
　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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　中村　これは医師側もかなり勉強し
ないといけないかと思うのですが。
　今村　今、オンライン診療をやって
おられる医師の中にはこれはとてもい
い医療だとおっしゃる方もそれなりに
いますが、全く今まで経験のない医師
にとっては今までの医療の常識とは違
っている部分も非常にあるので、オン
ライン診療については指針が出ていて、
このように実施してくださいというル
ールを示しています。今、オンライン
診療をされている医師の中には、指針
を読まないで実施されている方たちが
いるのも事実なので、まずはそういう
ルールがあることを理解していただか
なければいけません。それから、オン
ライン診療に伴うシステムなどに関す
る技術的な勉強もある程度していかな
いと、質の高いオンライン診療ができ
ないと思います。
　中村　全くそのとおりですね。実際
にはこういった場合に医師と患者さん
のプライバシーもかなりしっかり守っ
ていかないと、個人情報が流れてしま
う可能性もあるのですね。
　今村　性善説であれば、当然医師と
患者の関係の中で個人情報は守られる
のが当たり前ですが、患者さんがオン
ライン診療で入ってこられたときに、
医師の側のプライバシーというものも
あります。実は女性の医師がオンライ
ン診療をされていたときに患者さんの
ほうでその画像を撮って、私の主治医

はこんな美しい先生だとネットで流し
たことがあったそうです。これでは医
師の側のプライバシーは守られない。
同じように、患者さん側の情報が守ら
れないこともありえます。例えば、診
察で胸を見せてくださいというときに、
それを写真に撮られて流されてしまう
とたいへんなことになります。そうい
うことが起こらないように、プライバ
シーとか機微に触れる医療情報をどの
ように守っていくのかも、たいへん大
きな課題だと思います。
　中村　実際に先生がご指摘のように、
訴訟につながる可能性を持つのですね。
　今村　そうですね。
　中村　先ほど自由診療のときもあっ
たというお話をお聞きしました。健康
相談のようなことは可能なのですか。
　今村　もちろんそうですね。診療に
入る前に、患者さんは新型コロナ感染
症禍で自分の健康に対する不安を持っ
ていますから、まずは健康相談をされ、
内容をうかがった上で受診勧奨を医療
側がする。さらには、この状態だった
ら診療しても大丈夫ということで診療
につながるという段階があるわけです
が、その線引きが今のところあまり明
確ではないので、そういったところも
整理をしていく必要があると思ってい
ます。
　中村　日本医師会ではオンライン診
療に関しての実績のようなものはある
のでしょうか。

どういった状況、どういった患者さん
にオンライン診療を適切に行うことが
できるかのルールづくりをしていると
理解しています。
　中村　いつ頃でき上がるのでしょう
か。
　今村　今、新型コロナ感染症拡大の
中で行われている時限的特例的措置が
続いています。新型コロナ感染症が収
束したときに新たなオンライン診療の
あり方をどうするかという議論だと思
うのですが、ご存じのとおり、今また
新型コロナ感染症が拡大している状況
の中で、早急に時限的特例後のオンラ
イン診療のあり方を決める必要はない
のではないかと私自身は理解していま
す。これは政府の方針とか厚生労働省
の考え方もありますので、日本医師会
は医療の質、医療安全をしっかりとす
ることを提言していきたいと思います。
厚労大臣もおっしゃっていますが、信
頼と安全をはっきり強調されています
ので、そこに沿ってやっていきたいと
思っています。
　中村　私どもとしては、触診をどう
補完できるのか、かなり高価な機材を
準備しておかないとできないのかと思
ったり、経済的にも医療側にはかなり
の負担がかかるのかと思いますが。
　今村　ご指摘のとおりで、まず医療
機関側も設備をそろえるための費用の
問題をどう考えるのか。低コストで質
のよいオンライン診療の機材が医療側

に提供されなければならないと思って
います。今、先生からご指摘があった
触診の話もそうですし、例えば息苦し
いといったときに、診療所であれば酸
素飽和度を測定することは簡単にでき
るのですが、患者さんのお宅にそのよ
うな機器があることは期待できません。
そもそも患者さんが持っているものは
体温計とせいぜい血圧計だとか、そう
いった環境で得られる情報というのは
非常に限られていると思います。例え
ば、のどの腫れなどを、ペンライトを
患者さんが持っていれば、自分で照ら
して中を見てもらうことができるので
すが、そのような機器を持っている患
者さんはほとんどいないので、現状で
は得られる情報には限界があると思っ
ています。
　中村　今、診療報酬なども検討され
ているのですか。
　今村　2018年だったと思いますが、
もともと今まで自由診療の中で行われ
ていたオンライン診療を保険診療に位
置づけて、それで点数が設定されまし
た。そのときは、得られる情報が少な
いということで、通常の対面診療に比
べると少し低い点数になっているので
すが、国が設定する点数をどう位置づ
けるかということも、今後のオンライ
ン診療の普及に大きく影響すると思い
ます。今後、当然、中医協等の場で点
数の議論が行われていくことになると
思います。
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　中村　これは医師側もかなり勉強し
ないといけないかと思うのですが。
　今村　今、オンライン診療をやって
おられる医師の中にはこれはとてもい
い医療だとおっしゃる方もそれなりに
いますが、全く今まで経験のない医師
にとっては今までの医療の常識とは違
っている部分も非常にあるので、オン
ライン診療については指針が出ていて、
このように実施してくださいというル
ールを示しています。今、オンライン
診療をされている医師の中には、指針
を読まないで実施されている方たちが
いるのも事実なので、まずはそういう
ルールがあることを理解していただか
なければいけません。それから、オン
ライン診療に伴うシステムなどに関す
る技術的な勉強もある程度していかな
いと、質の高いオンライン診療ができ
ないと思います。
　中村　全くそのとおりですね。実際
にはこういった場合に医師と患者さん
のプライバシーもかなりしっかり守っ
ていかないと、個人情報が流れてしま
う可能性もあるのですね。
　今村　性善説であれば、当然医師と
患者の関係の中で個人情報は守られる
のが当たり前ですが、患者さんがオン
ライン診療で入ってこられたときに、
医師の側のプライバシーというものも
あります。実は女性の医師がオンライ
ン診療をされていたときに患者さんの
ほうでその画像を撮って、私の主治医

はこんな美しい先生だとネットで流し
たことがあったそうです。これでは医
師の側のプライバシーは守られない。
同じように、患者さん側の情報が守ら
れないこともありえます。例えば、診
察で胸を見せてくださいというときに、
それを写真に撮られて流されてしまう
とたいへんなことになります。そうい
うことが起こらないように、プライバ
シーとか機微に触れる医療情報をどの
ように守っていくのかも、たいへん大
きな課題だと思います。
　中村　実際に先生がご指摘のように、
訴訟につながる可能性を持つのですね。
　今村　そうですね。
　中村　先ほど自由診療のときもあっ
たというお話をお聞きしました。健康
相談のようなことは可能なのですか。
　今村　もちろんそうですね。診療に
入る前に、患者さんは新型コロナ感染
症禍で自分の健康に対する不安を持っ
ていますから、まずは健康相談をされ、
内容をうかがった上で受診勧奨を医療
側がする。さらには、この状態だった
ら診療しても大丈夫ということで診療
につながるという段階があるわけです
が、その線引きが今のところあまり明
確ではないので、そういったところも
整理をしていく必要があると思ってい
ます。
　中村　日本医師会ではオンライン診
療に関しての実績のようなものはある
のでしょうか。

どういった状況、どういった患者さん
にオンライン診療を適切に行うことが
できるかのルールづくりをしていると
理解しています。
　中村　いつ頃でき上がるのでしょう
か。
　今村　今、新型コロナ感染症拡大の
中で行われている時限的特例的措置が
続いています。新型コロナ感染症が収
束したときに新たなオンライン診療の
あり方をどうするかという議論だと思
うのですが、ご存じのとおり、今また
新型コロナ感染症が拡大している状況
の中で、早急に時限的特例後のオンラ
イン診療のあり方を決める必要はない
のではないかと私自身は理解していま
す。これは政府の方針とか厚生労働省
の考え方もありますので、日本医師会
は医療の質、医療安全をしっかりとす
ることを提言していきたいと思います。
厚労大臣もおっしゃっていますが、信
頼と安全をはっきり強調されています
ので、そこに沿ってやっていきたいと
思っています。
　中村　私どもとしては、触診をどう
補完できるのか、かなり高価な機材を
準備しておかないとできないのかと思
ったり、経済的にも医療側にはかなり
の負担がかかるのかと思いますが。
　今村　ご指摘のとおりで、まず医療
機関側も設備をそろえるための費用の
問題をどう考えるのか。低コストで質
のよいオンライン診療の機材が医療側

に提供されなければならないと思って
います。今、先生からご指摘があった
触診の話もそうですし、例えば息苦し
いといったときに、診療所であれば酸
素飽和度を測定することは簡単にでき
るのですが、患者さんのお宅にそのよ
うな機器があることは期待できません。
そもそも患者さんが持っているものは
体温計とせいぜい血圧計だとか、そう
いった環境で得られる情報というのは
非常に限られていると思います。例え
ば、のどの腫れなどを、ペンライトを
患者さんが持っていれば、自分で照ら
して中を見てもらうことができるので
すが、そのような機器を持っている患
者さんはほとんどいないので、現状で
は得られる情報には限界があると思っ
ています。
　中村　今、診療報酬なども検討され
ているのですか。
　今村　2018年だったと思いますが、
もともと今まで自由診療の中で行われ
ていたオンライン診療を保険診療に位
置づけて、それで点数が設定されまし
た。そのときは、得られる情報が少な
いということで、通常の対面診療に比
べると少し低い点数になっているので
すが、国が設定する点数をどう位置づ
けるかということも、今後のオンライ
ン診療の普及に大きく影響すると思い
ます。今後、当然、中医協等の場で点
数の議論が行われていくことになると
思います。
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　今村　日本医師会としては、国の審
議会で説明をしたり、オンライン診療
に熱心に取り組んでおられる先生方の
研究会に参加して、一生懸命まじめに
やっておられる医師がいることもよく
わかっていますが、すべてそのような
医師というわけではなく、必ずしも適
切に広がっているわけではない部分も
あります。特に自由診療の部分などで
はかなりルールを逸脱した診療が行わ
れていることも把握していますので、
新しい技術を医療に取り込んでいくた
めには適切に評価をした上で広げる必
要があると思います。
　中村　患者さん側からすると、A先
生はオンライン診療ができる、B先生
はできない。前もって標榜してくれる
というか、前もってわかるようなこと
があれば、患者さんとしては、A先生
のところに行こうかとか、B先生のと
ころへ行こうかというのを決めること
もできると思います。
　今村　その辺は、今、オンライン診

療を行っている医師にはご自分のホー
ムページ等でそういう掲示をされてい
る人も多いですが、逆にいうと、オン
ライン診療をしている、していないで
自分のかかりつけ医が変わるというこ
とがあってはいけないので、かかりつ
け医自身が診療形態の一部として、オ
ンライン診療を徐々にやっていくこと
が適切な広がり方ではないかと思って
います。
　中村　最後に、今村先生のほうで、
これがまだ問題だという点はあります
か。
　今村　今、課題がどんどん出てきて
いるところなので、広がっていった段
階でまた新しい課題も出てくるのでは
ないかと思っています。
　中村　そうしますと、このテーマで
お話をいただくのは、まだまだこれか
らも続く可能性があるということでし
ょうか。
　今村　そうですね。
　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）

医療法人社団鉄祐会理事長
武　藤　真　祐

（聞き手　大西　真）

地域医療とIoT、オンライン診療の実際

　大西　武藤先生、「地域医療とIoT、
オンライン診療の実際」というテーマ
でお話をうかがいます。
　まず、オンライン診療のあるべき姿
や今後の向かっていく方向性などにつ
いて先生のお考えを教えていただけま
すか。
　武藤　今回、新型コロナ感染症が拡
大して、オンライン診療が特例措置と
して広まっていると思うのですが、大
きく特例措置で変わった点としては３
つぐらいあります。１つは初診も大丈
夫になったということ。それから疾患
の制限がとれて、基本的にはどんな疾
患でも診ていいことになりました。そ
れから、診療報酬が以前よりは少し上
がったということがあります。
　ただ今後、この特例措置が恒久化さ
れるかという議論がある中で、私も実
際にオンライン診療を使ったり、もし
くはサービスを提供している中で思う
のですが、すべての初診がオンライン
診療でいいとは私も思いません。全く
情報もない中で動画を使って診るとい

うのは、誤診の可能性もありますし、
医師を守るという意味でも、患者さん
を守るという意味でも間違いがあって
はいけないだろうと思います。他院か
らの紹介も含めて、患者さんの情報が
少しでもあった上で、ビデオ動画を通
じてのオンライン診療は認められてい
くべきだと思います。電話等再診とい
うのは昔からあったと思うのですが、
電話だけで初診をするのもかなり危険
なので、これもあまりよくないと思っ
ています。
　あと、疾患については診ていいもの
も、診て危ないものもあって、例えば
急性腹症とかはオンライン診療にはな
じまないでしょうし、そのあたりは医
師の判断が尊重されるべきかと思って
います。
　大西　私も電話診療をやっています
が、長年のかかりつけで、血圧とか糖
尿病とか高脂血症等で比較的状態の安
定した方だと、お話をうかがえばだい
たいわかります。そういうものだった
らスムーズかといつも思っているので
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