
対面ではなくてビデオ通話で行う診療
になります。治療用アプリはそういう
医師と患者さんをつなげるものではな
く、患者さんに対してアプリ自体が
日々様々な禁煙指導を行い、また生活
習慣指導をし、時には励ましたりとい
うかたちで働きかけ治療介入するもの
になります。なので、ここは全くの別
物となります。
　また、最近オンライン診療が普及し
始め、患者さんからすると通院の手間
がなく利便性が高い一方で、診察の質
という観点ではまだ一定の疑問が出て

いるのが現状ではないかと思っていま
す。そのような中で、オンライン診療
の際、治療用アプリの処方を加えるこ
とで、この治療用アプリが日々患者さ
んの状態をモニタリングし、患者さん
の状態に基づいて適切な指導、励まし、
薬の管理を可能にします。
　利便性もありながら、治療の質の部
分もしっかりと担保されますので、オ
ンライン診療とこの治療用アプリを組
み合わせることは、かなり相乗効果が
あると思います。
　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（Ⅱ）

外房こどもクリニック院長
黒　木　春　郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の海外事情

　齊藤　オンライン診療の海外事情と
いうことでうかがいます。まずアメリ
カではどうなのでしょうか。
　黒木　アメリカではオンライン診療
というのはテレメディシンといいます。
これは随分以前から、テレビジットと
もいわれ、オンライン診療のみならず、
いろいろなメディカルデバイスを使っ
て、生体情報を離れて取得する、こうい
う試みが広く普及していました。1990
年代ぐらいから、アメリカ・テレメデ
ィシン・アソシエーションというアメ
リカ遠隔医療学会も活発に活動してい
ます。この学会はこの10年ぐらいで数
倍の規模になり、雑誌のインパクトフ
ァクターも急上昇しています。この10
年ぐらいでテレメディシン、遠隔医療
というのは急速に発展していると言え
ると思います。
　齊藤　アメリカは国土が広いですし、
保険制度もいろいろ違うし、独特なと
ころがあるのでしょうか。
　黒木　やはり日本と同じように比べ
ることはできないと思うのですが、国

土の広さ、様々な保険制度の中で、こ
のテレメディシンの需要を調査してみ
ると、多領域にわたっています。意外
なのは、テレストロークといって、テ
レメディシンで脳卒中を初期に診療す
る、そして初期の医療から専門医につ
なぐ方法。また、診療科も小児科、皮
膚科、そして精神科、神経内科と多岐
にわたっています。全国民の６割ぐら
いは彼らの言うテレビジット、テレメ
ディシンを望んでいる、という市場調
査もあります。
　齊藤　相当人気があるのですね。
　黒木　そうですね。いろいろな意見
もあるのですが、ベースとしてはだい
ぶ普及したという私の印象です。
　齊藤　コロナ禍前後で変化は感じま
すか。
　黒木　コロナの流行は全世界的に医
療に大きなインパクトを与え、アメリ
カ、そして欧州では新型コロナ対策の
第一選択はテレメディシンであると、
早期にそういう声明、ガイドラインが
出されています。これはオンライン診
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しているそうです。
　齊藤　利用者が多いとなると相当な
収益になって、これも世界に拡大する
ような動きになるのでしょうか。
　黒木　そうですね。ただ、中国は日
本と違って通常の地域のプライマリー
ケアが未整備で、そこにこういった遠
隔医療システムが入り、それを利用で
きる中間層の方々が多くなったという
背景もあると思うのです。ですから、
この中国型のやり方をそのまま日本あ
るいは欧米に導入するのは難しいかと
思います。
　齊藤　インドはどうなのでしょうか。
　黒木　インドでも同じ頃から同じよ
うな遠隔医療システムが勃興していて、
これも民間のベンチャー企業です。イ
ンドには大きな都市が５つあるのです
が、医師の８割はその５つの都市に集
中している。そして、医療のニーズの
８割は大都市以外にある。だから、医
療ベンチャーの方は、自分たちは８割
のニーズに向けて廉価で質の高い医療
を提供したい、こんなふうに話されて
いました。
　齊藤　インドも国土が広いですし、
医療資源の偏在、大都市集中でしょう
ね。また、インド人医師は英語が上手
だから、アメリカやイギリスでも活躍
されていて、インドに帰らないという
話がありますね。ですから、そういう
人たちもそこに組み込まれる可能性が
あるかもしれませんね。

　黒木　そうですね。医師のレベルは
高いですから、自国の国民に還元しよ
うと思えば、遠隔医療という方法は非
常に有効ではないかと思います。
　齊藤　さて日本の状況はどう考えら
れるのでしょうか。
　黒木　日本ではいわゆる遠隔医療と
して1990年頃から、当時の携帯電話あ
るいはインターネットを使って医療情
報を交換したり、患者さんを診察した
りすることは、一部の先駆的な医師の
間で行われていました。長い年月がた
って、2015年に厚生労働省から、これ
までの遠隔医療において離島、僻地は
「例示である」という事務連絡が出ま
した。この「例示である」というのは、
離島、僻地に限らないと読み込めるの
で、これが今のオンライン診療の解禁
と言われています。つまり、オンライ
ン診療は離島、僻地だけのものではな
いということです。
　それから、2016年、私は自院にオンラ
イン診療を取り入れたのですが、2018
年には保険診療の中にも組み入れられ、
厚生労働省のオンライン診療の指針も
出されて、医療の中でのオンライン診
療の位置づけはほぼ確立されてきてい
ます。ただ、日本の保険診療の中に組
み入れられたものの、疾患の制限、あ
るいは点数の抑制が強く、保険診療の
中ではほとんど普及してこなかったの
が現状です。オンライン診療料の算定
要件は非常に厳しく、請求はレセプト

療という非対面の診療方式の優位点を
強調したものであろうと思います。
　齊藤　アメリカはもともとかなり使
われていたのが、さらにこのコロナ禍
でそれが非常に発展したということで
しょうか。
　黒木　そうですね。利用する患者さ
んも数倍以上に広がって、それを導入
している医療機関も急速に広がってい
ると聞いています。
　齊藤　アメリカのCDCなどがそうい
ったものを使うように言い出したとい
うことですが、ヨーロッパの状況はど
うなのでしょうか。
　黒木　ヨーロッパではコロナ前から、
スウェーデン、デンマーク、エストニ
ア、あるいはイギリスもそうですが、
遠隔医療は随分普及していたようです。
特にデンマーク、スウェーデン、エス
トニアは、社会にITの技術が普及して、
インフラとして確立していた。その中
で、医療にもITが導入されていたとい
えると思います。
　齊藤　もともとITの基盤がしっかり
あったということで、医療もそこにし
っかり組み込まれているのですね。
　黒木　そうですね。そして、デンマ
ークなどの例を見てみると、全国どこ
にいても、自宅にいても、遠隔医療を
活用してほぼ均一な医療あるいはリハ
ビリテーションが受けられるようにな
っているようです。
　齊藤　それが北欧型福祉の一つの到

達点ということでしょうか。
　黒木　そう思います。やはり日本と
異なって国土も狭く、人口も少ないの
で、意思統一がしやすいということと、
もう一つはスウェーデンなどを見ます
と、かなり早い時期から社会保障はど
ういうものかという教育が行き届いて
いる。そういう成果ではないかと思い
ます。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパと聞き
ましたが、中国はいかがですか。
　黒木　中国では数年前からオンライ
ン診療が爆発的に普及していまして、
街中に電話ボックスのような無人の個
室ができて、そこに入ると画面に複数
の医師の名前が出てくる。入った方は、
自分の疾患の専門の医師を選んで、
Webで対面、会話をして、診断をつけ
てもらって、処方箋を受け取ることが
できる。その処方箋を持って、隣の自
動販売機で薬を買うことができる。こ
ういう遠隔医療システムがたいへんな
勢いで普及しているといわれています。
これは実際に行って見た人の話なので
すが。
　齊藤　電話ボックスに入るというこ
とは、ある意味プライバシーを確保で
きている。専門医と話ができて、専門
的な治療を受けて、すぐに薬ももらえ
る。非常に便利になっていますね。こ
れは企業がやっていることなのですか。
　黒木　民間の企業で、IT系のベンチ
ャー企業が始めたもので、急速に拡大
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しているそうです。
　齊藤　利用者が多いとなると相当な
収益になって、これも世界に拡大する
ような動きになるのでしょうか。
　黒木　そうですね。ただ、中国は日
本と違って通常の地域のプライマリー
ケアが未整備で、そこにこういった遠
隔医療システムが入り、それを利用で
きる中間層の方々が多くなったという
背景もあると思うのです。ですから、
この中国型のやり方をそのまま日本あ
るいは欧米に導入するのは難しいかと
思います。
　齊藤　インドはどうなのでしょうか。
　黒木　インドでも同じ頃から同じよ
うな遠隔医療システムが勃興していて、
これも民間のベンチャー企業です。イ
ンドには大きな都市が５つあるのです
が、医師の８割はその５つの都市に集
中している。そして、医療のニーズの
８割は大都市以外にある。だから、医
療ベンチャーの方は、自分たちは８割
のニーズに向けて廉価で質の高い医療
を提供したい、こんなふうに話されて
いました。
　齊藤　インドも国土が広いですし、
医療資源の偏在、大都市集中でしょう
ね。また、インド人医師は英語が上手
だから、アメリカやイギリスでも活躍
されていて、インドに帰らないという
話がありますね。ですから、そういう
人たちもそこに組み込まれる可能性が
あるかもしれませんね。

　黒木　そうですね。医師のレベルは
高いですから、自国の国民に還元しよ
うと思えば、遠隔医療という方法は非
常に有効ではないかと思います。
　齊藤　さて日本の状況はどう考えら
れるのでしょうか。
　黒木　日本ではいわゆる遠隔医療と
して1990年頃から、当時の携帯電話あ
るいはインターネットを使って医療情
報を交換したり、患者さんを診察した
りすることは、一部の先駆的な医師の
間で行われていました。長い年月がた
って、2015年に厚生労働省から、これ
までの遠隔医療において離島、僻地は
「例示である」という事務連絡が出ま
した。この「例示である」というのは、
離島、僻地に限らないと読み込めるの
で、これが今のオンライン診療の解禁
と言われています。つまり、オンライ
ン診療は離島、僻地だけのものではな
いということです。
　それから、2016年、私は自院にオンラ
イン診療を取り入れたのですが、2018
年には保険診療の中にも組み入れられ、
厚生労働省のオンライン診療の指針も
出されて、医療の中でのオンライン診
療の位置づけはほぼ確立されてきてい
ます。ただ、日本の保険診療の中に組
み入れられたものの、疾患の制限、あ
るいは点数の抑制が強く、保険診療の
中ではほとんど普及してこなかったの
が現状です。オンライン診療料の算定
要件は非常に厳しく、請求はレセプト

療という非対面の診療方式の優位点を
強調したものであろうと思います。
　齊藤　アメリカはもともとかなり使
われていたのが、さらにこのコロナ禍
でそれが非常に発展したということで
しょうか。
　黒木　そうですね。利用する患者さ
んも数倍以上に広がって、それを導入
している医療機関も急速に広がってい
ると聞いています。
　齊藤　アメリカのCDCなどがそうい
ったものを使うように言い出したとい
うことですが、ヨーロッパの状況はど
うなのでしょうか。
　黒木　ヨーロッパではコロナ前から、
スウェーデン、デンマーク、エストニ
ア、あるいはイギリスもそうですが、
遠隔医療は随分普及していたようです。
特にデンマーク、スウェーデン、エス
トニアは、社会にITの技術が普及して、
インフラとして確立していた。その中
で、医療にもITが導入されていたとい
えると思います。
　齊藤　もともとITの基盤がしっかり
あったということで、医療もそこにし
っかり組み込まれているのですね。
　黒木　そうですね。そして、デンマ
ークなどの例を見てみると、全国どこ
にいても、自宅にいても、遠隔医療を
活用してほぼ均一な医療あるいはリハ
ビリテーションが受けられるようにな
っているようです。
　齊藤　それが北欧型福祉の一つの到

達点ということでしょうか。
　黒木　そう思います。やはり日本と
異なって国土も狭く、人口も少ないの
で、意思統一がしやすいということと、
もう一つはスウェーデンなどを見ます
と、かなり早い時期から社会保障はど
ういうものかという教育が行き届いて
いる。そういう成果ではないかと思い
ます。
　齊藤　アメリカ、ヨーロッパと聞き
ましたが、中国はいかがですか。
　黒木　中国では数年前からオンライ
ン診療が爆発的に普及していまして、
街中に電話ボックスのような無人の個
室ができて、そこに入ると画面に複数
の医師の名前が出てくる。入った方は、
自分の疾患の専門の医師を選んで、
Webで対面、会話をして、診断をつけ
てもらって、処方箋を受け取ることが
できる。その処方箋を持って、隣の自
動販売機で薬を買うことができる。こ
ういう遠隔医療システムがたいへんな
勢いで普及しているといわれています。
これは実際に行って見た人の話なので
すが。
　齊藤　電話ボックスに入るというこ
とは、ある意味プライバシーを確保で
きている。専門医と話ができて、専門
的な治療を受けて、すぐに薬ももらえ
る。非常に便利になっていますね。こ
れは企業がやっていることなのですか。
　黒木　民間の企業で、IT系のベンチ
ャー企業が始めたもので、急速に拡大
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100万件中で２～３件といわれていま
す。
　齊藤　それが今回のコロナ禍でかな
り変わってきたということでしょうか。
　黒木　そうですね。2020年２月にク
ルーズ船が横浜に来て、その中で新型
コロナ対策にはオンライン診療を活用
しなければいけないという声が内外か
らありました。2020年の４月10日に厚
生労働省から事務連絡があり、そこで
はオンライン診療を初診から可能にす
るということ、疾患の制限はなくなっ
たということが盛り込まれています。
　齊藤　日本でもコロナがある意味追
い風となってオンライン診療が増えて
きているのでしょうか。
　黒木　正確にどれぐらい増えている
かというデータは難しいのですが、オ
ンライン診療を扱っているベンダーの
データなどを見ると、たぶん、導入医
療機関は10倍ぐらいになっているでし
ょう。利用者もそれ以上になっている
と思います。
　齊藤　今日は海外のいろいろな事例

を教えていただきました。日本は事情
が違うのでしょうが、そういったもの
を参考にしつつ、これからオンライン
診療を発展させていくことになるでし
ょうか。
　黒木　この新型コロナ感染拡大下に
おいて、アメリカ、ヨーロッパでは新
型コロナ対策はテレメディシンが第一
選択だということが、いろいろなガイ
ドラインや声明で出されています。こ
れはテレメディシン、オンライン診療
の非対面の診療という優位性を強調し
たのだと思うのですが、日本でも非対
面の診療というコロナ時代の優位性が
認識されてきたと思います。ただ、も
う一方では日本の地域医療というのは
それなりに成熟しているので、すべて
がオンライン診療で完結するものでは
ないと思います。日本では日本なりの
オンライン診療の導入の仕方、適用の
仕方を、これからいろいろ事例を重ね
て考えていかなければならないと思っ
ています。
　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（Ⅱ）

多摩ファミリークリニック院長
大　橋　博　樹

（聞き手　大西　真）

オンライン診療の診断学

　大西　大橋先生、オンライン診療の
診断学という、ちょっと難しいテーマ
なのですが、先生が普段やっていらっ
しゃる診療を教えていただけたらと思
います。
　まず、厚生労働省からガイドライン
や指針が出てきているようですが、そ
のあたりから教えていただけますか。
　大橋　厚生労働省で今、オンライン
診療をやるにあたって、事前にeラー
ニングでの研修を受けなさいというの
があります。その研修の内容を見ると、
オンライン診療全体の概要やシステム
構築、あとは診療までの制度上の決ま
りなどを詳しく解説しています。これ
も始めるにあたってたいへん重要なの
ですが、一方で本当に始めた後にどの
ようにして対面診療との差を埋めてい
くか。例えば、どのように病歴聴取を
したり、何に気をつけて患者さんを診
療したらいいのか、こういう症状だっ
たら対面診療に移行しなければいけな
いだろうとか、いわゆる診断、臨床上
のティップスというのですが、そこが

まだまだ広まっていないのが現状かと
考えています。
　大西　厚生労働省の研修といいます
か、指針はかなり具体的な内容まで踏
み込まれているのですか。
　大橋　指針に関しては、例えばこの
ようにしてプライバシーを守らなけれ
ばいけない、またはセキュリティに配
慮してこのようにシステムをそろえな
ければいけない。そういった内容、事
前の構築に関してはかなり詳しい内容
の研修になっています。
　大西　医師法との関係のようなもの
も書かれているのでしょうか。
　大橋　そちらについても書かれてい
ますし、本人確認や、保険証等の確認、
あとはどこからが診療で、どこまでが
オンラインの健康相談になるのかなど
内容の定義づけとか、詳しく書かれて
います。これについては一方で、まず
はオンライン診療を始めるにあたって
しっかり学んでいただかなければいけ
ない内容だと思います。
　大西　先生自身のクリニックでオン
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