
たい4,500を超す医療機関、あと薬局の
オンライン服薬指導のサポートではだ
いたい2,500の店舗に導入いただいてい
ます（2020年12月時点）。これはコロ
ナ以前に比べると倍以上のペースで増
えており、かなり導入が広がっている
状況かと思います。
　齊藤　働き盛りの人たちがターゲッ
トなのですけれども、彼らに生活習慣
の改善をしてほしいものの、忙しくて
医療へアクセスができないということ
で、コントロール率が悪いのですが、

そういった層にアプローチできるとい
うことはこれから明るい将来が待って
いるような感じがしますね。
　原　なかなか病院にかかる時間がな
いとか、かかり始めたのだけれども、
忙しくて続けられない。そういうとこ
ろに対してこのオンラインのサービス
は大きな価値を持っていると思います
し、実際に我々のサービスによって治
療を続けられているという患者さんも
多くいらっしゃいます。
　齊藤　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）

フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長
金　丸　恭　文

（聞き手　齊藤郁夫）

新しい技術は社会に何をもたらすのか

　齊藤　新しい技術が社会あるいは医
療の世界にどういったことをもたらす
かという、夢ではなくて現実に起こっ
てきている話をお願いいたします。
　まずは、新しい技術の基本はやはり
AIなのでしょうか。
　金丸　そうですね。特に2015年から
第３次AIブームに火がつきました。振
り返ると1980年代に第２次AIブームが
あったのですが、AIの理論自体は、当
時も今もそれほど変わっていません。
しかし、その理論を実践しようとなる
と、1980年代のコンピューターのCPU
には十分な処理能力がありませんでし
た。データは集まっても、それを解析
して読み取るスピードが人間の脳のス
ピードに比べるとあまりにも遅くて使
いものにならなかった、ということだ
と思います。
　ちょうど2015年に皆さんがお持ちの
パソコンの中に入っているインテルの
CPUに内蔵されているトランジスタの
数が、10億個を超えました。10億個と
いうのはすごい数ですけれども、それ

があの小さなゲジゲジ（CPU）の中に
集積されている時代が到来したという
ことです。それによりAIのアルゴリズ
ムがスピードを手にした結果、コンピ
ューターは画像解析能力、いわゆる目
を保有することができました。それか
ら音声を認識して分析することで、耳
を持つこともできました。コンピュー
ターに目と耳の機能が付いたことで、
人工知能、特にディープラーニングと
いう機械学習の分野が一気に進化した
のです。
　世界のグーグルですら、自身が提供
するサービスにAIを使い始めたのがち
ょうど2015年ですから、たかだか５年
間というAI競争のまっただ中に私たち
はいます。そういう意味では、日本全
国でいろいろな仕事をなさっておられ
る方々が、ご自身の分野でAIを活用す
ることも可能ですし、以前に比べれば
AIが身近になってきたといえると思い
ます。
　齊藤　医療でAIが活躍できる部分に
はどういうところがあるのでしょう。
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用できますし、ソフトウェアも世界中
のいろいろな分野のAIソフトがGitHub
というサイトにアップされています。
これは無料といいますか、フリーに使
うことができるので、よほど画期的な
ものでない限り、大抵のものはこうい
うフリーのAIソフトを組み合わせて作
ることができます。
　こうした時代ですから、オンライン
診療をサポートするシステムも、でき
る限り汎用的なソフトウェアを組み合
わせることで、それほどの高額でなく
ても提供することが可能です。しかも
ものすごく進化した、1980年代のスパ
コン10台分ぐらいの機能が、いま発売
中のスマホには搭載されているものが
ありますので、そういうスマホやパソ
コンを有効活用すれば、全国各地でオ
ンライン診療を実施することが十分可
能ではないかと考えています。
　齊藤　もう一つは今、日本は高齢化
していますが、高齢者がそういったも
のを使う場合のサポートは何かありま
すか。
　金丸　これからは新しいサービスを
提供する側に、そういった工夫が求め
られると思います。世界各地にご高齢
の方々がいらっしゃるわけで、世界の
すべてを見たわけではありませんが、
サービスをデザインするときに高齢者
向けに簡単な操作といいますか、アレ
ルギーを起こさないようにデザインし
て提供することが、今や世界の常識に

なっていると感じています。
　コンピューターの性能はどんどん進
化していますが、一方でみんなが使い
やすいように操作を簡単にしていくと
いう競争もあります。高齢者の方は使
わなくていいとか使えなくていいでは
なくて、どうすれば使っていただける
のかという工夫が、ますます必要です
し、そのニーズに応えることは十分可
能だと思っています。
　齊藤　それからもう一つ高齢化の側
面としては、病院に行けないという方
もいますね。
　金丸　誰もが不自由なく病院に通え
ればいいのですが、今や高齢者の車の
運転が大きな社会問題になっています。
そういう意味では、病院に通わなくて
もよい解決策やサービスを増やしてい
くのが、時代の要請ではないでしょう
か。
　齊藤　これは患者さんあるいは医師、
医師会にとってたいへん大きなサポー
ターになってくるということですが、
今後、日本でさらに展開していくには
どういったことが必要でしょうか。
　金丸　新型コロナをきっかけに、い
ろいろな分野でオンライン化が進みま
した。その一つにオンライン診療があ
げられるわけですが、日本では始まっ
たばかりですし、まだエビデンスもそ
んなに多くはありません。だからこそ、
実際にオンライン診療をする中から課
題を抽出し、その課題があるから引き

　金丸　私たちはいろいろな依頼をい
ただいていますが、基本的にドクター
や医療分野で研究されている医師たち
のAIの部分、特に画像解析をサポート
しています。具体的には「視線AI」と
いうものがありまして、これは認知症
と思われる方の近くにスマホを置いて、
その方の視線の動きを３分程度撮影す
るだけで認知症の可能性があるかどう
かを見いだすことができます。これが
早期発見や早期治療につながるという
ことで、現場の先生方に喜んでいただ
いています。
　齊藤　MRIやCTもありますね。
　金丸　いわゆるがんの診断というも
のは、医師の知識とか経験に基づいて
ご判断されていると思いますが、一方
で、コンピューターの画像解析は人間
の目よりもはるかに粒度が細かいです。
コンピューターが過去の画像データを
全部読み取ることによって、実際にが
んだったというデータと、結果的には
そうではなかったという両方のデータ
を機械学習することによって病変を検
出する精度が上がれば、先生方が診断
をされる際に判断材料の一つとして活
用していただくこともできます。
　齊藤　AIが医療の確実性、安全性を
高める意味で貢献できるということで
すが、一般的な地域医療で、開業医レ
ベルあるいは医師会レベルでAIを活用
するアイデアは何かありますか。
　金丸　地域ごとに医師会の皆様がそ

の地域の医療の質をリードしてくださ
っていますが、例えばドクターの専門
分野別でいろいろな医療データを地域
別のAIサーバーに格納していくのも一
案だと思います。また、それを全国の
医師会にネットワークを広げて医療の
診断に対する知見を蓄積し、データベ
ースとして活用していく。さらに機械
学習も活用すればどんどん進化してく
れますので、全国の専門分野別の医療
レベルの質をより向上させるためのサ
ポート役になれるのではと思っていま
す。先ほどのがんの診断もしかりだと
思います。
　齊藤　地域レベルでのAIを介したネ
ットワークあるいは医療の技術、安全
性の向上、そういうことでしょうか。
　金丸　そうです。
　齊藤　AIがドクターの仕事を取って
しまうということではないのですね。
　金丸　それはないです。私たちの仕
事は、まさしくサポーターに徹するこ
とです。映画でいうと、主演男優賞や
主演女優賞を獲るのではなく、私たち
は助演賞であるべきだと思っています。
　齊藤　取り入れていきたいと思う医
師らは費用が心配になるのですが、そ
の辺はいかがでしょうか。
　金丸　AIに関してはスピードが要求
されますから、大量のデータを高速で
解析するために、従来ですと大きなコ
ンピューターが必要でした。しかし、
今やサーバーはクラウドサービスを利
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用できますし、ソフトウェアも世界中
のいろいろな分野のAIソフトがGitHub
というサイトにアップされています。
これは無料といいますか、フリーに使
うことができるので、よほど画期的な
ものでない限り、大抵のものはこうい
うフリーのAIソフトを組み合わせて作
ることができます。
　こうした時代ですから、オンライン
診療をサポートするシステムも、でき
る限り汎用的なソフトウェアを組み合
わせることで、それほどの高額でなく
ても提供することが可能です。しかも
ものすごく進化した、1980年代のスパ
コン10台分ぐらいの機能が、いま発売
中のスマホには搭載されているものが
ありますので、そういうスマホやパソ
コンを有効活用すれば、全国各地でオ
ンライン診療を実施することが十分可
能ではないかと考えています。
　齊藤　もう一つは今、日本は高齢化
していますが、高齢者がそういったも
のを使う場合のサポートは何かありま
すか。
　金丸　これからは新しいサービスを
提供する側に、そういった工夫が求め
られると思います。世界各地にご高齢
の方々がいらっしゃるわけで、世界の
すべてを見たわけではありませんが、
サービスをデザインするときに高齢者
向けに簡単な操作といいますか、アレ
ルギーを起こさないようにデザインし
て提供することが、今や世界の常識に

なっていると感じています。
　コンピューターの性能はどんどん進
化していますが、一方でみんなが使い
やすいように操作を簡単にしていくと
いう競争もあります。高齢者の方は使
わなくていいとか使えなくていいでは
なくて、どうすれば使っていただける
のかという工夫が、ますます必要です
し、そのニーズに応えることは十分可
能だと思っています。
　齊藤　それからもう一つ高齢化の側
面としては、病院に行けないという方
もいますね。
　金丸　誰もが不自由なく病院に通え
ればいいのですが、今や高齢者の車の
運転が大きな社会問題になっています。
そういう意味では、病院に通わなくて
もよい解決策やサービスを増やしてい
くのが、時代の要請ではないでしょう
か。
　齊藤　これは患者さんあるいは医師、
医師会にとってたいへん大きなサポー
ターになってくるということですが、
今後、日本でさらに展開していくには
どういったことが必要でしょうか。
　金丸　新型コロナをきっかけに、い
ろいろな分野でオンライン化が進みま
した。その一つにオンライン診療があ
げられるわけですが、日本では始まっ
たばかりですし、まだエビデンスもそ
んなに多くはありません。だからこそ、
実際にオンライン診療をする中から課
題を抽出し、その課題があるから引き

　金丸　私たちはいろいろな依頼をい
ただいていますが、基本的にドクター
や医療分野で研究されている医師たち
のAIの部分、特に画像解析をサポート
しています。具体的には「視線AI」と
いうものがありまして、これは認知症
と思われる方の近くにスマホを置いて、
その方の視線の動きを３分程度撮影す
るだけで認知症の可能性があるかどう
かを見いだすことができます。これが
早期発見や早期治療につながるという
ことで、現場の先生方に喜んでいただ
いています。
　齊藤　MRIやCTもありますね。
　金丸　いわゆるがんの診断というも
のは、医師の知識とか経験に基づいて
ご判断されていると思いますが、一方
で、コンピューターの画像解析は人間
の目よりもはるかに粒度が細かいです。
コンピューターが過去の画像データを
全部読み取ることによって、実際にが
んだったというデータと、結果的には
そうではなかったという両方のデータ
を機械学習することによって病変を検
出する精度が上がれば、先生方が診断
をされる際に判断材料の一つとして活
用していただくこともできます。
　齊藤　AIが医療の確実性、安全性を
高める意味で貢献できるということで
すが、一般的な地域医療で、開業医レ
ベルあるいは医師会レベルでAIを活用
するアイデアは何かありますか。
　金丸　地域ごとに医師会の皆様がそ

の地域の医療の質をリードしてくださ
っていますが、例えばドクターの専門
分野別でいろいろな医療データを地域
別のAIサーバーに格納していくのも一
案だと思います。また、それを全国の
医師会にネットワークを広げて医療の
診断に対する知見を蓄積し、データベ
ースとして活用していく。さらに機械
学習も活用すればどんどん進化してく
れますので、全国の専門分野別の医療
レベルの質をより向上させるためのサ
ポート役になれるのではと思っていま
す。先ほどのがんの診断もしかりだと
思います。
　齊藤　地域レベルでのAIを介したネ
ットワークあるいは医療の技術、安全
性の向上、そういうことでしょうか。
　金丸　そうです。
　齊藤　AIがドクターの仕事を取って
しまうということではないのですね。
　金丸　それはないです。私たちの仕
事は、まさしくサポーターに徹するこ
とです。映画でいうと、主演男優賞や
主演女優賞を獲るのではなく、私たち
は助演賞であるべきだと思っています。
　齊藤　取り入れていきたいと思う医
師らは費用が心配になるのですが、そ
の辺はいかがでしょうか。
　金丸　AIに関してはスピードが要求
されますから、大量のデータを高速で
解析するために、従来ですと大きなコ
ンピューターが必要でした。しかし、
今やサーバーはクラウドサービスを利
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返すのではなく、その課題を解決しな
がら、より向上させていくということ
が必要ではないでしょうか。
　先ほども申しましたが、私は医師会
がリードしてくださって、そのリード
してくださる医師会を政府がサポート

する、というのが一番美しいトライア
ングルではないかと思います。そうす
ることでサイクルとして回っていくの
ではないかと期待しています。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　医学・医療の進歩、社会状況の変化に応じて医師に求められる倫理観
も変化しているなか、患者さん個々の事例に対応しようとするほど原則
との葛藤を抱えます。判断に悩んだ時はどのように考えたらよいのか、
先進医療を提供する仕組みと終末期を迎えた患者さんへのアプローチに
ついて、大学病院の取り組みを中心に順天堂大学病院管理学　山本宗孝 
氏にお話をうかがいました。

【特別企画】

医療倫理と臨床倫理

第四回

順天堂大学病院管理学／脳神経外科准教授
山　本　宗　孝　 先生
学歴および職歴：平成９年３月順天堂大学医学部卒業。平成９年４月～平成11年３月聖路加国
際病院初期臨床研修（外科系）、平成11年４月～平成13年３月聖路加国際病院後期臨床研修（脳
神経外科）、平成13年４月～平成14年３月順天堂大学医学部細菌学教室助手、平成14年４月～ 
平成14年10月順天堂大学医学部脳神経外科助手、平成14年11月～平成15年５月順天堂伊豆長岡
病院脳神経外科助手、平成15年６月～平成15年９月越谷市立病院脳神経外科医員、平成15年10
月～平成16年４月順天堂浦安病院脳神経外科助手、平成16年５月～平成18年３月国立循環器病
センター脳神経外科専門修練医、平成17年８月日本脳神経外科学会専門医（6395）、平成18年４
月～平成19年８月順天堂練馬病院脳神経外科助教、平成19年９月～平成24年12月順天堂大学医
学部脳神経外科助教、平成20年７月日本脳卒中学会専門医（20080122）、平成20年９月日本脳神
経血管内治療学会専門医（500）、平成23年10月順天堂大学にて医学博士の学位授与（乙2179）、
平成25年１月～順天堂大学医学部脳神経外科准教授、平成25年12月日本脳神経血管内治療学会
指導医（216）。平成27年４月～平成30年３月順天堂大学医学部脳神経外科医局長准教授、平成
30年４月～順天堂大学医学部附属順天堂医院医療安全管理室副室長、平成31年４月～順天堂大
学医学部病院管理学講座准教授（併任）、令和３年４月～順天堂大学医学部病院管理学講座先任
准教授。

専攻領域：脳血管障害、脳血管内治療、医療安全、病院管理学
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