
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
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
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
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
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
なるのではないか、そういう世界がコ

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
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
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
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
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。
　大西　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（Ⅴ）

慶應義塾大学精神・神経科学教室専任講師
岸　本　泰士郎

（聞き手　齊藤郁夫）

オンライン診療の実際　精神科

　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
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
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
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
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
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
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

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。
　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
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
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。
　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
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
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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べて保険での評価が低いにもかかわら
ず、一生懸命多くの医師が患者さんの
ため、日本の医療のためにやっている
ことが評価されて、さらに日本で広が
っていくことが期待されるのですね。
　岸本　そうですね。我々が今構築し
ようとしているエビデンスも、うまく
そこにかみ合って推進につながるとい
いと思っています。
　齊藤　もう一つモニタリングなどを
使って患者さんの評価をすることもあ
るとうかがっていますが、例えば精神
科診療の問診のようなことをやってい
くのでしょうか。
　岸本　精神科領域において患者さん
の状態の把握が非常に難しいところが
あります。私どもは基本的には患者さ
んとお話をしながら、どんな症状がど
のくらい強いのかを評価していきます
が、医師の判断基準が少しずつ違った
り、客観的な評価が非常に難しいとい
う問題があります。近年の情報通信技
術の発展とともに私たちの生活の様子
がデジタルで収集できるようになって
きたことを背景に、そういったデジタ
ル情報をうまく使えないかという試み
を行っています。
　齊藤　まずは話をしたときの状況を
把握していくのでしょうか。
　岸本　そうですね。一つは自然言語
処理といいますが、自然言語、すなわ
ち我々人間が普通に話す言語を機械が
処理する技術を使って、患者さんが話

している言葉のデータをそのままコン
ピューターに解析させて、例えば認知
症のリスクや、うつ病の患者さんの話
し方の特徴などについて研究を行って
います。
　齊藤　かなりの正確性を持って診断
できるのでしょうか。
　岸本　まだ限られた数の対象者での
検討しか行っていませんので、確実と
はいえませんが、８～９割ぐらいの精
度で認知症の患者さんを当てることが
できています。
　齊藤　客観的にわかってくるのです
ね。
　岸本　本当の意味で客観的になるた
めにはかなりのデータ量を集めていく
必要があると思いますが、役立てられ
る場面はたくさんあると思います。例
えば認知症の診断に際して30点満点の
簡単な認知機能のテストをした場合、
何回もやっていると、だんだん覚えて
しまいテストの意味がなくなってしま
うことが起こります。それを新しいデ
ータを使いながら判断できるようにな
ると非常に大きいと思いますし、客観
的な評価にもつながるだろうと思いま
す。
　齊藤　ウェアラブルデバイスを用い
ていろいろなことがわかるのですか。
　岸本　今、我々が一番力を入れてい
るのがうつ病の患者さんを対象にした
研究です。リストバンド型のウェアラ
ブルデバイスを１週間程度つけていた

みが遅いのでしょうか。
　岸本　日本でのエビデンスは私ども
が手がけた幾つかの研究があります。
例えば認知機能検査は遠隔でやっても、
対面でやっても、ほとんど同様に行え
る。患者さんの点数は遠隔も対面もほ
とんど同じだったという報告をさせて
いただきました。日本において技術的
に遠隔が使えないということはおそら
くないですし、臨床のエビデンス上も
そういうことはないと思いますが、実
際、普及のぐあいは海外の状況に比べ
るとだいぶ後れを取ってしまっている
印象を持っています。
　齊藤　患者さんのための医療という
意味で遅れているのはよくないでしょ
うが、何となく社会的に慎重な認識が
あるということなのでしょうか。
　岸本　多分いろいろな要素があると
思います。オンライン診療を準備して
診療を行うのはたいへんですが、診療
報酬が対面と同じではないので、わざ
わざ遠隔診療を行っても収入にならな
いというのはよく聞く悩みの一つです。
もう一つは、医院でどのようにスター
トすればいいのかわからないとか、ソ
フトウェアやインターネット回線がき
ちんと整備できていないということを
おっしゃる医師も少なくないです。
　齊藤　先生は対面診療と遠隔診療を
無作為化比較試験（RCT）で比較して
いるのですか。
　岸本　日本医療研究開発機構

（AMED）から支援いただき、私ども慶
應義塾大学を含む17施設、大学病院が
我々を含めて５施設、それ以外は精神
科の病院あるいは診療所の医師に協力、
および全国200人の患者さんに参加し
ていただくRCTを行っています。対面
診療とオンライン診療を比較して、オ
ンライン診療が対面診療に比較して劣
っていないことを証明する非劣性試験
が、2021年４月から始まりました。う
つ病、不安症、強迫症の患者さんで、
いずれも新型コロナウイルス感染拡大
の中で、新規の患者さんが増加したり、
状態の悪化が指摘されている疾患の患
者さんです。
　齊藤　遠隔診療の強みとして、家か
ら出られない患者さんに対しても、一
つの可能性として使えるということで
しょうか。
　岸本　精神疾患のために、あるいは
そのほかの理由のために自宅から出る
ことに非常に強い困難を感じる患者さ
んは少なくなくて、結果的にひきこも
りの状態になっている方はかなりたく
さんいます。今までそういう方になか
なか治療が届けられなかったのが、こ
のコロナ禍の時限的措置のもとでやり
やすくなって、その方々に治療が届け
られています。その方々の状態が本当
によくなるのを実際に経験し、非常に
力強い一つの診療手段だと感じていま
す。
　齊藤　今、遠隔診療は対面診療に比
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べて保険での評価が低いにもかかわら
ず、一生懸命多くの医師が患者さんの
ため、日本の医療のためにやっている
ことが評価されて、さらに日本で広が
っていくことが期待されるのですね。
　岸本　そうですね。我々が今構築し
ようとしているエビデンスも、うまく
そこにかみ合って推進につながるとい
いと思っています。
　齊藤　もう一つモニタリングなどを
使って患者さんの評価をすることもあ
るとうかがっていますが、例えば精神
科診療の問診のようなことをやってい
くのでしょうか。
　岸本　精神科領域において患者さん
の状態の把握が非常に難しいところが
あります。私どもは基本的には患者さ
んとお話をしながら、どんな症状がど
のくらい強いのかを評価していきます
が、医師の判断基準が少しずつ違った
り、客観的な評価が非常に難しいとい
う問題があります。近年の情報通信技
術の発展とともに私たちの生活の様子
がデジタルで収集できるようになって
きたことを背景に、そういったデジタ
ル情報をうまく使えないかという試み
を行っています。
　齊藤　まずは話をしたときの状況を
把握していくのでしょうか。
　岸本　そうですね。一つは自然言語
処理といいますが、自然言語、すなわ
ち我々人間が普通に話す言語を機械が
処理する技術を使って、患者さんが話

している言葉のデータをそのままコン
ピューターに解析させて、例えば認知
症のリスクや、うつ病の患者さんの話
し方の特徴などについて研究を行って
います。
　齊藤　かなりの正確性を持って診断
できるのでしょうか。
　岸本　まだ限られた数の対象者での
検討しか行っていませんので、確実と
はいえませんが、８～９割ぐらいの精
度で認知症の患者さんを当てることが
できています。
　齊藤　客観的にわかってくるのです
ね。
　岸本　本当の意味で客観的になるた
めにはかなりのデータ量を集めていく
必要があると思いますが、役立てられ
る場面はたくさんあると思います。例
えば認知症の診断に際して30点満点の
簡単な認知機能のテストをした場合、
何回もやっていると、だんだん覚えて
しまいテストの意味がなくなってしま
うことが起こります。それを新しいデ
ータを使いながら判断できるようにな
ると非常に大きいと思いますし、客観
的な評価にもつながるだろうと思いま
す。
　齊藤　ウェアラブルデバイスを用い
ていろいろなことがわかるのですか。
　岸本　今、我々が一番力を入れてい
るのがうつ病の患者さんを対象にした
研究です。リストバンド型のウェアラ
ブルデバイスを１週間程度つけていた

みが遅いのでしょうか。
　岸本　日本でのエビデンスは私ども
が手がけた幾つかの研究があります。
例えば認知機能検査は遠隔でやっても、
対面でやっても、ほとんど同様に行え
る。患者さんの点数は遠隔も対面もほ
とんど同じだったという報告をさせて
いただきました。日本において技術的
に遠隔が使えないということはおそら
くないですし、臨床のエビデンス上も
そういうことはないと思いますが、実
際、普及のぐあいは海外の状況に比べ
るとだいぶ後れを取ってしまっている
印象を持っています。
　齊藤　患者さんのための医療という
意味で遅れているのはよくないでしょ
うが、何となく社会的に慎重な認識が
あるということなのでしょうか。
　岸本　多分いろいろな要素があると
思います。オンライン診療を準備して
診療を行うのはたいへんですが、診療
報酬が対面と同じではないので、わざ
わざ遠隔診療を行っても収入にならな
いというのはよく聞く悩みの一つです。
もう一つは、医院でどのようにスター
トすればいいのかわからないとか、ソ
フトウェアやインターネット回線がき
ちんと整備できていないということを
おっしゃる医師も少なくないです。
　齊藤　先生は対面診療と遠隔診療を
無作為化比較試験（RCT）で比較して
いるのですか。
　岸本　 日 本 医 療 研 究 開 発 機構

（AMED）から支援いただき、私ども慶
應義塾大学を含む17施設、大学病院が
我々を含めて５施設、それ以外は精神
科の病院あるいは診療所の医師に協力、
および全国200人の患者さんに参加し
ていただくRCTを行っています。対面
診療とオンライン診療を比較して、オ
ンライン診療が対面診療に比較して劣
っていないことを証明する非劣性試験
が、2021年４月から始まりました。う
つ病、不安症、強迫症の患者さんで、
いずれも新型コロナウイルス感染拡大
の中で、新規の患者さんが増加したり、
状態の悪化が指摘されている疾患の患
者さんです。
　齊藤　遠隔診療の強みとして、家か
ら出られない患者さんに対しても、一
つの可能性として使えるということで
しょうか。
　岸本　精神疾患のために、あるいは
そのほかの理由のために自宅から出る
ことに非常に強い困難を感じる患者さ
んは少なくなくて、結果的にひきこも
りの状態になっている方はかなりたく
さんいます。今までそういう方になか
なか治療が届けられなかったのが、こ
のコロナ禍の時限的措置のもとでやり
やすくなって、その方々に治療が届け
られています。その方々の状態が本当
によくなるのを実際に経験し、非常に
力強い一つの診療手段だと感じていま
す。
　齊藤　今、遠隔診療は対面診療に比
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だいて、そのときの睡眠、日中のアク
ティビティ、あるいはウェアラブルデ
バイスから取得できる皮膚温や心拍数
といったデータの機械学習を行って、
うつ病のリスクが高い人とそうではな
い人をスクリーニングできるような技
術も開発しています。
　齊藤　そうなりますと、一種のバイ
オマーカーですね。
　岸本　そうですね。こういうデジタ
ルで表現される生活の様子をデジタル
フェノタイプと呼びますが、それを通
じて得られる特徴量が、ある意味診断
だったり重症度の評価に使われるよう
になるといいと思っています。
　齊藤　経過をそれで見ることも可能
になるのでしょうか。
　岸本　はい。精神科では患者さんの
状態あるいは重症度を把握するのには、
インタビューをして患者さんの状態を

点数化します。それに非常に手間がか
かる。時間もたいへんかかりますので、
そういうものを簡便に可視化できれば、
非常に有用だと思っています。
　齊藤　そういった技術と遠隔医療を
うまく組み合わせて、より安心な医療
ができるということになるのでしょう
か。
　岸本　オンライン診療はそういった
患者さんの遠隔のモニタリングにも、
非常に相性のよいプラットフォームに
なり得ると思います。オンライン診療
がうまく使われるようになって、かつ
今までなかなか定量が難しかった患者
さんの状態も併せて見ることができる
ようになると、精神科の診断の精度で
あったり、診療の質が上がっていくこ
とが期待されるのではないかと考えて
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（Ⅴ）

患者・家族の視点から

　齊藤　オンライン診療についての患
者さん、あるいは家族の視点からとい
うことでお話しいただきます。
　先生はJaMITACというところで、ど
のような活動をされているのでしょう
か。
　黒岩　私どもJaMITACは、医師と
患者・家族・地域をつなぐ懸け橋とし
て、22年前から〔医療者・患者・家族・  
地域の〈納得と安心と信頼〉が通い合
う“ありがとう”が行き交う医療®を
みんなで創る〕という理念のもと、医
師の生涯学習の場を支援することを使
命として活動しています。
　患者・家族・地域から医師へ求めら
れている「人間力」「総合的医療面接力」
そして今の「オンライン医療コミュニ
ケーション力」を養成する「JaMITAC
式総合的医療面接訓練７つの力」とい
う双方向対話型のシミュレーショント
レーニングプログラムを開発して、オ
ンラインと対面で提供しています。「７
つの力」とは、①関係構築力、②信頼
構築力、③情報収集力、④臨床推論力、

⑤共働決定力、⑥感情推察力、⑦行動
変容力です。
　齊藤　とても重要なポイントですね。
先生はオンライン診療と関わりを持っ
ているのですね。
　黒岩　はい。そういう活動の中で、
2020年の８月からはプライマリ・ケア
連合学会の『オンライン診療を、質の
高い第４の診療形態として、医療者・
患者・家族・地域の視点から育成する
プロジェクト』に協力しています。そ
して、2021年６月からは『オンライン
診療診断学ことはじめ』という次のス
テージへ入りました。
　齊藤　このような活動をされてきて、
オンライン診療についての問題点など
はあるのでしょうか。
　黒岩　必要だと思われる施策的なこ
とが５点あります。１つ目は、オンラ
イン診療を導入することによって医療
機関の経営がひっ迫しないような施策。
２つ目は、オンラインでも医師が自信
を持って診察できるような様々な遠隔
モニタリングシステムやモバイルデバ
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一般社団法人日本医療面接訓練評価センター（JaMITAC：
Japan Medical Interview Training and Accessment Center）代表理事

黒　岩　かをる
（聞き手　齊藤郁夫）
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