療「完全遠
隔外来」の現状と展望についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

完全遠隔外来の現状と展望

　池田　完全遠隔外来についての質問
が来ているのですが、いつごろから始
まっているのでしょうか。
　田村　2017年に保険局長の規制緩和
が行われまして、その通知が出て以降、
禁煙外来に関しては完全な遠隔診療で
保険者が提供するという前提で正式に
認可されるようになっています。
　池田　保険者というと、医師という
ことでしょうか。
　田村　いいえ、例えば企業ですと、
大手企業が自分たちで保険組合を持っ
ていたり、業種によってはその業種全
体を束ねているような組合があると思
いますが、そういったところでふだん
は健康診断を行っていると思います。
健康診断を行って、一人ひとりの健康
状態を把握している前提で、その保険
者が提供するサービスとしての、自費

診療というかたちでの禁煙外来が前提
となっています。
　池田　そういう意味では医師でなく
てもいいのですね。
　田村　提供者は医師でなくてもいい
のですが、あくまでも、例えばスマー
トフォンの向こう側で診察するのは医
師になります。
　池田　完全とはどういう意味なので
しょうか。
　田村　いわゆる通常の遠隔診療とか、
あと現在の保険上ではオンライン診療
という呼ばれ方をしますが、基本的に
は医師法の20条、いわゆる対面診療の
原則といわれる、患者さんに一度も会
わずに診察してはならないというとこ
ろの例外をつくってはならない、とい
うのが現状の遠隔診療の前提になりま
す。ただ、ここにある完全遠隔診療、

遠隔外来というのは、その例外として、
一度も患者さんに会わずに、最初から
最後まで遠隔で済ますことができるこ
とを意味しているのです。
　池田　一度も会わないのですね。
　田村　そうですね。
　池田　それは普通の診療ですと不安
ですよね。
　田村　そうですね。ですので、先ほ
ど少し紹介したような保険者によって
行われる、つまり、ふだんから会社員
の健康状態を把握している健康保険組
合などが提供するサービスが前提にな
ります。
　池田　私は違ったイメージを持って
いました。例えば、患者さんがネット
でキーワードを入れて検索して、ヒッ
トしたところに連絡して、それで会わ
ずに薬をもらえるとか、そんなイメー
ジだったのですが、ある程度その方の
健康状態を把握できているような状態
でないといけないのですね。
　田村　そうですね。基本的には医師
法20条というのは保険診療のあるなし
にかかわらず、医師として働く上で必
ず守らなければならないものです。現
状、その唯一の例外として禁煙外来が
設けられていますので、あくまでもふ
だんの健康状態をわかっているという
前提があります。ですので、例えばネ
ットで検索して連絡した、どこの誰だ
かわからない、しかもどこに住んでい
るかもわからない方に処方する、提供

するというのは、現状では認められて
いません。
　池田　法的にも問題があるし、医療
側としてもちょっと問題がありますね。
　田村　安全上、問題があるという解
釈です。
　池田　完全遠隔外来のメリット、デ
メリットはどのようなものがあるので
しょうか。
　田村　例えば忙しい会社員の方が、
なかなか通院できないために治療を中
断してしまう、そういったことが避け
られるのが最大のメリットになります。
あとは、保険者さんが提供する場合で
あっても、診察室などを用意する必要
はないので、病院設備が不要というこ
とで、非常にコストが安くなる。こう
いったメリットがあるかと思います。
　一方で、先ほどから出ているように、
患者さんの状態を直接把握することが
できないとか、本人の認証が確実にで
きるかどうか、スマートフォンを使い
こなせるかどうか、そういった実際の
テクノロジーの問題もデメリットにな
ってきます。
　池田　不思議なのは、法的には全く
変わっていないのですよね。それでも
完全遠隔禁煙外来ができたというのは
どういった経緯なのでしょうか。
　田村　現状、政府としてはこの遠隔
診療を推進していきたい立場にはある
と思います。高齢者が増えてきたり、
今後の医療アクセスの改善、あと遠隔
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地の医療体制、そういったものを含め
ると、国全体としては遠隔診療を進め
たいところがあるのですが、やはり安
全性の担保とか、医師法20条との兼ね
合いがあるので、2017年には政令局長
の通知という、法律や政令よりも下の
レベルでの解釈の変更というかたちで、
できるようになっているのが現状です。
　多くの法律は解釈の余地がけっこう
あるので、特定のものに関しては安全
性が担保できる可能性が高いことから、
こういった禁煙外来はだめではない、
遠隔診療は直ちに医師法20条に抵触す
るものではないという言い方になって
います。ですので、行っても法律違反
にはならない可能性が高いですよ、と
いうメッセージになっています。
　池田　極めてグレーゾーンにあると
いうことですね。例えば、責任につい
てはどういう解釈になるのでしょうか。
　田村　基本的には診察した医師の責
任になってきます。ですので、それが
遠隔であったとしても、例えば処方し
た薬で何か副作用が出た場合は、安全
性を担保するような手段を確保してい
く必要があるかと思います。
　池田　実際会ったこともない人の健
康被害に関して保障することは無理で
すよね。
　田村　ですので、どこの誰かわから
ない人を直接診察するのは避けておい
たほうがいいというところがあります。
例えば保険者であれば、この会社のこ

の部署のこの方、というところまでわ
かって、健康診断のデータなども閲覧
できる前提で診られます。例えば腎機
能が悪いとか、もともと肝機能が悪い
とか、そういう人は避けたほうがいい
ですから、そういったところを把握で
きる環境にないと、提供する側として
も危険性が高いと感じるのではないで
しょうか。
　池田　そういう意味で、保険組合に
入っている人たちのデータもわかって
いる保険者が行う想定なのですね。
　田村　そうですね。
　池田　具体的に今、どのように禁煙
外来プログラムはなされているのでし
ょうか。
　田村　基本的に先ほど申し上げたよ
うな完全自費診療になります。保険診
療の適用外ですので、費用を計算する
と５万円余りかかることになります。
通常は２カ月余りのプログラムで、そ
の期間に数回、オンライン診療を行っ
て、禁煙の治療薬、主に内服薬ですが、
処方を受ける。副作用がないかとか、
本人がきちんとのめているか、禁煙で
きているかの確認を数回にわたって行
って、その後はメールやSNSのような
ものを使ってフォローを行う。そうい
ったかたちになっています。
　池田　そのプログラムですと、一応
本人の申告ですが、うまくいったとか、
いかなかった、副作用が出ていないよ
うだ、そのくらいはわかるということ

ですね。
　田村　そうですね。保険でこういっ
た治療をする場合には、例えば一酸化
炭素の濃度を測って、本当にタバコを
吸っていないかどうかを、ある程度評
価できますが、遠隔ですと自己申告に
なってきますので、ある意味、患者さ
んにとっても自己責任ではあります。
　池田　でも、逆にこういうプログラ
ムに入ろうと思っているぐらいの人だ
ったら、うそはつかないだろうと、信
頼性の担保ということですね。
　田村　一般的に、本人に禁煙する気
があることが大前提ですので、やる気
がないと、いくらニコチン中毒を薬で
置換してもうまくいきません。そこは
前提になってきます。
　池田　現状はそうなのですが、将来
的にはどういう方向にいくようなのか、
あるいは、いってほしいのか、先生の
お考えはどうですか。
　田村　政府としてもこういった遠隔
診療を幅広く推進していきたいものの、
一方で安全性とか正確性を担保してい
きたいというのが現状かと思います。
現在、その一つの案として考えられて
いるのがD to P with N（Doctor to 
Patient with Nurse）と呼ばれていま
すが、ドクターが遠隔診療で診るけれ
ども、患者さんのそばに看護師がつい
ているという遠隔診療が、一つの仕組
みとして考案されています。
　池田　その場合の看護師さんの役割

というのはどういうことをするのでし
ょうか。
　田村　一つは本人の認証をする。も
う一つは、モニターで見る上では本人
の呼吸の状態とか、皮膚の色とか、胸
の音、そういったところを評価できな
いので、そういったものを、少しでも
改善するようなかたちになっています。
バイタルサインを含めて看護師が評価
した上で、ドクター側は総合的にそれ
を、その場にいるかのように評価でき
る。
　池田　場合によっては、看護師さん
は採血等も行うということでしょうか。
　田村　そうですね。
　池田　そして、副作用の発生もある
程度予見できるということですね。
　田村　おっしゃるとおりです。
　池田　そのくらいのシステムになり
ますと、今の通信システムで対応可能
なのでしょうか。
　田村　５Gと呼ばれる新しい通信シ
ステムが、通信業者で開発されていま
す。おそらく今年度か来年度に使える
ようになってくると思うのですが、今
の通信の100倍ぐらいのスピードがあ
りますので、より高精細なかたちで皮
膚の色とか表情の変化、そういったと
ころも見られますし、場合によっては
バーチャルリアリティのような仕組み
をつくって、カメラをつけると、まる
で自分と患者さんが目の前にいるかの
ようなかたちで、話したり、姿を見る
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た薬で何か副作用が出た場合は、安全
性を担保するような手段を確保してい
く必要があるかと思います。
　池田　実際会ったこともない人の健
康被害に関して保障することは無理で
すよね。
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たほうがいいというところがあります。
例えば保険者であれば、この会社のこ

の部署のこの方、というところまでわ
かって、健康診断のデータなども閲覧
できる前提で診られます。例えば腎機
能が悪いとか、もともと肝機能が悪い
とか、そういう人は避けたほうがいい
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きる環境にないと、提供する側として
も危険性が高いと感じるのではないで
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うな完全自費診療になります。保険診
療の適用外ですので、費用を計算する
と５万円余りかかることになります。
通常は２カ月余りのプログラムで、そ
の期間に数回、オンライン診療を行っ
て、禁煙の治療薬、主に内服薬ですが、
処方を受ける。副作用がないかとか、
本人がきちんとのめているか、禁煙で
きているかの確認を数回にわたって行
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は採血等も行うということでしょうか。
　田村　そうですね。
　池田　そして、副作用の発生もある
程度予見できるということですね。
　田村　おっしゃるとおりです。
　池田　そのくらいのシステムになり
ますと、今の通信システムで対応可能
なのでしょうか。
　田村　５Gと呼ばれる新しい通信シ
ステムが、通信業者で開発されていま
す。おそらく今年度か来年度に使える
ようになってくると思うのですが、今
の通信の100倍ぐらいのスピードがあ
りますので、より高精細なかたちで皮
膚の色とか表情の変化、そういったと
ころも見られますし、場合によっては
バーチャルリアリティのような仕組み
をつくって、カメラをつけると、まる
で自分と患者さんが目の前にいるかの
ようなかたちで、話したり、姿を見る
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ことができる。こういったことが実現
できるのではないかと期待されていま
す。
　池田　今よりもバーチャルリアリテ
ィであるとか、AIが進んで、看護師
さんがそこで何か診察をしていると、
医師のほうにそれがリアルに伝わって
くる。
　田村　その場に自分が居合わせたか
のようなかたちで見ることができる。
臨場感があるかたちですね。
　池田　それだと非常にわかりやすい
ですね。
　田村　そうですね。
　池田　その人の状態が把握しやすい。
このまま診療していいのかとか、ある

いはデータを見ながら違う診療に変え
ていく。時代の変化とともに、これが
広がっていく可能性が高いのですね。
　田村　そうですね。通信をうまく使
うのはすごく大切なことだと思います。
ただ、一方で、例えば手当てと呼ばれ
るような、患者さんにじかに医師が触
れることによって得られる効果もある
と思いますので、その辺はうまく使い
分けていく議論がもっと深まっていか
なければいけないと個人的にも思いま
す。
　池田　人対人がやはり大切ですね。
　田村　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

群馬大学循環器内科教授
倉　林　正　彦

（聞き手　池脇克則）

　高脂血症のLDL-C/HDL-C比についてご教示ください。
　臨床ではLDL-CもHDL-Cも高値である患者さんに遭遇することがあります。例
えばLDL-Cが220㎎/dL、HDL-Cが110㎎/dLだった場合、L/H比は２：１となり
ます。
　このような場合、年齢にもよりますが高血圧症や糖尿病などの合併が認めら
れず、家族歴にも大きな異常がない場合の治療法の選択についてご教示くださ
い。私の場合、60歳代で合併症がない場合は投薬をせずに経過観察でみている
ことが多いです。例えば、コレステロール分画を詳細に調べて治療法の一助と
すべきなのでしょうか。
 ＜千葉県開業医＞

高脂血症のLDL-CとHDL-C比

　池脇　LDLコレステロール（-C）/
HDLコレステロール（-C）比、L/H比
ということです。いつだったかはっき
り覚えていませんが、L/H比は1.5とい
われていた時期があって、最近はあま
り聞かなくなりました。どういう背景
でL/H比が脚光を浴びたのですか。
　倉林　L/Hはあくまでも公式に学会
がつくっているガイドラインには盛り
込まれていませんので、一つの指標と
考えていただきたいと思います。
　2007年ぐらいにこのL/H比について

提唱したのですが、そのころ、強力な
スタチンが登場し、比較的容易にLDL- 
Cを低下させることが可能になりまし
た。そして、冠動脈疾患の患者さん、あ
るいは糖尿病の患者さんを対象にした
多くの大規模臨床試験が行われ、LDL- 
Cは低ければ低いほどよいという、い
わゆるThe lower the betterというコ
ンセプトが確立されつつありました。
そして、冠動脈疾患の既往のない糖尿
病患者さんでは120㎎/dL未満、冠動脈
疾患の既往のある方では100㎎/dL未満
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