赤黒くなっている。牛肉様の赤みとい
われていて、実際に見ても、カルンク
ルの場合はちょっと透明感がある赤な

たことはないです。閉経後の女性とな
ると、エストロゲンの低下が原因と考
えられています。

のですが、こちらは赤黒い感じで、外
反して脱出することによって尿道口の
ところが絞扼され、それでちょっとう

池田 尿道カルンクルは放置してお
いてもいいけれども、尿道脱は手術が
必要ということですね。

っ血をしているような状態で、こちら
のほうがよほど痛みを伴います。
実はアフリカ系のアメリカ人の女児
にも発生するといわれています。そち
らは多分先天的なもので、尿道の内側

巴 そうですね。尿道脱の治療とし
ては、エストロゲンの軟膏やステロイ
ドの軟膏の塗布が唯一の保存的治療と
いわれています。大きいままにしてお
くよりは軟膏を塗ったほうがいいと思

の縦走筋と外側の輪状筋、その間の接
合異常があって、腹圧をかけたりした

いますが、軟膏を塗っていても、小さ
くなるのはなかなか難しいので、結局

ときにそこがずれて尿道の粘膜が脱出
のところは手術をすることになります。
してしまうことが推定されていますが、
池田 どうもありがとうございまし
日本人のお子さんの尿道脱を紹介され
た。
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

電子聴診器

AI問診

目々澤醫院院長

目々澤

（聞き手

大西

肇

真）

大西 目々澤先生が取り組んでいる
電子聴診器やAI問診を中心にお話をう

うそれと言いきっていいという、面白
い疾患です。その辺をきちんと整理し

かがえたらと思います。
診療所、クリニックにおいて医療の
デジタルトランスフォーメーションに
具体的に取り組んでいると思いますが、
まずAI問診のことからうかがいます。

て、ばっちり当ててくれたことから、
そのアプリの第１号使用者となったの
がきっかけです。
大西 頭痛の鑑別は難しい場合があ
りますが、けっこう当たるのですね。

先生のクリニックのホームページなど
を見ますと、慢性頭痛に関してAI問診

目々澤 経験則というよりも、その
クイズのネタを知っているかどうかが

が整備されているように感じたのです
が、そのあたりから教えていただけま
すか。
目々澤 もちろんこのAI問診はほか
の疾患にも使えるのですが、私がこの
AI問診と出合ったのは、まだ発売され

大切で、それにしっかり合致したもの
を作ってくれた。実は以前、私はファ
イルメーカーというアプリケーション
で、そういう問診票ができないものか
使ってみたのですが、なかなかできる
ものではない。しかし、このアプリは

る前でした。そのときちょっと興味が
あったので勉強会を訪れてみたところ、

患者さんが一つ一つ答えのパネルをさ
わるだけでいいという、お年寄りにも

10人ぐらいのメンバーが集まっていま
した。そのアプリを動かしてもらって、
私の専門である片頭痛の患者さんを想
定して選択肢を選んでいったら、見事

使えるインターフェースだったことに
たいへん感銘を受けました。
そしてまた、その出てくる結果がき
ちんとしている。さらに、それででき

にそれが片頭痛だとAIが診断を出して
くれた。慢性頭痛のうち片頭痛はクイ
ズの部品が幾つかそろっていれば、も

てくる文章がとてもありがたい。我々
の電子カルテを使った診療は患者さん
から聞いたことを自分でテキストに起

ドクターサロン66巻１月号（12 . 2021）

（41）41

2021/12/08 19:44

こしながらやっていくわけですが、そ
れをやっていると、患者さんの目を見
てお話しすることがなかなかできない。

いのですが、今から10年ほど前に、普
通のエレクトレットコンデンサーマイ
クに注射器をつけ、その先にパイプを

ぺんに来ますので、終わったときには
耳が痛くて痛くてという状況になって
しまいます。

ちらに返してもらっています。ですか
ら、私は初診からでも頭痛はある程度
は診られると考えていますが、全体の

このAI問診で作られた文章はそのまま
問診として貼りつけられていて、そこ
に幾つかの足りない項目をタイプ打ち

つけて、リットマンの聴診器のヘッド
部分をつけてみた。それで音が拾える
かというと、実際、拾えるものではな

大西 イヤーピースがないものもで
きるという感じですね。
目々澤 イヤーピースはほとんどい

趨勢としては初診はあくまでも対面で、
そして初診以降のフォローアップに関
しては、慢性疾患であればかかりつけ

していけば、それで問診が出来上がっ
てしまう。そして、患者さんごとの状
況に応じて必要な質問が付加され、こ
ういう病気も考えたほうがいいという
サジェスチョンをもらえるのです。

いのです。ところが、ネットニュース
でこういうものを開発したグループが
あることを知り、第１回の発表会に参
加しました。そこで見せていただいた
のですが、同じようにリットマンの聴

らなくなりました。
大西 肺音や心音をとらえて、それ
を解析してアプリに送るとか、いろい
ろ開発されているように聞いています
が。

医によってオンライン、というのが医
師会で望んでいる流れだと思います。
大西 血圧の管理もありますよね。
目々澤 やはり五感のうち、におい
がわからないのはとても大切なポイン

大西 慢性頭痛でAI問診をやって診
療に使うことは診療行為として正式に

診器のヘッドをつけ、音を集める装置
で増幅し、Bluetoothで飛ばすという

目々澤 できればその辺のところま
ではきちんとスマートフォンで通して

トです。今のオンライン診療の問題点
は、画面が小さくて、こちら側から説

認められているのでしょうか。
目々澤 診療行為としては全く評価
になっていません。これを診療行為に
するのであれば、AIを使ったものはみ
んな、独立行政法人医薬品医療機器総

技術を一つの箱にまとめたものが、そ
の約１年後にネクストステートとして
発表されました。
これを用いたときはたいへん驚きま
した。最初の状態ではヘッドホンを使

やっていただく。そうなれば、遠隔診
療、オンライン診療のときの、たいへ
ん便利な道具になるかと思います。
大西 患者さんに結果をお知らせす
ることも多いかと思うのですが、それ

明のための画像を流したりなどがまだ
自由にできないことです。それもあっ
てweb会議システムでオンライン診療
をされる医師もいると思います。
大西 往診ではどうなのでしょうか。

合機構（PMDA）などで評価を受けな
ければいけなくなります。それが診断
に結びつかない。要するに、アシスタ

って音を聴くのが限界だったのですが、
その後、少し改良が進み、スピーカー
を通しても音を出すことができるよう

も今はいろいろなデバイスを使ったり
して行っているのでしょうか。
目々澤 そうですね。メールやSNS

目々澤 私は、患者さん個別の往診
はやっていません。ただ、特別養護老
人ホームの配置医をやっていますので、

ントとして文章を作るまで、そして、
こういう病名を想定していますぐらい
のサジェスチョンであるところがミソ
だと思います。実際に病理や診断名を

になりました。ということは、聴診器
のイヤーピースを耳に入れて聴かずに
済む。例えば、健康診断などで400人
ぐらいの生徒の聴診をするとき、イヤ

を使用しています。ただ、SNSの場合、
医療情報を扱うには不安なところがあ
りますので、専用のサーバーサービス
を使って情報提供を助けてくれる会社

そこにPCを１台持ち込んで、それをネ
ットワークにつなぎ、全部、普通の院
内でやっているのと同じ診療ができる
ようにしています。

きちんと出すためには、PMDAなどが
関わって医療機器として認定が必要に
なりますが、このAI問診はそこまでの
レベルではないと思います。
大西 電子聴診器の現在の開発状況
についてはいかがでしょうか。
目々澤 開発自体に私は携わってい
ないので、詳しいことまではわからな

ーピースを耳に入れて聴くのは我々に
とってたいへん苦痛です。それをヘッ
ドホン、もしくはスピーカーで代用で
きるようになれば、とても我々医師の
労力軽減になる。そのように考えてい
ます。
大西 全校健診で非常に疲れますね。
目々澤 全校健診だと６学年、いっ

を使って患者さんに情報を配信してい
ます。
大西 先生の診療所では、実際、オ
ンライン診療の流れとはどのような感
じなのでしょうか。
目々澤 オンライン診療の中にAI問
診のかたちに似せた質問項目を並べて、
そこにチェックをしていただいて、こ

大西 日々の連携などもできるので
すね。
目々澤 そちらは、医療・介護連携
のSNSを使って職員と結びつきができ
ています。彼らにとって医師の医療行
為を妨げるのはどうかということで、
電話を使って医師に連絡をするのはか
なりハードルが高いようです。そこで
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こしながらやっていくわけですが、そ
れをやっていると、患者さんの目を見
てお話しすることがなかなかできない。

いのですが、今から10年ほど前に、普
通のエレクトレットコンデンサーマイ
クに注射器をつけ、その先にパイプを

ぺんに来ますので、終わったときには
耳が痛くて痛くてという状況になって
しまいます。

ちらに返してもらっています。ですか
ら、私は初診からでも頭痛はある程度
は診られると考えていますが、全体の

このAI問診で作られた文章はそのまま
問診として貼りつけられていて、そこ
に幾つかの足りない項目をタイプ打ち

つけて、リットマンの聴診器のヘッド
部分をつけてみた。それで音が拾える
かというと、実際、拾えるものではな

大西 イヤーピースがないものもで
きるという感じですね。
目々澤 イヤーピースはほとんどい

趨勢としては初診はあくまでも対面で、
そして初診以降のフォローアップに関
しては、慢性疾患であればかかりつけ

していけば、それで問診が出来上がっ
てしまう。そして、患者さんごとの状
況に応じて必要な質問が付加され、こ
ういう病気も考えたほうがいいという
サジェスチョンをもらえるのです。

いのです。ところが、ネットニュース
でこういうものを開発したグループが
あることを知り、第１回の発表会に参
加しました。そこで見せていただいた
のですが、同じようにリットマンの聴

らなくなりました。
大西 肺音や心音をとらえて、それ
を解析してアプリに送るとか、いろい
ろ開発されているように聞いています
が。

医によってオンライン、というのが医
師会で望んでいる流れだと思います。
大西 血圧の管理もありますよね。
目々澤 やはり五感のうち、におい
がわからないのはとても大切なポイン

大西 慢性頭痛でAI問診をやって診
療に使うことは診療行為として正式に

診器のヘッドをつけ、音を集める装置
で増幅し、Bluetoothで飛ばすという

目々澤 できればその辺のところま
ではきちんとスマートフォンで通して

トです。今のオンライン診療の問題点
は、画面が小さくて、こちら側から説

認められているのでしょうか。
目々澤 診療行為としては全く評価
になっていません。これを診療行為に
するのであれば、AIを使ったものはみ
んな、独立行政法人医薬品医療機器総

技術を一つの箱にまとめたものが、そ
の約１年後にネクストステートとして
発表されました。
これを用いたときはたいへん驚きま
した。最初の状態ではヘッドホンを使

やっていただく。そうなれば、遠隔診
療、オンライン診療のときの、たいへ
ん便利な道具になるかと思います。
大西 患者さんに結果をお知らせす
ることも多いかと思うのですが、それ

明のための画像を流したりなどがまだ
自由にできないことです。それもあっ
てweb会議システムでオンライン診療
をされる医師もいると思います。
大西 往診ではどうなのでしょうか。

合機構（PMDA）などで評価を受けな
ければいけなくなります。それが診断
に結びつかない。要するに、アシスタ

って音を聴くのが限界だったのですが、
その後、少し改良が進み、スピーカー
を通しても音を出すことができるよう

も今はいろいろなデバイスを使ったり
して行っているのでしょうか。
目々澤 そうですね。メールやSNS

目々澤 私は、患者さん個別の往診
はやっていません。ただ、特別養護老
人ホームの配置医をやっていますので、

ントとして文章を作るまで、そして、
こういう病名を想定していますぐらい
のサジェスチョンであるところがミソ
だと思います。実際に病理や診断名を

になりました。ということは、聴診器
のイヤーピースを耳に入れて聴かずに
済む。例えば、健康診断などで400人
ぐらいの生徒の聴診をするとき、イヤ

を使用しています。ただ、SNSの場合、
医療情報を扱うには不安なところがあ
りますので、専用のサーバーサービス
を使って情報提供を助けてくれる会社

そこにPCを１台持ち込んで、それをネ
ットワークにつなぎ、全部、普通の院
内でやっているのと同じ診療ができる
ようにしています。

きちんと出すためには、PMDAなどが
関わって医療機器として認定が必要に
なりますが、このAI問診はそこまでの
レベルではないと思います。
大西 電子聴診器の現在の開発状況
についてはいかがでしょうか。
目々澤 開発自体に私は携わってい
ないので、詳しいことまではわからな

ーピースを耳に入れて聴くのは我々に
とってたいへん苦痛です。それをヘッ
ドホン、もしくはスピーカーで代用で
きるようになれば、とても我々医師の
労力軽減になる。そのように考えてい
ます。
大西 全校健診で非常に疲れますね。
目々澤 全校健診だと６学年、いっ

を使って患者さんに情報を配信してい
ます。
大西 先生の診療所では、実際、オ
ンライン診療の流れとはどのような感
じなのでしょうか。
目々澤 オンライン診療の中にAI問
診のかたちに似せた質問項目を並べて、
そこにチェックをしていただいて、こ

大西 日々の連携などもできるので
すね。
目々澤 そちらは、医療・介護連携
のSNSを使って職員と結びつきができ
ています。彼らにとって医師の医療行
為を妨げるのはどうかということで、
電話を使って医師に連絡をするのはか
なりハードルが高いようです。そこで
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SNSを使用して、いつ書き込んでもい
いよ、ただ、急ぎのことだけはきちん
と電話してねとお願いしています。こ

ロナ禍で一気に実現したのだと思って
います。
大西 ドイツなどのニュースを見る

ちらもいつ答えを返してもいい。患者
さんの看取りや急な熱発、急な意識障
害、そういうものが起こったときは必

と、クリニックでコロナの検査キット
も郵送するなど、海外ではいろいろや
っていますが、ああいうこともできる

ず電話です。でも、それ以外の軽い熱
発とか、「吐いてしまいました。どう
しましょうか」というような問い合わ
せはSNSを使った連携で行っています。
大西 コロナ禍で医療現場はたいへ

ようになるのですか。
目々澤 そういうサービスを始めて
いる業者さんもいますが、果たして日
本でそれが正しいのかどうか。実際に
本人確認という大きな問題もあります

んな状況になっていますが、逆にデジ
タル化も一部進めるような動きもある

ので、その辺に関してはしっかりとし
た検討が必要ではないかと考えていま

かと思いますが。
目々澤 結局、なるべくしてなった
というのが私の感想です。今までのテ
クノロジーがある程度集積してきて、
それが３年後、４年後になったらこう

す。
大西 これからますます医療のデジ
タルトランスフォーメーションは進ん
でいきそうですね。
目々澤 はい、そう思っています。

なるのではないか、そういう世界がコ
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大西

ありがとうございました。
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オンライン診療の実際

精神科

慶應義塾大学精神・神経科学教室専任講師

岸

本

（聞き手

泰士郎

齊藤郁夫）

齊藤 今、コロナ禍で精神科診療と
オンライン診療はどのような関係にな

療で行っているという話でした。
齊藤 そちらが主流なのですね。

っていますか。
岸本 精神科領域は患者さんと医師
がお互いの顔を見ながら話をすること
で診療の大部分が成り立ち得る診療科
で、世界的に最もオンライン診療がよ

岸本 そうですね。この非常事態の
中だからだと思いますが、実際、９割
が遠隔診療というのは、普通の内服の
治療を受けている、あるいはカウンセ
リングだけでいいような患者さんすべ

く用いられてきた診療領域の一つです。
新型コロナの感染拡大の中で、精神的

て、ということで残りの１割の方は注
射や採血のために、どうしても来院が

な調子を崩されている方が世界的にも
増えていることが問題になっています。
コロナ禍できちんとした治療が届けら
れなくなってきているという問題があ
る中で、オンライン診療はそのギャッ
プを埋めるための非常に重要なツール

必要な患者さんという話でした。その
ぐらい遠隔診療が使われているという
ことです。
齊藤 安全なども含めて、患者さん
のためにそうなってきているのでしょ
うね。

として注目されていると思います。
齊藤 欧米諸国ではロックダウンに

岸本 そう思います。同時に、対面
診療に比べて、精神科領域においては

なって、診療形態が影響を受けたので
しょうか。
岸本 そのとおりだと思います。私
がアメリカやドイツの知り合いの精神

遠隔診療やオンライン診療は劣らない
と古くから報告されています。長期的
にはともかく、少なくともこういった
緊急事態においては対面診療とほとん

科医に聞いたところ、ニューヨークは
非常に感染拡大した地域だったと思い
ますが、外来患者の実に９割を遠隔診

ど劣ることなく治療が提供可能だと思
います。
齊藤 日本ではその辺、まだ少し進
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