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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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

総括
東京大学腎臓・内分泌内科教授
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正
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中村治雄）

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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することによって屋外で働いている肉
体労働者の熱中症を早期に感知し、こ
れが上がってきたら「あなたはもうす

回のコロナ禍をきっかけに遠隔診療を
進めることから、そういった制限を取
っ払った。あるいは、保険点数を大幅

結局、対面診療を病院としてやらざる
を得ない状況に追い込まれていて、そ
の結果としてオンライン診療がなかな

によって医師はオンライン診療ができ
るようになっています。ただ、それを
やるうえでも当然様々な医療情報シス

ぐ熱中症になるから休みなさい」みた
いな、そういうシステムも開発されて
います。遠隔で取る場合はごく微量の

に変えて遠隔診療を進めました。現在
ではアメリカは90％の医師が何らかの
かたちでの遠隔診療をやっています。

か適正に進められないような状況にな
っています。
中村 医療側にとっては新しいデバ

テムに関するセキュリティの担保など
が要求されます。
中村 かつて私が防衛医科大学校に

サンプルで、非侵襲的にいろいろなも
のをモニターしなければいけない。こ
ういった技術が医工連携でたいへん進
んでいるので、将来的にはものすごく
飛躍していくフィールドだと期待して

日本は現在、大幅に遅れていますので、
政府もぜひ支援、後押しをしていただ
きたいと考えています。
中村 幸いに日本では、県ごとのラ
イセンスが違うということはなかった

イスを入れるとなると、もう少し収入
が上がってくれないと、困るわけです
ね。
南学 当然オンライン診療を導入す
るうえで様々な設備投資も必要になり

いた頃、災害医療が問題になりました。
例えば戦争で弾に当たって倒れた、戦
場で何か治療をするといったとき、あ
る程度は遠隔医療になるという話が出
たことがありました。

います。
中村 そうしますと、一施設だけの

ですから、むしろ日本全土でできるの
ですね。

ます。これは以前、今回のシリーズを
企画してくださった黒木先生とお話し

南学 国連がアジア地域における災
害に関するまとめを2019年に出してい

問題ではなくて、例えば検査室との連
携とか、そういったことも必要になる
のですね。
南学 これはいわゆる情報管理の観
点からは医療情報の専門家の多大な関

南学 日本は県による違いはないの
ですが、実は保険点数の問題があって、
大病院、大学病院等で現実的にオンラ
イン診療をやると、経済的に大幅に苦
しくなるという縛りがかかっていて、

したのですが、現時点では開業されて
いる医師しかオンライン診療をやって
いない。それは、彼らは経営権を持っ
ていて、必要だと思ったら自分の責任
でそれができる。一方、大きな病院に

るのですが、そこにも様々な災害時に
遠隔で医療を行うことは非常に重要だ
ということが記載されています。
中村 これは医師側にとってもこれ
から勉強していかなければいけない問

与が必要ですし、センサーの観点から
は工学系の専門家の関与が必要です。
分野横断的に、従来の医療のみではな

なかなかこれまで大病院は参入できま
せんでした。ただ、我々もこれは必ず
将来的にやらなければいけないことだ

なると、経営陣が別にいて、対面診療
より赤字になることはやらせてくれな
い。だから今までクリニックの医師し

題ですね。
南学 これは対面診療と対立するも
のでも、それに取って代わるものでも

く、様々な専門家と共同しながら進め
ていくフィールドになると思います。
中村 これは確かに将来の課題にも
なっていくのですね。

と、今後、オンライン診療を東京大学
医学部附属病院でもやることにして、
現在、準備を進めています。
中村 たいへんいいことですね。点

かオンライン診療をやっていなかった
という日本独特の構図ができています。
中村 これは標榜できるのですか。
南学 公示はできるはずです。そう

なく、非常に新しい形態の医療です。
我々も勉強して新しい道を、ほかの医
師、そして患者さんとともに切り開い
ていくかたちになると思っています。

南学 一方、海外では、やはり課題
はあるにせよ、今後のことも考えて大
幅に推し進めなければいけないという
ことで、政府が促進するための様々な
方策を取っています。例えばアメリカ
では、従来は州ごとに医師免許が違っ
ていて、例えばワシントン州だとオレ
ゴン州の診療ができなかったのが、今

数が低いのですか。
南学 オンライン診療のほうが圧倒
的に安いのです。
中村 それも患者さんにとっては随
分メリットになるのでしょうか。
南学 患者さんにとってはある意味
メリットになるとは思いますが、どの
病院も経営的に非常に苦しいですから、

いったかたちで患者さんに情報提供し
ないと、そもそも患者さんが受診でき
ません。
中村 そうなると、その資格という
か、ある程度医療側を審査することも
必要でしょうか。
南学 現時点では厚生労働省が出し
ている教育のプロセスを学習すること

中村 南学先生は大学におられます
が、これは教育のカリキュラムの中に
も入っていくものですね。
南学 将来的にはカリキュラムに入
れていかなければいけない、重要性の
高いものだと思っています。
中村 何時間ぐらい取れるでしょう
か。ほかのものでいっぱいになってい
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イスを入れるとなると、もう少し収入
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ますから。
南学 おっしゃるとおり、ほかのも
のもパンパンなので、それは兼ね合い

与するものですので、ぜひこれは患者
さん、そのほかの分野の専門家ととも
に、政府の適正なご指導のもとで推進

になると思います。
中村 ぜひいい方向へ動いていただ
きたいと思っています。シリーズ全26

していきたいと思っています。先生に
もぜひよろしくご指導のほどお願い申
し上げます。

回について、最後におまとめをいただ
きたいと思います。
南学 それぞれの先生方から非常に
有益なお話をいただきました。この遠
隔医療、今後、全く新しいかたちの利

中村 ありがとうございました。い
ずれにせよ、一つの規制改革の一環に
もなるのでしょうから、ぜひ政府もそ
の辺をオープンにして、よりよい医療
で多くの医療者、国民にメリットが出

便性の高い医療として、患者さんの予
後、そして生活の質の向上に大きく寄

るようになってほしいと思います。あ
りがとうございました。
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