
常に発達したので、比較的経験の少な
い術者でもうまく手術できるようにな
ってきました。
　山内　ただ、まだまだ難しそうです
ね。
　郡司　そうですね。
　山内　手術の後、術後の管理もなか
なかたいへんな感じがしますが、いか
がでしょうか。
　郡司　術後の管理は目薬を差す回数
が非常に多いので、ここが少したいへ
んですが、基本的には黄斑前膜の場合
はただ普通に生活をして、目薬を日に
何回か差すことでいけると思います。
ただ、似たような病気で黄斑円孔とい
う病気があり、こちらは術後にうつむ
きの姿勢をしばらくとらなければいけ
ません。似た名前ですが、治療法は全
く異なります。こちらは比較的、術後
がたいへんだという患者さんの話はう
かがいます。
　山内　ずっとうつぶせになるのです
ね。
　郡司　そうです。
　山内　確かにたいへんな感じがしま
すが、黄斑前膜に関してはさほど大き
なトラブルはないのでしょうか。
　郡司　そうですね。手術そのものは
大きなトラブルはありませんが、ただ、

手術ですので、100％ということはあ
りません。ごくまれに例えば網膜剝離
を起こしたり、黄斑前膜の処理中にい
わゆる黄斑部に傷をつけてしまったり
ということはあります。
　山内　術後感染はそれほど多くない
のでしょうか。
　郡司　術後感染は白内障と同じレベ
ルですから、きちんと目薬を定期的に
差していただければ問題なく経過する
と思います。
　山内　白内障にも絡むのですが、高
齢者が多く少し認知症にかかってきそ
うな年齢になります。先生方はどのあ
たりまで手術可能と考えていますか。
　郡司　80代までは、しっかりした方
であれば可能だと思います。もちろん、
90歳過ぎて受ける方もいますが、一般
的には80代ではないでしょうか。
　山内　何らかの理由で手術ができな
い方、進行予防といったものはいかが
でしょうか。
　郡司　予防法はありませんので、手
術が一番いいのですが、手術を受けな
くても、失明に至ることはまずありま
せん。ゆがみが少し強くなって少し不
自由を感じる、その程度だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　中村治雄）

将来展望と課題

　中村　黒木先生に企画をいただいた
「遠隔医療・オンライン診療の現状と
課題」という番組の最初なのですが、
その沿革といいますか、始まりの部分
と問題点と将来展望、それに加えて国
に対する先生の印象なども含めてお話
をいただけるとありがたいと思います。
　それでは、オンライン診療がどのく
らい前から始まったのか、教えていた
だけますか。
　黒木　日本においては1990年代、ち
ょうど今でいうガラケー、携帯電話が
出始めた頃に、それを使って遠方の患
者さんを診察し始めた先駆的な医師が
いらっしゃいました。その後、インタ
ーネットの性能も非常によくなって、
離れた診療所と病院で画像の交換がで
きるようになり、画像診断を離れた場
所の専門医にお願いするようなことも、
一部の医師の間でされるようになりま
した。日本においては1990年代がオン
ライン診療の嚆矢であったと思います。
　1997年に医師法の20条の中にこうい
った遠隔の医療が医療として位置づけ

られました。それから20年ほどたって
2015年に「遠隔診療は離島、僻地は例
示である」という通知が出ました。こ
れは離島、僻地に限らない、つまり、
どこでもやっていいという意味で、今
のオンライン診療の始まりであったと
いえます。
　その後、2018年に厚生労働省の医政
局からオンライン診療に関する指針と
いうものが出まして、医師法の中でオ
ンライン診療が位置づけされ、ちょう
どこの頃に遠隔診療という言い方から
オンライン診療という言い方に変わり
ました。同時に、2018年に診療報酬体
系の中にオンライン診療が組み込まれ
たという経緯です。
　中村　私は、しばらく防衛医科大学
校にいたのですが、当時、災害医療と
か、場合によると戦場での医療とか、
そういったものも遠隔医療の中に入る
のではないかといわれて、その辺の研
究をしているグループがありました。
　黒木　おっしゃるとおりで、いわゆ
る遠隔医療と大きくいうと、例えば離
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多くの人が使っているようなWeb会議
用の汎用システムもあります。一方で
は、オンライン診療に特化した専用の
システムもあります。コストは様々で
すが、どれを導入するにしても、普通
の診療所レベルでしたらそれほど大き
なコストはかかりません。
　もう一つ、医療側あるいは患者さん
側も気をつけなければいけないのは、
セキュリティです。ウェブ上の情報が
勝手に拡散してしまうことのないよう
に、システムを導入する際は医療側が
責任を持たなければいけない。患者さ
んにはセキュリティをきちんとすると
いうことを、私たちのほうから話して
おかなければいけないと思います。
　中村　例えば、血液の検査をしたい
という患者さんが出た場合、どなたか
に取っていただいて検査センターに送
り、結果を主治医が判定するというこ
とでしょうか。
　黒木　幾つかやり方があると思うの
ですが、一つはオンライン上で、あな
たはこれとこれとこれを検査してほし
い。情報提供書を書くので、近くの診
療所に行ってもらって、ドクター同士
が情報をやり取りして検査をやっても
らう。結果をまた返してもらって、そ
の結果を患者さんにオンラインで話を
する。
　もう一つは、検査だけやってくれる
施設があったら、オンライン上でオー
ダーを出して患者さんに行ってもらっ

て検査をお願いし、結果を患者さんに
お話しする。そういうことは可能であ
ると思います。
　中村　黒木先生は厚生労働省の「指
針検討会」で、様々な立場の方々と、
オンライン診療についての検討を続け
ているとうかがっています。先生の立
場から見た国の姿勢というのはいかが
でしょう。
　黒木　国は長らくオンライン診療に
関してはたいへん慎重な姿勢だったの
ですが、新型コロナ感染拡大を受けて、
非対面の診療という優位性を認め、オ
ンライン診療を積極的に進めています。
ただ、慎重です。さらに、コロナだか
ら進めるというよりも、やってみたら
けっこういろいろな層の患者さんが使
っていて、若年者もけっこう多い。将
来は多くの医師がオンライン診療を使
って、多くの住民がそれを享受できる
ようになる。こういう体制を国として
は目指しているのではないかと思いま
す。ただ、そのためには慎重で適切な
普及が必要だろうという姿勢だと思い
ます。
　中村　そうしますと、機材の進歩も
さることながら、医師のトレーニング
が大事ですね。
　黒木　これからはウェブ上でいかに
患者さんと意思疎通するか。それから、
ウェブ上でわかることもけっこうあり
ますので、その辺のトレーニングなど、
新しい領域があると思います。

れたところ同士で画像交換する。いろ
いろな患者さんの生体情報を受け取る。
その遠隔医療の中の一つがオンライン
診療です。
　それから、災害医療や戦地に関連す
ると、極端な話、離れた場所で傷つい
た兵士のオペの指示を出す。傷ついた
兵士は別の場所にいて、この２つをつ
なげて、術者はこっちにいて、こちら
からロボット手術ですね、そういった
ものを行うという試みも一時ありまし
た。それは持続していないのですが、
そういったものも含めて遠隔医療と大
きくいえるのではないかと思います。
　中村　それでは、問題点を教えてい
ただきたいのですが、オンライン診療
は患者さんにとってメリットになるも
のが大きいと思うのですが、患者さん
を診たときに、触診というのがオンラ
インでどの程度可能なのか、ちょっと
不安でもあります。
　黒木　オンライン診療というのは、
ウェブ上での患者さんとの対話ですか
ら、当然患者さんにさわることはでき
ません。処置をしたり、検査をしたり
することもできない点で限界はありま
す。ただ、それはあくまでもウェブ上
での診察の特性なわけで、さわれない
から、処置ができないから劣っている
わけではないと思います。つまり、ウ
ェブ上で患者さんと顔を合わせて話を
聞くという、その範囲でできる診療を
行えばよい。これはオンライン診療の

特徴であるし、限界でもあるのですが、
やはりウェブ上で患者さんがアクセス
できる利点は、時間、空間の制約から
解き放たれることです。医療へのアク
セスを格段によくしますので、ここが
大きな利点であろうと思います。
　中村　そうしますと、医療側からい
かに上手に患者さんから聞き出すか、
そのテクニックなど難しいですね。
　黒木　おっしゃるとおりです。結局、
ウェブ上での診療というのはまだ始ま
ったばかりで、医師も、あるいは患者
さんご自身も慣れない。これからの課
題としては、オンライン診療を使った
診断をどうするか。いってみれば、オ
ンライン診療の診断学とでもいうべき
領域を研究しなければいけないと思い
ます。
　中村　打腱器で反射を見ようと思っ
ても、できないですから、それをどう
するか。
　黒木　患者さんからいかに問診で情
報を引き出すか、そこだと思います。
ただ、打腱器を使えないという限界を
踏まえた上で、医師はこの条件の中で
どこまでできるかを自覚しておく必要
はあると思います。
　中村　そうしますと、次に医療経済
側の問題はいかがでしょうか。これは
高い機器を入れないといけないとか、
幾つかコストの面が絡むと思います。
　黒木　ウェブ上での診療のためには
いろいろなシステムがありまして、今、
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多くの人が使っているようなWeb会議
用の汎用システムもあります。一方で
は、オンライン診療に特化した専用の
システムもあります。コストは様々で
すが、どれを導入するにしても、普通
の診療所レベルでしたらそれほど大き
なコストはかかりません。
　もう一つ、医療側あるいは患者さん
側も気をつけなければいけないのは、
セキュリティです。ウェブ上の情報が
勝手に拡散してしまうことのないよう
に、システムを導入する際は医療側が
責任を持たなければいけない。患者さ
んにはセキュリティをきちんとすると
いうことを、私たちのほうから話して
おかなければいけないと思います。
　中村　例えば、血液の検査をしたい
という患者さんが出た場合、どなたか
に取っていただいて検査センターに送
り、結果を主治医が判定するというこ
とでしょうか。
　黒木　幾つかやり方があると思うの
ですが、一つはオンライン上で、あな
たはこれとこれとこれを検査してほし
い。情報提供書を書くので、近くの診
療所に行ってもらって、ドクター同士
が情報をやり取りして検査をやっても
らう。結果をまた返してもらって、そ
の結果を患者さんにオンラインで話を
する。
　もう一つは、検査だけやってくれる
施設があったら、オンライン上でオー
ダーを出して患者さんに行ってもらっ

て検査をお願いし、結果を患者さんに
お話しする。そういうことは可能であ
ると思います。
　中村　黒木先生は厚生労働省の「指
針検討会」で、様々な立場の方々と、
オンライン診療についての検討を続け
ているとうかがっています。先生の立
場から見た国の姿勢というのはいかが
でしょう。
　黒木　国は長らくオンライン診療に
関してはたいへん慎重な姿勢だったの
ですが、新型コロナ感染拡大を受けて、
非対面の診療という優位性を認め、オ
ンライン診療を積極的に進めています。
ただ、慎重です。さらに、コロナだか
ら進めるというよりも、やってみたら
けっこういろいろな層の患者さんが使
っていて、若年者もけっこう多い。将
来は多くの医師がオンライン診療を使
って、多くの住民がそれを享受できる
ようになる。こういう体制を国として
は目指しているのではないかと思いま
す。ただ、そのためには慎重で適切な
普及が必要だろうという姿勢だと思い
ます。
　中村　そうしますと、機材の進歩も
さることながら、医師のトレーニング
が大事ですね。
　黒木　これからはウェブ上でいかに
患者さんと意思疎通するか。それから、
ウェブ上でわかることもけっこうあり
ますので、その辺のトレーニングなど、
新しい領域があると思います。

れたところ同士で画像交換する。いろ
いろな患者さんの生体情報を受け取る。
その遠隔医療の中の一つがオンライン
診療です。
　それから、災害医療や戦地に関連す
ると、極端な話、離れた場所で傷つい
た兵士のオペの指示を出す。傷ついた
兵士は別の場所にいて、この２つをつ
なげて、術者はこっちにいて、こちら
からロボット手術ですね、そういった
ものを行うという試みも一時ありまし
た。それは持続していないのですが、
そういったものも含めて遠隔医療と大
きくいえるのではないかと思います。
　中村　それでは、問題点を教えてい
ただきたいのですが、オンライン診療
は患者さんにとってメリットになるも
のが大きいと思うのですが、患者さん
を診たときに、触診というのがオンラ
インでどの程度可能なのか、ちょっと
不安でもあります。
　黒木　オンライン診療というのは、
ウェブ上での患者さんとの対話ですか
ら、当然患者さんにさわることはでき
ません。処置をしたり、検査をしたり
することもできない点で限界はありま
す。ただ、それはあくまでもウェブ上
での診察の特性なわけで、さわれない
から、処置ができないから劣っている
わけではないと思います。つまり、ウ
ェブ上で患者さんと顔を合わせて話を
聞くという、その範囲でできる診療を
行えばよい。これはオンライン診療の

特徴であるし、限界でもあるのですが、
やはりウェブ上で患者さんがアクセス
できる利点は、時間、空間の制約から
解き放たれることです。医療へのアク
セスを格段によくしますので、ここが
大きな利点であろうと思います。
　中村　そうしますと、医療側からい
かに上手に患者さんから聞き出すか、
そのテクニックなど難しいですね。
　黒木　おっしゃるとおりです。結局、
ウェブ上での診療というのはまだ始ま
ったばかりで、医師も、あるいは患者
さんご自身も慣れない。これからの課
題としては、オンライン診療を使った
診断をどうするか。いってみれば、オ
ンライン診療の診断学とでもいうべき
領域を研究しなければいけないと思い
ます。
　中村　打腱器で反射を見ようと思っ
ても、できないですから、それをどう
するか。
　黒木　患者さんからいかに問診で情
報を引き出すか、そこだと思います。
ただ、打腱器を使えないという限界を
踏まえた上で、医師はこの条件の中で
どこまでできるかを自覚しておく必要
はあると思います。
　中村　そうしますと、次に医療経済
側の問題はいかがでしょうか。これは
高い機器を入れないといけないとか、
幾つかコストの面が絡むと思います。
　黒木　ウェブ上での診療のためには
いろいろなシステムがありまして、今、
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　中村　先生は長年、この領域で奮闘
されていますが、どういった将来性の
問題があるのでしょうか。
　黒木　やはり将来はオンライン診療
という方法が普通の診療の一つになる
と思います。外来診療をやるのと同じ
ように、在宅に出かけるのと同じよう
に、あなたは今日は調子がいいからオ
ンラインでいいだろうと、どこの診療
所でも病院でも使えるようになって、
医師も患者さんもそれを一つの選択肢
として選べる。こういう独立した診療
の形態として普及すること。これが将
来像だろうと思っています。

　中村　最後に、コスト・アンド・ベ
ネフィットはいかがですか。
　黒木　どのような点数をつけるか次
第ですが、こういった情報通信機器の
コストというのはかなり下がっていま
す。一方、患者さんの手間、医師側も
ちょっと手間がかかるのですが、これ
は問題にはならないのではないかと思
います。そして、患者さんの病気の管
理もよくなりますし、アクセスがよく
なりますから、結局管理がよくなりま
す。オンライン診療は使い方次第で非
常によいものになると思います。
　中村　ありがとうございました。

遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅰ）

日本医師会副会長
今　村　　聡

（聞き手　中村治雄）

地域医療のなかのオンライン診療

　中村　本日は地域医療のなかのオン
ライン診療ということで、日本医師会
の考えをお教えいただければありがた
いと思います。もちろん、まだ検討中
のところも多いかと思いますので、そ
の辺は今村先生の個人的なご意見をご
教示お願いします。
　この問題、国はたいへん積極的なよ
うに見えるのですが、私どもとしては、
対面診療で、さわれていた患者さんに
さわれなくなったとか、初診で情報が
少ないような場合、うまくいくのかと
いう不安があるのですが、日本医師会
としての立場はどのようになっていま
すか。
　今村　まず、イノベーションが進ん
できて、医療のあり方も従来と変わっ
てくることは当然あると思います。特
に昨今、ICT、AIの進歩がありますが、
医療は対面診療が基本であると考えま
す。しかし、高齢化が進む中で医療へ
のアクセスが日本でも少し悪くなって
きていることもあるでしょう。地方で
高齢の方が自由に移動できなくなって

医療機関に通えないとか、在宅医療が
増えてくるという現状もある中で、医
療の一つの形態として、こういったオ
ンライン診療もありうるということで
す。日本医師会の基本的な立場は、対
面の補完として上手にオンライン診療
を組み合わせることによって患者さん
の情報をより得られるなど、医療の質
が高まることに期待しています。
　したがって、初診からのオンライン
診療というのは極めて限定的なもので
あると考えています。ご存じのとおり、
今オンライン診療で得られる情報とい
うのは、対面診療で得られる情報に比
べると、限定的なものですので、初診
の対象になる疾病については検討が必
要だと思います。その上で患者さんの
状態を診て適切に医療者がオンライン
で診療できるかどうか判断をした上で
行われるものでなければいけないので、
オンライン診療ですべての疾病に対応
するということは、医療安全とか医療
の質の観点から問題があるのではない
かと思います。今、国の検討会でも、
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