遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

オンライン診療の有用性評価
日本遠隔医療協会特任上席研究員

長谷川
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高
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齊藤郁夫）

の治療を継続してもらうために皆さん、
努力されてきたのですか。

齊藤 在宅勤務がすごく増えて会社
に来なくなっている。そうすると、企

長谷川 それが大きいと思います。
また、今までなかなかきっかけがなか
ったプライマリーケア医が多かったと
思うのです。大学や研究機関なら手を
出せたとしても、普通の診療をやりな
がら新しいことを行うのは、よほど容

業内診療所に社員の患者さんが来ない
ということで、企業内診療所も実診療
からオンライン診療に変えて、患者さ
んに治療を継続してもらうという動き
が出ているように聞いています。
長谷川 非常にたいへんな状況下で

齊藤 オンライン診療の有用性を示
すという意味で、長い苦難の歴史があ

ティブで調べました。それで、「ああ、
同じじゃないか」と。まずこれが、一

易な手段ができない限り苦しいのだろ
うなと。けれども、2020年、プライマ
リーケア医から、この分野に入ってこ

すが、そういうときの改善手段になっ
たということは素晴らしいと思います。
何しろテレワークというのは本当に健

ると聞いています。いかがでしょうか。
長谷川 私がこの分野に手をつけた
のは1990年代半ばなのですが、本当に
評価されていませんでした。あるいは、
本当にそんなことをやっていいのか、

つうれしい試みでした。ただ、レトロ
スペクティブでは広いデータは出たの
ですが、いろいろな要素が出てきて、
前向き研究がうまくいきませんでした。
結局、オンライン診療に活きるような

なければならないという、かなりの意
欲を感じました。
齊藤 実際に診療していて、患者さ
んが来なくなってしまうことを感じて
いたと思います。ただ、来ない人のデ

康に悪いと思ったことがありますから。
齊藤 会社に行く日は6,000歩歩くけ
れども、在宅だと500歩という人が多
いですね。その間に体重が２〜３㎏増
えている人がいます。

悪いことをやっているのではないか、
から始まりました。先進的なことをな

かたちで、いいエビデンスを出せない
まま今に至っています。

ータは取れないと思うのですが、会社
健診などのデータを見ていると、これ

長谷川 筋肉も落ちているのではな
いかなとか。

さる皆さんからは少しずつ評価されて
いったのですが、実際10年ぐらい前ま
では、まだ低く見られることをかなり
言われていました。この５〜６年、急
に変わったという印象を持っています。
齊藤 皆さんが疑いの目で見たとい

齊藤 オンライン診療と実診療を１
対１で比較するという試みは困難だっ
たということですが、2020年から新型
コロナウイルスがはやって、オンライ
ン診療の明確な優越性というのが出ま
したね。その辺はどうですか。

まで高血圧治療をしていた人がコロナ
禍で医師のところに行かなくなって、
薬をやめてしまった。すると血圧が高
くなる、血糖が悪くなるので、治療継
続をしてほしいと思うのです。臨床医
がオンライン診療をして、そういった

齊藤 それから、これまでのシリー
ズで、実診療とオンライン診療のハイ
ブリッドにしている先生が多いように
思ったのですが、いかがでしょうか。
長谷川 だんだんハイブリッドにし
てうまく活用して、なじんでくだされ

うことですが、有用性を示すための試
みがされてきたのでしょうか。

長谷川 まず一つには、慢性疾患の
治療をきちんと続けるために、かなり

人たちをしっかりキープして診ていた
だくのは重要なことですね。

ばと思います。オンライン主体はなか
なかあり得ないし、かといって対面主

長谷川 最初のうちは有用性という
よりも、そもそも臨床的評価というも
のがよくわかりませんでした。エポッ
クメイキングだったのは2010年ぐらい

大勢のプライマリーケア医がオンライ
ン診療の世界に入ってきました。これ
が多分10倍以上の数で、一気に増えま
した。

長谷川 その話は、僕らから見ても、
ああ、そういう視点があったかと。つ
まり、いったん途切れてしまった方が
また治療を再開すると、そこで経過が

体だといつまでたっても今の状況を改
善できないと思います。だんだん慣れ
ていただくといいような気がします。
齊藤 オンライン診療は手間もかか

に、がんのターミナルと脳血管障害の
後遺症の患者さんの有害事象発生率を
在宅医療と２群に分けてレトロスペク

齊藤 患者さんにとっても、あるい
は臨床医にとっても、感染がないとい
う絶対的なメリットですね。慢性疾患

改善される。これは僕らから見ると、
昔から取りたかったエビデンスそのも
のに近いところがあるのです。

るけれども、費用面では低く見積もら
れていますね。
長谷川 そうなのです。本当は生活
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の中に医療を届けているのだから、往
診とか訪問診療と同じぐらいの手間が
かかっているようなものだと考えたい

療継続ではメリットがあるわけですが、
レセプトベースでデータを取るという
こともあると思います。今後の計画は

と思うのです。それにもかかわらず評
価が低いのはちょっと苦しいと思って
います。

どうなのでしょうか。
長谷川 2018年からオンライン診療
料が保険収載されたので、まだデータ

齊藤 逆境にありながら、今オンラ
イン診療をやっている医師は、クオリ
ティが上がると、患者さんのためをす
ごく意識して、とにかく今はやって、
これから認められることを目指したい

が少ないのですが、もう少し待つとデ
ータがそろい出して、レセプトを用い
た研究のいいタイミングになると思っ
ています。
齊藤 治療継続の研究は、医療機関

という気持ちの医師がすごく多いと感
じています。どういった方向性で力を

ベースですと、しっかりした患者さん
が多いクリニックでは継続率がよくな

結集していくことになるでしょうか。
長谷川 声を拾い上げられる仕組み、
仕掛けがまだまだ少ないと思うのです。
それは多分いろいろな面があるのでし
ょうけれども、声を出す場、あるいは

ってしまい、ほとんど中断が見られな
いと思うのです。そうなると、大きな
データベースを見ていくのがいいよう
に思いますが。
長谷川 本当にバイアスのないデー

どのような声を上げればいいのか、こ
の２つをうまく作り上げて拾わなけれ
ばいけないと思っています。

タが欲しいですね。遠隔医療の研究者
も、そういった研究方法までまだ至っ
ていないので、早くそういった方法を

齊藤 先生が診ている患者さんの声
もありますね。
長谷川 以前から私たちもトライア
ルをやっているとき、笑顔が増えたと

うまく使いこなせるようにならなけれ
ばいけないと思っています。
齊藤 データが見えることによって
広く認められて合理的な評価をされて

か、これだけ笑顔で医師と話せるとか、 いくことが期待されるということでし
一度始めてなじんだ方はやめたがらな
ょうか。
いとはよくいわれています。
長谷川 そういうことですね。
齊藤 オンライン診療で、例えば治
齊藤 ありがとうございました。
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中村 南学先生、2020年の11月30日
から始まりましたこの「遠隔医療・オ

する何か上手な問診をしていくのか、
いかがでしょうか。

ンライン診療の現状と課題」というシ
リーズについて、最後のまとめをいた
だければありがたいと思っています。
私どもからうかがっていて、政府は積
極的だけれども、医師会が慎重かなと

南学 たいへん重要なご指摘です。
最近、日本医学会連合からオンライン
診療の初診における、こういった症状
は対面診療でしたほうがいいという指
針を出させていただきました。先生が

いう印象を持ったのですが、いかがで
しょうか。

おっしゃるように、現在の技術でオン
ライン診療でできることには限界があ

南学 遠隔診療というのは、かかり
つけ医と一緒に新しい家庭での医療の
場を築くものであって、決して医師会
も反対をしているわけではないと理解
しています。ぜひ医師会と協力しなが
ら新しい遠隔診療を進めていきたいと

ります。画面越しでの画像データと音
声による問診等でしか診療ができない
ので、それで診断がつく疾患はほとん
どないというのが我々の考えです。一
方、先生がご指摘になったように、在
宅からアクセスできるという利便性は

考えています。
中村 確かに遠隔地やコロナ禍にお

非常に大きいので、医師側も患者さん
側も、その限界を理解したうえでこの

いては、患者さんにとって極めて便利
ないい方法だと思いますが、初診の場
合をどうしたらいいのかと感じていま
す。特に視診や聴診はある程度機械を

利便性を活用するのが現時点での正し
いあり方と思います。
一方、将来的には先生が今おっしゃ
ったようなバイオセンサーが非常に重

通してわかりますが、触診をどうする
のか。その辺がちょっとわからない。
何かデバイスを作るのか、触診に相当

要になってくると思っています。例え
ば、最近ですと、タイから出た論文で、
汗の中のクレアチニンを経時的に測定
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