
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図説・日本の遠隔医療 

2013 

 

 

 
2013 年 10 月 

 
一般社団法人 日本遠隔医療学会 



目 次 

1. はじめに ............................................................................................................ 1 

原 量宏 日本遠隔医療学会 会長 

2. 遠隔医療とは .................................................................................................... 2 

東福寺 幾夫 高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科 

3. 遠隔医療の社会的背景 ...................................................................................... 4 

森田 浩之 岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学 

4. 遠隔医療の実施例 ............................................................................................. 8 

4.1 遠隔放射線画像診断 ................................................................................... 9 

長谷川 高志 群馬大学医学部附属病院 

4.2 遠隔病理診断 ............................................................................................ 11 

土橋 康成 ルイ・パストゥール医学研究センター 

4.3 生体モニタリング ..................................................................................... 12 

本間 聡起 杏林大学医学部総合医療学 

4.4 遠隔妊婦健診 身近な地域での妊婦健診と在宅妊婦診療の実現 .............. 14 

小笠原 敏浩 岩手県立大船渡病院産婦人科 

4.5 在宅医療と遠隔診療 ................................................................................. 19 

長谷川 高志 群馬大学医学部附属病院 

4.6 遠隔看護 ................................................................................................... 21 

亀井 智子 聖路加看護大学 

4.7 眼科の遠隔医療......................................................................................... 23 

吉田 晃敏 旭川医科大学 

4.8 見守りサービス......................................................................................... 25 

長谷川 高志 群馬大学医学部附属病院 

4.9 ICT を活用した地域住民の健康づくり .................................................... 27 

新田 幸恵 福島県 西会津町役場 健康福祉課 

4.10 重粒子線がん治療連携 ........................................................................... 29 

鳥飼 幸太 群馬大学 

4.11 地域医療連携 .......................................................................................... 30 

本多 正幸 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

4.12 救急救命と遠隔医療－モバイルテレメディシンシステム－ ................. 33 

高橋 毅 国立病院機構熊本医療センター 

4.13 遠隔医療と国際医療協力........................................................................ 35 

中島 直樹、清水 周次 九州大学病院アジア遠隔医療開発センター 

5. 遠隔医療の課題と展望 .................................................................................... 37 

長谷川 高志 群馬大学医学部附属病院 

6. ガイドライン .................................................................................................. 39 

長谷川 高志 群馬大学医学部附属病院 



1 

1. はじめに 

原 量宏 

日本遠隔医療学会 会長 

 

2011年3月の東日本大震災により東北地方の

沿岸部は壊滅的な打撃を受け、医療従事者の死

亡、医療施設の損壊、診療記録の破損、流出な

ど甚大な影響を受けたことを契機として、政府

の方針は遠隔医療、電子カルテネットワークの

推進に大幅に転換されました。 

特に、従来より岩手県において稼働していた、

周産期電子カルテネットワーク、電子母子手帳

「いーはとーぶ」が、震災で被害を受けた太平洋

沿岸部の妊婦管理に奇跡的に威力を発揮し、

データセンター型（クラウド型）の医療 IT ネッ

トワークの重要性が再確認されたことは、今後

の遠隔医療の普及にとって歴史的な意義あるこ

とと思います。 

 

現在、政府は、どこでもMY病院（EHR/PHR）

とシームレスな地域連携医療（電子カルテネッ

トワーク）の構想を掲げ、遠隔医療、在宅医療

／介護、救急医療、予防医療への展開を強力に

推進しています。さらに震災地域においては、

被災地域の医療復興をめざし、遠隔医療の導入

が進められています。 

遠隔医療を推進する上で、個人の厳密な認証

が不可欠ですが、個人を電子的に認証するため

の共通番号制度、「マイナンバー」に関しても、

2013 年 5 月に国会で成立し、今後、医学領域、

特に遠隔医療、電子カルテネットワークへの導

入が期待されています。 

 

この様な社会的背景のもと、これまで、経済

産業省、総務省、厚生労働省をはじめ、各省庁

による研究開発費により、全国各地において、

IT ネットワークを用いた遠隔画像診断支援、遠

隔妊婦健診、救急医療、在宅医療、見守りサー

ビスなど、様々な取り組みが行われてきました。 

特に、2009 年から厚生労働省による地域医療

再生基金（合計約 4500 億円）が全国自治体に

配分され、その一割が医療 IT ネットワークに

利用される計画とされ、今後全国に医療 IT ネッ

トワークが構築されていく予定です。 

 

日本遠隔医療学会では、遠隔医療の普及活動

を強力に推進してまいりました。その一つとし

て、公的スキームによる臨床研究「厚生労働省

科学研究補助金事業」での遠隔医療研究を全面

的に支援して参りました。その結果、遠隔医療

を推進する厚生労働省通知の発行につながりま

した。これと併せて遠隔診療の臨床ガイドライ

ンを学会として発表いたしました。また総務省

の地域通信振興および遠隔医療推進活動の支援

として、「遠隔医療のモデル参考書」の作成に深

く協力いたしました。日本医師会の「医の倫理」

にも遠隔医療に関する倫理の指針を示して、遠

隔医療のあり方への道しるべを示しました。こ

れらは本学会を始め、各省・団体のホームペー

ジで各々ご覧いただけます。 

 

この様に、最近日本の遠隔医療は全国各地で

急速に発展普及している段階ですが、その全体

像は十分把握されていない状況です。そのため

もあり、日本の遠隔医療に関する問い合わせが、

国内はもとより、海外からも、日本遠隔医療学

会事務局に多数届いています。 

そこで、今回高松開催される第 18 回国際遠

隔医療学会にあわせて、日本の遠隔医療の背景、

現状、課題、将来展望等を、一般の方々にもわ

かり易く説明した英文の資料をまとめることに

なりました。これを機会に、日本の遠隔医療、

在宅医療、みまもり等の素晴らしい IT システ

ムを世界に発信したいと考えています。 
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2. 遠隔医療とは 

東福寺 幾夫 

高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科 

 

1．遠隔医療の定義 

わが国では、1970 年代から遠隔医療の取組み

は始まったが、1990 年代に本格化し、1996 年

には、厚生労働省に遠隔医療研究班（班長：開

原成允・東京大学教授（当時））が組織された。

当時は画像伝送を中心とした取組みが多かった

ことから、研究班では「遠隔医療とは、映像を

含む患者情報の伝送に基づいて遠隔地から診断、

指示などの医療行為及び医療に関連した行為を

行うこと。」と定義した 1）。 

その後、2005 年には日本遠隔医療学会が発足

し、上記定義の見直しが行われた。その結果、

日本遠隔医療学会は 2006 年 7 月に「遠隔医療

（Telemedince and Telecare）とは、通信技術を

活用した健康増進、医療、介護に資する行為を

いう。」と再定義した 2）。さらに、2011 年 3 月

に公表した「在宅患者への遠隔診療実施指針」

（2011 年度版）では、「通信技術を活用して離れ

た2地点間で行われる医療活動全体を意味する。」

とした 3）。 

また、海外では米国遠隔医療学会 ATA

（ American Telemedicine Association ）が

“Telemedicine is the use of medical 

information exchanged from one site to 

another via electronic communications to 

improve patients' health status.”「遠隔医療と

は、患者の健康状態を改善するために電気通信

により伝送された医療情報を利用すること。」と

している 4）。 

 

2．用語の定義 

本章では、以下のように用語を幅広く定義する。 

（1）医療 

「医療」とは、疾病から回復のための診断、治

療、看護等の医療に関わる行為、健康増進のため

の保健指導、栄養指導、運動指導等の行為、生活

の質を高めるための介護等の行為の総称である。 

（2）患者 

上記「医療」に関わるサービス提供を受ける

立場のひとの総称である。遠隔医療のサービス

を受ける場合には、自宅など医療従事者とは別

の場所にいることが前提となる。 

このように、「遠隔医療」をより広義に捉えよう

としているが、医療、保健、介護への応用と運

用に当っては、その運用の枠組みを定義する法

律が異なるので、充分注意する必要がある。 

（3）医療従事者 

上記「患者」に対する「医療」に関わるサー

ビスを提供する立場のひと。医療従事者は大き

く分けて、直接的に「患者」にサービスを提供

する「主治医」と「主治医」を専門的知識や経

験で支援する立場の「専門医」とに分けられる。 

 

3．遠隔医療のタイプ分け 

遠隔医療は、図 2-1 に示すように、大きく 2

つのタイプに分けられる。 

（1）患者に対して実施される遠隔医療 

「患者」に対して、「主治医」から「医療」を

提供する遠隔医療である。患者は、自宅等にお

り、遠隔地の医療施設等にいる主治医とテレビ

電話等で対話を行う。併せて、伝送された患者

の心身の状態をもとに主治医が判断し、患者の

療養を支援するものである。このタイプの遠隔

医療を遠隔診療“Telecare”ということもある。

また、看護師が主体となって在宅の療養者に対

して実施される遠隔看護“Telenursing”もこの

タイプの事例のひとつである。 

（2）医療従事者間で行われる遠隔医療 

主として、「主治医」と「専門医」の間で実

施される遠隔医療であり、「狭義の遠隔医療」と

も言われる。「主治医」に対して、専門知識や経

験を元に、高度で専門的な診断の委託や治療方

針のコンサルテーションなどが行われている。

CTやMRI 画像の読影等を遠隔地から実施する
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遠隔画像診断“Teleradiology”や患者から採取

した組織や細胞の標本について病理学的診断を

行う遠隔病理診断“Telepathology”などはその

代表事例である。 

また、高度な専門知識に関わる遠隔教育や、

症例について専門的立場から知識・経験を持ち

寄り討議する遠隔カンファレンスもこれに含ま

れる。本書では各タイプの遠隔医療について、

事例を交えながら概説する。 

 

図 2-1 遠隔医療の 2つのタイプ 

 

参考文献 

1） 

http://square.umin.ac.jp/~enkaku/96/Enkaku-RepSo

ukatu-nof.html#A-2 

2）http://jtta.umin.jp/frame/j_01.html 

 

3）http://jtta.umin.jp/pdf/14/indicator01.pdf 

4） 

http://www.americantelemed.org/learn/what-is-telem

edicine 
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3. 遠隔医療の社会的背景 

森田 浩之 

岐阜大学大学院医学系研究科総合病態内科学 

 

1．日本の少子高齢化 

現代の日本は、世界でも類を見ないペースで

高齢化社会を迎えており、今後もさらに少子高

齢化が進むことが予測されている（図 3-1）1)。 

 

図 3-1 年齢 3区分別人口の年次推移（2010年） 

社会の高齢化は、近年の出生数の減少に加えて、

第 2 次世界大戦後の急速な経済発展によって、上

下水道などの社会資本が整備されて衛生状態が改

善し、国民皆保険制度や健康診断、医療の発達に

よって寿命が順調に延長してきた結果である。 

図 3-2 主な諸外国の平均寿命の年次推移 

平均寿命は 1950 年代以降長期間にわたって

男女とも世界トップクラスであり、2012 年の平

均寿命は女性 86.4 歳で世界 1 位、男性 79.9 歳

で 5 位であった（図 3-2）2)。今後もさらなる平

均寿命の延長が期待されている。そのためにも、

少子化問題への対応が急務である。 

2010 年の年齢階級別の国民 1 人当たりの医

療費（図 3-3）3)は、10 歳代を最低に年代が上

がるごとに上昇している。医療費の多くは高齢

者に向けられていて、さらなる高齢化は医療費

の一層の増加に繋がることが予想される。その

ため、今後は特に高齢者に対して、経済的にも

より効率的な医療が求められ、遠隔医療はこの

点でも貢献できる。 

 

図 3-3 2010年年齢階級別国民 1人当たりの医療費（万円/年） 

 

2．医師不足と偏在 

医師数は、高齢化社会による医療需要の増加

に見合う人数にはなかなか達していないのが現

状である。2009 年に発表された経済協力開発機

構（OECD）ヘルスデータ 2009（図 3-4）4)に

よると、日本の医師数は人口千人当たり 2.1 人

で、OECD 平均 3.1 人を大きく下回っていた。

日米欧の主要 7 ヵ国（G7）で最低であり、OECD

加盟30ヵ国で見ても下から4番目に低かった。

一方、看護師数は人口千人当たり 9.4 人で、

OECD 平均の 9.6 人をやや下回る程度だった。 
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図 3-4 世界の医師数 

医学部入学定員（図 3-5）5)は、1973 年の閣議

決定による無医大県解消構想によって増加し、

1981年から1984年までは8,280人まで増加した

が、1982年と 1997年の閣議決定で、将来医師過

剰を招かないように定員削減が行われ、2003 年

から 2007 年までは 7,625 名になった。その後医

師不足が明らかとなって、2008 年の閣議決定に

よって2008年以降は地域枠などで定員増となり、

2013 年には 9,041 名と 2007 年の定員の 1.19 倍

まで増加した。しかし、医学部 6年、臨床研修 2

年の計8年を経ないと現場で活躍できる医師は出

てこないため、2008 年からの定員増の効果が実

際に表れるのは 2016年からである。 

 

図 3-5 医学部入学定員年次変遷 

2010 年の都道府県別医師数（図 3-6）6)は、

その都道府県の人口、医学部数、設置年数、医

学部定員などに関連して偏在が生まれており、

明らかに西高東低の傾向がみられる。2011 年 3

月 11 日に発生した東日本大震災によって、さら

にこの傾向が強まっている可能性がある。 

 

図 3-6 2010年都道府県別医師数 

2004 年度から必須化された医師臨床研修制度

は、多くのメリットはあったものの、都市部に多

く過疎地に少ないという医師の地域偏在の一因に

もなった。研修医が都市部の臨床研修指定病院に

多く集まったことと、大学病院の研修医の減少に

よって大学病院の若手医師が減少し、地方の病院

への医師派遣機能が低下したことが原因である4)。

2009 年度から定員の見直しが行われ、2011 年 7

月から、医師臨床研修制度においては制度の質を

確保しつつ医師偏在解消に資する制度の見直しに

ついて検討が進められ、2012 年 9 月からは都道

府県が「地域医療支援センター」を活用し、キャ

リア形成支援と一体となって医師確保を推進する

ことで地域偏在解消を図ることになっている7)が、

その解消には時間を要する。 

小児科、麻酔科、眼科、放射線科、救急、病理な

どでは、特定の診療科の医師が不足している地域も

あり、いわゆる診療科の偏在も問題となっている8)。

実際、産婦人科医や外科医は総医師数が増加してい

るのに増加していない（図3-7・3-8）9)。 

 

図 3-7 従事する診療科名が「産婦人科・産科」の医師数の年次推移 
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図 3-8 従事する診療科名が「外科」の医師数の年次推移 

さらに、当直・救急・手術など夜間や長時間

勤務を強いられる病院勤務医を 30～50 歳で辞

め、診療所を開業する医師が増えていることも

病院の医師不足に拍車をかけている（図 3-9、

3-10）9)。また、女性医師の割合が年々増加し

ており、2010 年には 18.9％になっている。出

産育児をする女性医師が働きやすい職場環境が

重要で、画像診断など遠隔医療のいくつかは自

宅でも可能である。 

 

図 3-9 年齢階級別にみた病院に従事する医師数 

及び平均年齢の年次推移 

 

図 3-10 年齢階級別にみた診療所に従事する医師数 

及び平均年齢の年次推移 

3．過疎地と離島 

道路網の整備・発達によって、地域中核病院

までのアクセスは山間地域においても改善しつ

つある。しかし、一般に過疎地ほど高齢化率が高

く、特に豪雪地域では冬季の通院は容易ではない。

また、医師が訪問診療を行うにしても、家が点在

していれば都市部より移動に時間を要する。 

将来的に日本の医師数が充足してきても医師不

足を解消し難いのが離島である。2012 年 4 月時

点での有人離島数は、全国で 418島ある。この中

で離島振興法などの法対象の有人離島は長崎県の

51島を最高に全国で 305島ある（図 3-11）10)。 

図 3-11 全国の都道府県別有人離島数 

離島では、一般に人口減少と高齢化率上昇が

通常の過疎地よりも急速に進行し 11)、医師の確

保が困難になっている。小さい島の場合、医療

施設がなかったり設備が十分でなかったりする

ことが多い。緊急時の患者搬送に必要な船舶の

運航は気象条件に左右されやすく、ヘリコプター

も有視界飛行のため夜間は飛べず、さらに半数

以上の離島ではヘリポートが未整備である 12)。

早めの対応が必要であるが、患者自身による緊

急性の判断は難しいことが多い。 

一方、2012年の時点で、96.1％の離島でブロー

ドバンドが利用可能である 12)。ただ、80％の離

島では光ファイバーが整備されておらず、高速

通信ができない状態にある。総務省では現在そ

の基盤整備事業を行っており、近い将来利用可

能となって遠隔医療を行う際に重要な役割を果

たすと考えられる 12)。また、妊婦の胎児遠隔モ

ニタリングなどは、こうした環境では非常に有

用性が高い。 

 

4．診療機器・通信手段の発達 

近年の IT 機器や通信環境の改善は目覚ましい
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ものがある。数年前までは専用の機器を用いて非

常に苦労した送受信も、現在は無線でも通信速度

が著しく改善され、汎用されているPC、タブレッ

トやスマートフォンなどで手軽にかつ鮮明な動画

をスムーズに送受信できるようになってきている。

今後 3D 動画や 3D モニターなど、より臨場感の

あるものが開発されてゆくだろう。 

在宅患者への遠隔診療では、現在は問診と視診

が中心となっているが、心電図モニタリングのほ

か、電子聴診器での聴診やエコー画像のリアルタ

イム受診も可能となってきている。近い将来、現

在は不可能である打診や触診も、それに代わるこ

とができる持ち運びが可能な通信医療機器が開発

されることによって、対面診療と遠隔診療の質的

な差が縮まり、患者により安心して遠隔診療を受

けてもらえることが期待される。 

 

5．医師の遠隔医療ニーズ 

患者と医師の間だけでなく、医師と医師の間に

も遠隔医療のニーズが多く存在する。大学病院な

どを除くとすべての専門医が揃っている医療施設

は限られている。医師が患者について、その領域

の専門医に確認をしたいというニーズは多々ある。

MRI などの画像の読影を行う遠隔画像診断や、

手術で得られた病理標本を診断する遠隔病理診断

が発達してきたのもこの理由による。 

診察の中で視診が大きな位置を占め、比較的専

門医が少ない眼科や皮膚科では、専門医が近くに

いない地域において遠隔医療による専門医のサ

ポートが有用である。眼科では細隙灯顕微鏡を専

門医の遠隔操作によって患者を診察したり、皮膚

科では、病変部を肉眼より鮮明に拡大表示したり

することも可能となってきている。 

定期的に訪問診療を行っている医師にとっても

遠隔医療のメリットがある。現在は保険診療上、

最低月 2回の訪問進診療が必要であるが、仮に病

状が安定している患者に対して月1回の訪問診療

と月 1回の遠隔診療が認められれば、その分の移

動時間を他の患者の診療に回すことができ、より

多くの患者の在宅診療が可能になる。 

救急医療においても、救急搬送中に心電図モニ

ターや呼吸状態を遠隔で把握することができれば、

必要な処置をより早く救命救急士に指示すること

ができ、受け入れの準備もより的確にできるため、

生命予後の改善も期待できる。 
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4.1 遠隔放射線画像診断 

長谷川 高志 

群馬大学医学部附属病院 

 

1．背景 

遠隔放射線画像診断は、1990年代にMRI, CT

保有施設数の増加に伴い、大きく発展した。放

射線画像診断専門医の人数が約 5000 人、MRI, 

CT がその 2～3 倍の台数存在する。また臓器別

診断が進み、台数対専門医数以上に医師不足が

進んだ。放射線科は、元々MRI や CT がコン

ピュータを重要な構成要素として含んでいるの

で、ネット接続が用意で、遠隔医療に乗り出し

やすかった。また高速通信回線が普及し、コン

ピュータのコストが下がった時期にMRIやCT

の台数が伸び、1990 年代前半から実用的な遠隔

医療が始まった。さらに公的な診療報酬もつい

て、いっそう遠隔医療として発展しやすい状況

が揃っていた。同じ頃にデジタル化された X 線

単純撮影装置（CR）や核医学検査装置（RI, 

SPECT, PET）なども普及して、遠隔放射線画

像診断（以降、テレラジオロジー）は医師不足

の緩和手段として発展した。 

 

2．現状 

（1）情報通信技術と DICOM 

基本的手法は、コンピュータと画像診断機器

（MRI, CT 他）をつなぐこと、依頼側医療機関

と専門医がいる医療機関をコンピュータネット

ワークでつなぐことである。（図 4.1-1） 

 

図 4.1-1 Teleradiology 

1990 年代前半に日本でも DICOM（The 

Digital Imaging and Communications in 

Medicine）の普及の始まりを迎えた。また当時

としての高速通信だった ISDN（Integrated 

Services Digital Network）の普及も進み、テ

レラジオロジーの発展が始まった。テレラジオ

ロジーの初期は、DICOM の普及直前で、モニ

ターのビデオ信号線から患者画像をキャプ

チャーするなどの苦労があったが、DICOM の

普及により大きく改善された。また 1990 年代

後半にブロードバンドインターネットとして、

ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）や

ケーブルテレビの導入が進み、やがて光ファイ

バに移行した。これらにより、画像診断機器と

ネットワークをつなぐことに障害は無くなった。 

（2）運用 

依頼側施設では、放射線技師が画像診断機器で

撮影して、通信用サーバーを介して、専門医に画

像を送る。 PACS （ Picture Archiving and 

Communication System）を介して画像を渡す

ケースが多い。放射線技師が専門医の求める撮影

条件で撮影して、さらに画像や関連情報（検査依

頼書や他検査情報等）を送る。これを受けて専門

医は診断を行い、報告書を作成し、依頼側医療機

関に送る。遠隔医療と、同じ院内での画像診断の

発注と報告の手順に大きな違いは無い。それが遠

隔医療として早期に発展する素地となった。 

（3）診断の質の向上の取り組み 

テレラジオロジーの普及が始まってすぐに、

読影体制に変化が起きた。読影の質を向上する

ために、一人の画像診断医が全ての画像を診断

するよりも、臓器別に専門の医師が診断する、

チーム体制への転換が始まった。（図 4.1-2） 

テレラジオロジーの初期は、診断件数の多さ

と兄弟的安定に注目が集まっていた。しかしな

がらテレラジオロジーの質の保証はさらに重要

なことであり、専門性を活かす診断体制作りは
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重要な潮流となった。また精度管理への関心も

高まった。背景情報となる他検査データ（血液

マーカー等）、その他の診療情報、同じ患者の前

回撮影画像との経過比較、依頼側医療機関の医

師や放射線技師とのコミュニケーションを通じ

た診断の要点の相互理解、撮影条件の整備など、

重要な手法が取り入れられた。また後述の商用

テレラジオロジー事業者でも症例検討会を開く

ことや重要症例を蓄積することなど、様々な取

り組みがなされた。 

 

図 4.1-2 臓器別に専門の診断医を割り当てる。 

 

（4）商用事業者の登場 

テレラジオロジーのサービス提供者も大別し

て二つの形態が登場した。一つは大学病院の放

射線科教室や専門医数が多い大規模病院の放射

線科が行うケースである。もう一つは商用テレ

ラジオロジー事業者によるケースである。特に

放射線科医の独立開業志向と相まって、多くの

商用事業者が登場した。100 施設以上のクライ

アントを持つ大手企業による商用事業者も複数

出現したが、その一方で小規模な事業者も多数

存続している。 

商用異業者の新しい話題として、海外事業者に

診断委託する国際的テレラジオロジーがある。物

価の差などにより、安価な料金で診断業務を提供

しているが、その是非に関する議論も起きている。

本年、国内の商用事業者団体が発足した。 

（5）地域医療連携の動向 

これまで紹介した事例は、依頼者と専門医の

一対一の関係を中心に考えてきた。しかし、専

門医不足の医療機関と専門医療機関の個別関係

ではない側面が注目されてきた。各県で中核的医

療機関（大学病院）が、支援先の複数の病院（県

内遠隔地の中核病院）を支援する広域医療情報シ

ステム、もしくは地域中核病院と患者の入退院の

関係ある多く診療所の間の連携用広域医療情報シ

ステムで、テレラジオロジーも実施する地域が増

えてきた。元々地域内を支援する役割を持つ医療

機関が、放射線画像診断もサービスに取り入れる

動きは、今後も拡大が予想される。有名な事例と

して、長崎県の国立病院機構大村医療センターの

「あじさいネット」などがある。また岩手県など

の遠隔医療先進県では岩手医科大学附属病院や岩

手県立中央病院が沿岸部の複数の病院にテレラジ

オロジーを提供している。 

（6）診療報酬 

テレラジオロジーでは公的診療報酬の請求が

可能である。大規模な病院で行う際の診療報酬

項目と商用事業者を活用する際にも使われる診

療報酬の二種類があり、各医療機関の状況によ

り適切案ものが使われている。 

 

3．課題 

（1）実施施設数 

厚生労働省の全医療機関の統計情報によれば、

2011 年には 2400 以上の医療機関でテレラジオ

ロジーが実施されている。しかし、商用事業者

がこの統計に乗らないこと、のべ患者数（撮影

件数）として計数されていないことなど、実態

は明らかでない。実態を把握して、問題を捉え

る努力が欠かせない。 

（2）質の向上 

診断の質を向上する取り組みは紹介した通り

だが、依頼側と専門医側の一対一の中でしか、

質の向上の活動ができない。第三者評価機関な

ど社会的な質の保証活動が望まれる。 

 

4．まとめ 

テレラジオロジーは最も早期に確立した遠隔

医療である。しかしながら盤石、安泰とは言い

にくい。質の向上等の活動の深化が望まれる。 
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4.2 遠隔病理診断 

土橋 康成 

ルイ・パストゥール医学研究センター 

 

 

 

 

執筆中 
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4.3 生体モニタリング 

本間 聡起 

杏林大学医学部総合医療学 

 

1．生体モニタリングの意義 

遠隔診療の際にコミュニケーションツールと

して、そして視覚的観察（視診）を行うために

テレビ電話が使用される。ただ、対面診察の場

合のような視診だけではなく、五感の全てを屈

指するような診察を遠隔から行うことができな

い。種々の計測器を用いた生体モニタリングは、

遠隔診察において、このような限られた情報で

医療的な判断をしなければならない状況下で、

有用で、定量的かつ客観的な生体情報を提供し

てくれる。 

2．生体モニタリングの種類と活用法 

活用法としては、遠隔診察の際に同時に送ら

れるスポットでの利用法と、患者自身または家

族等が日常的に測定を行い、その経時的なデー

タを診察の時に利用したり監視する、いわゆる

狭義のモニタリング（図 4.3-1、在宅側の左端）

を実施する利用法がある。前者のスポットの利

用や監視目的の場合は、リアルタイムでのデー

タ利用であり、後者の狭義のモニタリングでは、

サーバなどにデータを貯めておくような情報蓄

積型の利用法である。後者の場合は、データは

任意の時間に伝送されれば良いので、通信の安

定性に厳密さを要求されない代わりに、蓄積さ

れたデータに対する個人情報管理について十分

な配慮が必要である。 

 

 

図 4.3-1 生体モニタリングのイメージ 

 

表 4.3-1 各疾患に適応する生体モニタの種類 

（Mは日常的なモニタリング、Sはスポットでの利用が適

応となる疾病） 

 

遠隔診察時、リアルタイムでのスポットの利用

例として、呼吸器・心臓疾患などに便利な遠隔聴

診システム（図 4.3-2）がある。遠隔聴診は、慢

性疾患のフォローアップ目的の他に、遠隔診察中

に新たに生じた症状や症候に対するトリアージを

要求される場合、肺炎や喘息発作の発症などの判

断に有用な情報を提供できる（表 4.3-1）。 

 

 

図 4.3-2 遠隔聴診のテレビ電話画面：患者側と医師側

（右下の子画面）の双方の聴診器で同時に聴取する 

（スリーエムヘルスケア（株）試作品） 

 

情報蓄積型の中長期的モニタリングの活用例

としては、1）家庭血圧の測定による高血圧管

理、（図 4.3-3、日本高血圧学会の家庭血圧測定

ガイドラインに収載、患者自己申告よりもデー

タの客観性が高いことから臨床治験にも応用さ
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図4.3-3 サーバに登録されたモニタリングデータをダ

ウンロードした画面（オムロンヘルスケア（株）のウェ

ルネスリンクから）：上段が血圧、中段が脈拍、下段が

体温の各データの 1か月分 

 

れる）、血糖測定による糖尿病管理など慢性疾患

そのもののコントロールに役立てるもの、2）

慢性疾患の病態の変化を早期に捉え、適切な介

入をするためのモニタリング（喘息の発作、慢

性閉塞性肺疾患の感染増悪の兆候を捉えたり、

腹膜透析管理などに応用する）、3）高齢者の見

守り機能（表 4.3-1 に示す認知症は、その増悪

時にしばしば、活動量の低下や体重減少が認め

られる）、などが挙げられる。特に高齢者では、

各慢性疾患の急性増悪時に典型的な症状（呼

吸・循環器疾患における呼吸困難や肺炎におけ

る発熱など）を呈しないことも多く、歩数計に

よる活動量や体重の変化を経時的に観察するこ

とで、重大な変化に気づく場合がある。 

 

 

図4.3-4 健康モニタリング：左上から時計回転に血圧、

体重、毎月の平均 1日歩数と毎日の歩数 

 

また、IT リテラシーの比較的高い世代が利用

する点で、一般ユーザー向けが先行しているの

が、メタボリック・シンドローム対策としての

健康モニタリング用プログラムである。歩数計、

体重計、血圧計の組み合わせが一般的だが、こ

れらをモニタリングし、その自らの時系列デー

タを閲覧するだけで運動習慣・食事習慣の双方

の生活習慣が改善し、体重減量に成功するケー

スも多い（図 4.3-4）。 

3．生体モニタリングに供用可能なツール 

生体モニタリングを実施するには、先ず何ら

かの通信方式によるデータの出力が可能な生体

センサを用意する。現在、市販されているセン

サのうち、コンティニュア（健康機器の相互接

続や運用を可能にする標準規格を推進している

企業アライアンス）に準拠している（予定も含

む）ものを表 4.3-2 に列挙した。このうち

Bluetooth は 無 線 、 NFC （ Near Field 

Communication）は我が国では、その規格の一

つのフェリカ®が使用されている。 

 

表 4.3-2 市販で供用可能な生体センサ（コンティニュ

ア準拠とその予定のもの、¶は開発試験中） 

 
 

なお、表 4.3-2 の中で、NFC*はウェルネスリ

ンク（http://www.wellnesslink.jp/）、Bluetooth*

は、goo からだログ（http://karada.goo.ne.jp/）

等で、無料のデータ登録サービスの利用が可能

である。 

4．課題：生体モニタリングを始めるにあたって 

上記の市販ツールとは別に、複数のサーバに

分散したデータの統合や、データの個人認証や

記録法などの遠隔診察時の運用面に関するプロ

トコールは、自前で組み立てる必要があり、こ

れらをパッケージ化したサービスの提供が望ま

れる。
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4.4 遠隔妊婦健診 

身近な地域での妊婦健診と在宅妊婦診療の実現 

小笠原 敏浩 

岩手県立大船渡病院産婦人科 

 

1．遠隔妊婦健診とは 

「遠隔医療」とは、映像を含む患者（妊婦）

情報の伝送に基づいて遠隔地から診断、指示な

どの医療行為及び医療に関連した行為を行うこ

と」と定義される。一方で遠隔妊婦健診は妊婦

遠隔医療の 1 つで「遠隔医療の技術を用いて妊

婦健診をおこなうこと」と定義する（表 4.4-1）。 

表 4.4-1 遠隔妊婦健診の定義 

 

本稿では、遠隔妊婦健診の歴史・必要性・仕

組み・取り組みの実例を紹介し、更に妊婦遠隔

医療の展望について解説する。 

 

2．遠隔妊婦健診の歴史 

日本初の遠隔妊婦健診は、1998 年 11 月に小

笠原・名取らにより岩手県久慈地域で試みられ

た 1）。当時は、ダイアルアップ回線での接続で

通信速度は 64kbps のアナログ回線でテレビ電

話と胎児心拍モニタリングの組み合わせで施行

された。通信速度が遅いため波形伝送に 30 分

から 40 分要した（図 4.4-1）。しかし、パソコ

ン通信が普及し始めた時期であり妊婦の利用調

査は好評であった。伝送用パソコン端（妊婦側）

を市町村保健センター（久慈市・野田村・旧大

野村・旧山形村）に設置し、遠隔妊婦健診には

保健師が立ち合い、胎児心拍モニタリングを伝

送し、医師と妊婦がテレビ電話でのテレコミュ

ニケーション、保健師による保健指導を実現し

ている（図 4.4-2）。 

図 4.4-1 1998年遠隔妊婦健診実証実験器 

 

図 4.4-2 岩手県北市町村での遠隔妊婦健診 

 

その後、岩手県南地域（一関地域）、釜石地

域での在宅管理 2）など妊婦遠隔診療の有効性に

関する報告がある。 

これらの取り組みにより、平成 18 年度～20

年度経済産業省プロジェクト「地域医療情報連

携システムの標準化及び実証事業」として全国

4 ヶ所（香川県香川大学、東京都愛育病院、千

葉県亀田総合病院と岩手県立釜石病院）に指定

された 3）（図 4.4-3）。 

 

 

「遠隔医療の技術を用いて妊婦健診をおこな

うこと」と定義する。 

＊「遠隔医療」とは、映像を含む患者（妊婦）

情報の伝送に基づいて遠隔地から診断、指示

などの医療行為及び医療に関連した行為を行

うこと」 

 

三菱電機ウェルネスプロ

ジェクト 

国立大蔵病院（現：国立

生育医療センター） 

共同実験 
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図 4.4-3 地域実証モデル 

この事業で岩手県に期待されたことは、産婦

人科医不足で深刻であり、広大面積・山岳地形・

厳しい気象条件の岩手県では交通アクセスの悪

い産科医療過疎地のモデルとして、普及型在宅

妊婦管理システムの開発及びウェブ映像コミュ

ニケーション技術を利用した妊婦遠隔診療の有

効性を検討し、産婦人科休診の地域と基幹病院

とのネットワーク構築および地域の助産師と遠

隔診療システムを利用することで従来の地域を

越えた連携システムを構築することであった。

経済産業省プロジェクトを基盤に岩手県立大船

渡病院－遠野市・岩手県立釜石病院－遠野市で

妊婦遠隔健診システムが構築された。 

 

3．遠隔妊婦健診の仕組み 

産婦人科施設のない地域の助産師が対象の妊

婦の自宅を訪問または保健センターでモバイル

胎児心拍陣痛モニタリングを装着して胎児の健

康状態や子宮収縮情報を病院の医師の携帯電話

に転送する。同時に助産師はウェブ版周産期電

子カルテに妊婦健診結果を入力して、助産師・

産婦人科医が双方で健診データをリアルタイム

に閲覧・入力することができ、妊婦健診情報を

共有できる。その後、インターネット経由でウェ

ブカメラとマイクを利用したウェブ映像コミュ

ニケーションであたかも病院で妊婦健診受けて

いるように妊婦と面接をおこなう。 

モバイル在宅妊婦管理システムの開発により、

妊婦または助産師が小型軽量のモバイル胎児心

拍数検出装置から常時データ送信することがで

きる（図 4.4-4）。 

 

図 4.4-4 モバイル胎児心拍陣痛モニタリング 

 

ウェブ版電子カルテはインターネット環境が

あればどこでも閲覧・入力でき、助産師と産婦

人科医師はリアルタイムで情報を共有できる（図

4.4-5）。 

このシステムが岩手県周産期医療情報システ

ムいーはとーぶに発展する。 

図 4.4-5 ウェブ版電子カルテ 

 

また、インターネットブラウザを利用し、

30-300万画素ウェブカメラとヘッドセットで通

信をおこなうウェブ映像コミュニケーション技

術を利用することにより、離れた場所でも、病

院でおこなう妊婦健診・保健指導と同様の形で

医師―助産師、医師―妊婦での会話が可能であ

る（図 4.4-6）。セキュリティに関しては映像と

音声は独自プロトコルで通信しており、テキス

トやファイル共有などはSSL-VPNで通信する。 
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図4.4-6 ウェブカメラによる映像コミニュケーション 

 

4．切迫早産妊婦の在宅診療システムへの応用 

われわれは 3 年前から妊婦の自宅や最寄りの

保健センター等で診療を受けることのできるモ

バイル胎児心拍数波形伝送システムによる切迫

早産の妊婦管理をおこなっている。 

実際に切迫早産の妊婦を対象におこなった実

証では、2 例に電話指示で自宅安静を指示し、1

例に病院受診を指示した（表 4.4-2）。 

 

表 4.4-2 在宅切迫早産管理の方法 

 

このシステムを利用することにより離れた場

所でも妊婦管理をおこなうことができる。また、

安静治療の妊婦、切迫早産退院後の妊婦は医療

機関からの見守りを実感でき安心感を得られる。 

 

5．分娩予定日超過妊婦の在宅診療システムへ

の応用 

分娩予定日超過妊婦は、胎児胎盤機能不全・巨

大児分娩・児の胎便吸引症候群などのリスクから

監視が必要である。また、妊婦自身もいつ分娩に

なるか不安になりやすい。そこで、われわれは、

分娩予定日超過妊婦（妊娠 40 週 0日以降）25例

を対象とし在宅診療システムを応用した。対象と

した妊婦は、妊娠初期の超音波検査値から分娩予

定日が再確認できた妊婦、妊娠 40 週 0 日の時点

で分娩促進を希望しない妊婦、妊娠後半期に妊娠

リスク自己管理表で3点以下の妊婦で実験に同意

の得られた妊婦である。モバイル胎児心拍伝送シ

ステムの使用方法・プローブの装着方法を説明し、

機器を貸し出した（図 4.4-7）。 

 

図 4.4-7 プローブ自己装着指導 

 

妊婦は自分でトランスデューサーを装着する。

1 日 1 回午前 9 時から 10 時に送信する。記録

時間は 40 分とした。 

測定受信メール通知を受けた後に医師が波形

をみて診断する。波形再生はパソコンの波形再

生アプリケーションで診断した。 

今回試行症例 25 例中 7 例が陣痛開始などで

除外となった。これは、分娩予定日超過であり

陣痛の予測ができない対象の性格によるもので

ある。試行できた 18 例とも送受信に関するト

ラブルはなく問題なく試行できた。2 つのトラ

ンスジューサー装着は妊婦自身で可能であり、

妊婦在宅診療の可能性が大きく拡がった。また、

妊婦自己管理への応用もできる。 

安全性に関しては、18 例のアウトカムからも

良好であり、基線細変動診断、子宮収縮波形の

解析も可能であり 2例はその再確認で電話指示

した 4）。 

このようにモバイル胎児心拍数波形伝送装置

の応用性が示唆され、今後、切迫早産、子宮内

胎児発育遅延などに応用されるであろう。 

1. 事前に 3 回送信トレーニングをする 

2. 装着時間は 40 分とする 

3. 1 日 1 回の送信とする 

4. 1 週間を 1 コースとする 

5. プローブ装着は自分でおこなう 

6. 装着時間は本人が決める 

7. 子宮収縮を自覚したときも送信する 

8. 異常の場合のみ主治医から連絡する 
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図 4.4-4 基線細変動の確認のため電話指示した症例 

 

利用者の調査でも安心感を与えることができ

利用者にとってもメリットがあることが示唆さ

れた。また、遠隔地で入院のタイミングを診断

できる可能性が示唆された。今後、遠隔地の産

科管理に威力を発揮できるであろう。 

 

6．妊婦緊急搬送中の救急車両ヘリコプターか

らの胎児心拍モニタリング伝送への応用 

母体胎児緊急搬送中に救急車やヘリコプターか

ら胎児心拍数連続モニタリングを記録伝送し複数

の医療機関で共有することは安全性を確保するう

えで重要である。特に搬送先医療機関への距離が

遠い地域や搬送時間が要する地域での有用性の検

討が必要であると考えられる。われわれは、救急

搬送が必要であった妊婦で携帯型胎児心拍数伝送

システムを試用し有用性を検討した。 

対象は同意が得られ携帯型胎児心拍数伝送シス

テム装着できた地域病院から当院へ緊急搬送され

た症例である。地域病院と当院の距離は 46.6km

で移動時間は約 1時間要する。検討方法は、移動

中データ送受信状況・伝送された波形再生診断と

した。 

その結果、救急車内でトランスジューサの装

着は容易であった。移動中のデータ送信は

FOMA 網圏外では送信できなかったが圏内に

なった時点で送信可能となった。受信したデー

タはパーソナルコンピュータの再生アプリケー

ションで良好に再生された。再生アプリケーショ

ンで再生された波形は紙に印字された波形と同様

に診断可能であった。この検証により搬送車両か

らの胎児心拍数伝送が可能となった。救急搬送移

動時の胎児心拍パターンを記録し伝送することに

より、搬送先医療機関で治療方針に役立つことが

示された。また、圏外エリアがあっても送信可能

であり、移動体からの医療データ等送信の可能性

が示された。今後の課題は電子カルテとの連携で

きるシステムを構築である（図 4.4-5）。 

 

図 4.4-5 移動体からの胎児心拍数波形伝送 

 

7．胎児超音波画像動画像伝送を用いた遠隔妊

婦健診 

われわれは超音波動画伝送装置を開発し、遠

隔妊婦健診に応用している。近年、周産期施設

の集約化が進む中、インターネットを利用した

胎児超音波動画像送信による遠隔医療の有用性

は非常に高いと思われる。胎児超音波動画像伝

送システムは、超音波検査動画ライブ送受信・

会議用映像音声送受信は共に FLV 形式、映像モ

ニターはUXGA1600×1200でおこなっている。

また、会議用映像音声送受信により離れた場所

でもテレカンファレンスしながらライブ映像を

共有することができる（図 4.4-6 図 4.4-7）。 

 

図 4.4-6 胎児超音波動画像伝送システム 
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図 4.4-7 胎児超音波動画像伝送システム 

 

超音波ライブ映像は UXGA1600×1200 で胎

児各断面・胎盤・羊水の観察が可能で、通常の

胎児超音波検査と同等の映像が再現される。ま

た、会議用映像音声送受信によりプローベ操作

も口頭指示で確認しながら観察できる。 

医療機関間でライブ映像を共有したカンファ

レンスが可能となり、同時に総合周産期母子医

療センターと症例コンサルトレーションもおこ

なっている。また、助産院・助産外来での妊婦

健診補助として利用可能である。 

 

8．遠隔妊婦健診のガイド 

平成 18 年度経済産業省事業 地域医療情報

連携システムの標準化及び実証事業 地域医療

情報連携システムの周産期医療を対象とする開

放型医療情報システムの構築と実証事業で「遠

隔妊婦健診のガイド」を作成した。遠隔妊婦健

診を始める地域で活用してほしい（図4.4-8）3）。 

 

 

図 4.4-8 遠隔妊婦健診のガイド 

 

1) 小笠原敏浩：県立久慈病院と市町村の連携

による妊婦在宅支援システムの有用性の検

討 岩手県病医学会誌 39 23-28 1999 

2) 小笠原敏浩：産婦人科医不足で産婦人科休

診が相次ぐ地域での新しい取り組み チャ

イルドヘルス 10（6） 2007 

3) 財団法人医療情報システム開発センター：

平成 18 年度経済産業省事業 地域医療情

報連携システムの標準化及び実証事業 地

域医療情報連携システムの周産期医療を対

象とする開放型医療情報システムの構築と

実証事業 

4) 小笠原敏浩：postterm pregnancy に対する

モバイル胎児心拍伝送システムの有用性の

検討 産婦人科の実際 57（13）2185-2189 

2008 
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4.5 在宅医療と遠隔診療 

長谷川 高志 

群馬大学医学部附属病院 

 

1．はじめに 

遠隔診療（Home telemedicine）を在宅医療に

取り入れる試みが進んでいる地域がある。医師不

足地域の在宅医療提供手段として期待されている。

大規模な実施地域である岡山県新見市の事例を取

り上げて、在宅医療での遠隔診療を展望する。 

 

2．遠隔診療とは何か 

在宅医療患者には急性期診療のような密な医療

行為を提供しない場合が多い。訪問看護師による

ケアを基盤として、医師による管理を提供する。

在宅患者は高齢者が多く、複数の慢性疾患が重

なっている場合が大半で、新たな診断よりも、各

疾病を同時にフォローしてゆくことが主となる。 

在宅患者への遠隔医療は、海外では慢性疾患

管理として看護師ぶよるテレナーシングが多く、

医師が直接に患者宅にテレビ電話で通信する事

例は少ないと考えられる。一方で日本では医師

が在宅患者の医療を行い、介護まで関与するシ

ステムである。それを支援する遠隔診療も、医

師から患者、医師から患者宅の看護師に実施す

る取り組みが多数行われている。 

遠隔診療は医師法 20 条で禁止されている無診

察診療に該当して違法との懸念があった。1997

年以降 3回に渡る厚生労働省の通知により、懸念

は払拭され、在宅患者の通院負担軽減や医師の効

率的な訪問診療手段として社会的理解が進んだ。 

訪問診療と次の訪問診療の間に、訪問看護師

の支援の元で観察や指導をテレビ電話を介して

行うことや、看護師などが訪問診療の前にプレ

情報を得るなど、画像を通じた会話を中心とし

た手法で実施している。 

 

3，在宅医療の現状 

日本では以前は病院数が多く、急性期と回復

期の施設の区別もなかった。また慢性疾患の高

齢患者の長期入院が一般的で、平均在院日数が

欧米の病院に比べ非常に長かった。患者を家に

戻し、普通の生活環境に戻すこと、医療資源の

効率化.を進めることを狙い、厚生労働省の政策

として、平均在院日数の短縮、病院数の集約、

急性期治療の能力の高い病院の育成を進めた。

診療報酬上も在院日数の短い、高度な治療が可

能な急性期病院に有利な方策を打った。同時に

数の多かった国立病院の整理統合なども進めた。

その結果と、在院日数の短縮や高機能な病院へ

の集約化が進んだ。 

患者が家に戻るには、在宅医療の普及や家と

同等の老人施設の増加など、様々な基盤整備が

必要となる。しかし大都市圏から遠い地域で、

医師不足、在宅医療に乗り出す開業医の少なさ

など、地方での受入体制不足が顕著となってい

る。地方の在宅医療での医師不足は深刻なのに、

訪問診療のため回る地域はとても広く、不利な

状況が多い。そこでテレビ電話による遠隔診療

を試みる地域が増えてきた。 

 

4．岡山県新見市の取り組み 

1）新見市について 

中国地方の中央、瀬戸内海側の倉敷と日本海側

の松江の中間にあり、人口約 3 万 4千人、高齢化

率は約 35％で、人口が少く、高齢化が進んだ地

域である。東西南北 50km ほどの広大な地域に、

病院が 4カ所、診療所が 15カ所、介護施設が 19

カ所ほどあるが、在宅医療の供給状況は厳しい。 

2）在宅医療支援システム研究会 

平成 16 年より、新見市医師会、新見市、新

見公立短期大学、地域の訪問看護師、ICT 専門

業者により、同研究会を設立して、遠隔診療へ

の取り組みを開始した。 

3）新見市情報基盤事業（ラストワンマイル事業） 

遠隔診療では画質の良いテレビ電話を用いる。

そのために市内全域にブロードバンド通信網が

必要となる。その整備を新見市が進めて、全家
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庭（約 12000 世帯）のラストワンマイルがつな

がり、全世帯で高速通信を享受できることとな

り、2008 年 4 月から運用を開始した。この当

時の日本国内でも画期的なことだった。 

4）各種事業の実施 

総務省の遠隔医療モデルプロジェクト（2008

年 10 月より）より、毎年、国の省庁事業に採

択され、遠隔診療に取り組み続けている。厚生

労働省の在宅医療地域連携拠点事業など、次第

に在宅医療の基盤整備の事業にシフトしている。 

5）遠隔診療用機器の開発と変遷 

前述の事業開始時には、国内で遠隔診療を円

滑に遂行できる通信機材が存在しなかった。ブ

ロードバンド通信による高画質なテレビ電話は

存在するが、遠隔診療の運用に適したものは無

く、自主開発を行い、患部拡大撮影が可能な外

付けカメラ付き携帯型通信端末（医心伝信）を

開発した。現在は iPad などのタブレットコン

ピュータも活用している。 

 

図 4.5-1 医心伝信 
 

5．遠隔診療の開発 

1）遠隔診療の特性 

在宅医療に於ける遠隔診療は、急性期診療と

異なり、診断よりも訪問看護師を介したケアの

コントロールの意義が大きい。診療所から患者

宅に実施する場合もあれば、患者宅ではなく介

護施設に向けて行うこともある。 

2）遠隔診療の運営形態 

テレビ電話がどれだけ性能向上しても、訪問

看護師は遠隔診療のセッションでは必須である。

この点は、日本遠隔医療学会の在宅患者への遠

隔診療の指針にも明記されている。また遠隔診

療は、その患者に訪問診療を実施している主治

医が、訪問と組み合わせて補間的に行うもので

ある。遠隔診療を行う医師と対面診療を行う医

師と同じであるべきで、対面したことが無い医

師の遠隔診療はあり得ない。 

 

図 4.5-2 遠隔診療（診療所～患者宅） 

3）遠隔診療の介護への展開 

在宅医療は、患者を住環境に戻し、生活を支

えるものである。医師による診察だけでなく、

コメディカルの利用、介護への適用、チーム医

療の医療者間の情報共有の支援など多くの課題

がある。遠隔診療も在宅医療の中で活用される

には、診察以外にも適用範囲を拡大することが

望まれる。そのためには介護等での運用形態の

調査、介護報酬制度での請求対象の検討など、

これまでの遠隔医療には無い問題の検討を開始

する必要がある。 

4）新見市での開発プロセス 

ブロードバンド通信インフラの整備途上に事

業を開始したので、ラストワンマイル問題やテ

レビ電話機器の開発など、医療以前の課題への

取り組みが多かった。これらは一段落したが、

通信コストの患者負担など、遠隔医療に伴う負

担増への対応を考えるなど、解決されていない

問題は少なくない。また看護師育成の教育機関

やICT事業者を含む地域での研究団体の立ち上

げなど、必要なステップを着実に踏み、看護師

が遠隔医療に参入する基本的調査も行った。 

 

6．まとめ 

中山間地での在宅医療に於ける遠隔診療を概

観した。医師不足地域での効果的手段として、

遠隔診療の検討をいっそう進めたい。
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4.6 遠隔看護 

亀井 智子 

聖路加看護大学 

 

1．はじめに 

超高齢社会となったわが国では、慢性疾患で

在宅療養する患者が増加している。在宅療養者

を支援する方法として、情報通信技術を活用し

て遠隔地の看護師が在宅療養者の健康状態を把

握して疾病管理を行う遠隔看護（以下：テレナー

シング）が進展している。 

テレナーシングは、諸外国では 1980 年代か

ら開始されているが、わが国での開発・実践は

ここ数年のことである。 

 

2．テレナーシングの定義 

テレナーシングとは、「患者ケアを強化する

ために、遠隔コミュニケーション技術を看護に

利用するものである。テレナーシングは、音声、

データ、動画によるコミュニケーション信号を

伝達する電気チャンネルの使用を含む。また、

人とコンピュータ間の電気的通信、あるいは光

通信を利用した遠隔コミュニケーション」と定

義される（国際看護師協会）。 

この定義からわかるように、テレナーシング

は「離れた場所にいる対象者に対し、遠隔コミュ

ニケーション技術を用いて看護を提供すること

といえる。 

また、テレナーシングの機能には①在宅療養

者の日々の心身状態のモニタリング、②心身デー

タのトリアージ、③テレメンタリング、④エビ

デンスに基づく看護・保健指導がある、⑤専門

職との連携・協働がある。 

心身状態のモニタリングとは、血圧、体温、

動脈血酸素飽和度など、在宅患者の日々の心身

状態を評価する上で必要なバイタルデータを患

者が自己測定した上で送信し、そのデータを看

護師がモニタリングすることをいう。心身デー

タのトリアージでは、患者の状態に変化がない

か、増悪をきたしていないかをテレナースが判

断し、対応の優先度を示すことをいう。テレメ

ンタリングは、メンターとして’親身に相談にの

ることをさしている。しかし、必要な看護指導

や保健指導はエビデンスに基づいて行われる必

要があるまた、増悪兆候時には、医師との連携、

日常生活上の支援には介護支援専門員等との連

携が必要である。 

テレナースは情報通信機器を活用して患者の

心身データをモニタリングし、対象者とのコミュ

ニケーションをはかりながら、対象者のセルフ

ケアを促進するよう働きかける。 

 

3．テレナーシングの基本原則 

テレナーシングでは、患者と直接対面しない

ため、次の基本原則を遵守する。 

1) テレナース-患者間の関係性の構築 

テレナースと患者間の信頼に基づく関係性を

テレナーシング開始の早期に成立させる。 

2) 役割と責任 

テレナースは、患者ニーズに対応できる知識

とスキルを持ち、的確な判断を行う。 

3) プライバシー、守秘義務 

テレナーシングを開始する前に、プライバシー、

守秘義務に関する説明を行い、同意を得る。 

4) 法的側面 

保健師助産師看護師法により、「診療の補助」

業務については、患者の主治医からの指示を

受ける必要がある。一方、保健・看護相談は

在宅慢性疾患患者への「療養上の世話」業務

と考えることができ、看護プロトコルを明確

にした上で実践する。 

5) ケアの提供と記録 

患者に提供した看護ケアの内容や多職種との

連携内容は記録に残す。 

 

4．テレナーシングのエビデンス 

「COPD 患者への在宅モニタリングに基づく

テレナーシング」に関するメタアナリシスから、
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テレナーシングに関する以下のエビデンスが報

告されている。 

1) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD 患者の入院リスクを減少させる（エ

ビデンスⅠ） 

2) COPD 患者への在宅モニタリングに基づく

テレナーシングによる入院を防ぐための効果

的な実施期間は明確ではないが、3 ヶ月～

12 ヶ月行うことで入院リスクを減少させる

（エビデンスⅡ） 

3) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD 患者の救急受診のリスクを減少させ

る（エビデンスⅠ） 

4) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD 患者の急性増悪発症リスクを減少さ

せる（エビデンスⅡ） 

5) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD 患者の在院日数を減少させる（エビ

デンスⅢ） 

6) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD 患者の死亡率には影響を与えない（エ

ビデンスⅠ） 

7) 在宅モニタリングに基づくテレナーシングは、

COPD患者の健康関連QOLに良い影響を与

える（エビデンスⅡ） 

これらのエビデンスを活用して、テレナーシン

グを提供する。 

 

5．COPD 患者へのテレナーシングの実践例 

 

COPD患者用問診項目と回答選択肢の例 

 

血圧の自己測定 

問診項目への回答 

 

テレナーシングの提供 
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4.7 眼科の遠隔医療 

吉田 晃敏 

旭川医科大学 

 

1．はじめに 

旭川医科大学眼科では、医師の偏在化に伴う

地域間の医療格差を解消するため、インターネッ

トが普及する以前の 1994 年から、ICT（情報

通信技術）を活用した遠隔医療を実践している

（表 4.7-1）。 

大別すると、本学の専門医が地方の眼科医に対

して診断や治療方法を助言する遠隔医療支援と、

自宅療養中の退院患者を病院からフォローアップ

する遠隔在宅医療支援の2通りとなる。このうち、

遠隔医療支援については、目的別に、診断支援、

術後管理支援、手術支援を実施している。また、

支援の緊急性などに応じてリアルタイム支援と非

リアルタイム支援を使い分けている。 

これらのシステムを用いて、患者に対する「切

れ目の無い医療支援」を実現し、さらに、教育

にも応用している。 

2．遠隔医療支援 

（1）診断支援 

地方の医療機関で勤務する眼科医が、大学病

院での診察が必要かどうかを判断しなければな

らない時もあるが、安易な紹介は患者への負担

を強いることになる。そこで、遠隔医療支援シ

ステム（図 4.7-1）を用い、地方の医療機関か

らリアルタイムに伝送される患者の眼球像をも

とに、本学の専門医が診断支援や治療方針の指

示を行っている（図 4.7-2）。 

遠隔医療支援システムは、診察室の様子を撮

影した映像や細隙灯顕微鏡（スリットランプ）

の映像などを共有することができる。スリット

ランプは、角膜・水晶体・硝子体といった透明

な構造物で構成される眼球に照明を当てて状態

を観察するものである。対面診療側の医師がス

リットランプを縦横に動かし、照明を当てる形

状や角度、深さ、顕微鏡の倍率を随時変えなが

らこの映像をリアルタイムに伝送することで、

モニターを通して遠隔地にいる医師が一緒に患

者を診察することができる。なお、スリットラ

ンプの映像は、通常のハイビジョン映像のほか

に、立体的（3D）な映像も伝送可能としている。 

一方、リアルタイムに支援する必要がない症

例や、患者及び医師のスケジュール調整が困難

な場合などは、本学が独自に開発した遠隔相談

システム（Web システム）によって非リアルタ

イムでの支援を行っている。 

（2）術後管理支援 

緑内障のように、術後管理に専門性を要し、

安定期まで継続した診療が必要となる症例では、

患者に対し遠方までの通院を長期間にわたって

強いることとなるが、時間的・経済的負担の大

きさから診療継続が困難になる場合もある。そ

こで、患者の術後管理を地元の医療機関で行え

る仕組みを構築している。地元の医師と本学の

執刀医が、視力や眼圧などの検査数値情報を遠

隔医療ネットワークで共有し（図 4.7-3）、必要

に応じて遠隔医療支援システムを用いた患者診

察や治療方針の指示を行っている。これにより、

患者の大学病院までの通院回数を削減しながら

も良好な治療成績を維持できている。 

（3）手術支援 

地方の医療機関で行われる難易度の高い手術

については、執刀医が手術用顕微鏡で観察する

眼球像を、遠隔医療支援システムを用いて本学

へ、リアルタイムに伝送しながら、専門医によ

る指導を受けられるようにしている（図4.7-4）。 

3．遠隔在宅医療支援 

本学が独自に開発した遠隔在宅医療支援システ

ムを用い、退院後の在宅患者に対して医師・看護

師が術後の経過観察や生活指導などを行っている。 

患者が自宅で測定する全身情報（体重、血圧、

血糖値など）は、患者宅用端末を介して本学の

データセンターに保管し、医師・看護師が病院

用端末からいつでもチェックできるようにして

いる。 
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表 4.7-1 旭川医科大学眼科が実践する遠隔医療 

形体 リアルタイム支援 非リアルタイム支援

遠隔医療支援 診断支援(DtoDtoP) ハイビジョン映像(2D、3D)のリアル
タイム伝送

検査数値情報(視力、眼圧など)や眼
底画像の共有

術後管理支援(DtoDtoP)

手術支援(DtoD)

遠隔在宅医療支援(DtoP) 全身情報(体重、血圧、血糖値など)
の管理とTV電話によるアドバイス

全身情報(体重、血圧、血糖値など)
の管理

 

 

 

図 4.7-1 遠隔医療支援システムの基本構成 

 

 
図 4.7-2 遠隔診断支援 

 

 

図 4.7-3 検査結果の共有画面（眼圧） 

 

図 4.7-4 遠隔手術支援 

（海外との 3Dハイビジョン伝送） 

 

全身情報に異常がある場合は、自動的に警告が

発せられる仕組みとなっており、端末のTV 電話

機能を使用して患者と会話しながら状態を確認し

ている。患者宅にインターネット回線が敷設され

ていない場合は、モバイル通信でもTV 電話によ

る円滑なコミュニケーションが可能である。 

4．教育 

本学眼科では、地方の医療機関から伝送され

てくるリアルタイムの手術映像などを用い、学

生への教育にも活用している。 

5．課題 

遠隔医療支援システムは、患者の診察や医師

への支援だけでなく、医師及び学生への教育な

ど幅広く利活用することができ、地域医療の維

持・発展には欠かせないものとなっている。し

かし、この仕組みを持続的に運用していくため

には、支援を行う医療機関側の医師の負担増の

問題を解決しなければならない。 

眼科においては、リアルタイムでの眼科検査

についてのみ、支援する側が対面診療側の診療

報酬を受けることが認められているが、十分と

は言えない。実践する医師へのインセンティブ

を含む法的整備や、機器及びネットワークなど

のインフラ整備への支援など、持続的運用の維

持のためには制度の充実が望まれる。 
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4.8 見守りサービス 

長谷川 高志 

群馬大学医学部附属病院 

 

1.はじめに 

“見守り”は非常に幅広い多くの種類の対象

者と実施内容があり、単純に語れない。つまり、

見守りは単なるモニタリングやサーベイランス

ではない。後述のように自立支援、発見的観察

などの概念も含み、一語で表しきれない概念で

ある。あえて“Mimamori”と表現したい。 

本稿では、全体を見通す概観と、その中の一

つの重要な取り組みで、ICT を活用した“おげ

んき発信”（The information system to notify 

own life by themselves）」を解説する。 

2.見守りの概観 

1）誤解からの脱却 

見守りは狭く理解されることが多い。典型的誤

解は、生存兆候を監視するセンサーネットワーク

を見守りサービスの本質と扱うことである。生存

兆候をより細密に捉える技術研究が多数進められ

るが、コストの割に有効でないものもある。 

生存兆候の監視も、センサーネットワークシ

ステムも、見守りサービスの一要素に過ぎない。

高度な技術が人的サービスに劣るものも少なく

ない。何が良い見守りサービス、持続的提供手

法、社会保障上の定位など多くの課題が存在す

る。見守りサービスの実現には、社会の仕組み

のデザインと、見守る対象者の把握が重要であ

る。技術志向の研究開発だけでは不十分である。 

2）見守りの定義と必要性 

・言葉としては、下記の二つの意味がある。 

①「無事であるように注意しながら見る」：緊急

事態が起きないよう願いを込めた予防的対処。 

②「なりゆきに気をつけながら見る」：時間的経

過の変化を把握すること（記録化）で気づく。

非定型的で、柔軟な視点でみるべき業務となる。 

・見守りの必要性 

①長寿化と少子高齢化により、高齢者人口比率が高

くなった。また身体的、経済的な理由から若年層

や中年層でも支えるべき人々が多々存在する。 

②地方の過疎地だけでなく、大都市圏でも支援を

求める人々の世帯が増加している。生活スタイ

ルの自己選択も増加を進め、単純な解決はない。 

③そうした人々を地域で支える仕組みの構築が現

代の課題である。 

・普段は元気でも、突然の異変への負担がある。 

高齢者や生活支援を求める人々は普段は医療や

福祉サービスに支えら元気に生活している。しか

し突然の不調への対応力は弱く、不安は大きい。

重篤になる前の予防が見守りの課題である。 

・地域コミュニティの変化 

社会の変化により、大都市でも過疎地でも相

互に見守る地域社会の構築も維持も難しい。 

・支援から遠のく孤立者の増加と孤立死 

他者の支援に精神的な負担を感じる人が増えて

いる。経済的困窮やその他原因で社会から遠ざか

る人も少なくない。孤立した要支援者が突然死し

た場合など、長期間発見されない「孤立死」が起

こりうる。孤立死は近隣の住民にも心の傷を与え

る。地域行政も住民ケアの弱さが問題になる。 

・各種の見守り 

孤独死発生前の発見は、見守りの重要課題であ

る。その他にも生活状態の見守りとして、経済的

困窮、家庭内暴力、自殺防止なども重要な対象で

ある。生体センサや行動監視センサによる見守り

は、最終手段に過ぎない。早い段階に人的サービ

ス捉えることが、経済的負担も重篤度も軽いこと

が少なくない。多面的で、定義できない、むしろ

堅く定義しないことで、柔軟に今後起きる良くな

いことも見守ることが可能となる。 

3）社会保障上の観点 

見守りが広範囲で単純に整理できないのは、

社会保障上でのサービスは保健・医療・介護・

福祉の四大領域の間にまたがる。しかし社会保

障財源は、他領域に支出できない。たとえば介

護サービスに診療報酬（医療向け社会保障費）

は使えない。 
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従事者も異なる。たとえば訪問看護師が福祉

サービスとして生活困窮世帯や家庭内暴力の見守

りに責任や権限を持てないし、福祉関係者が医師

の代わりに治療することも不可能である。見守り

サービス設計では、職掌上の責任を持たない人を

「その場にいる」ために安易に活用するデザイン

することがある。領域間の橋渡しの運用メカニズ

ムまで設計しなければ、実用にならない。むしろ、

各領域の人々の情報共有と連携が重要となる。 

4）見守りを提供する意識 

見守りは対象者が何もしなくても、外部から

完全支援を行うサービスであってはならない。

完全支援は対象者の自立性の発露を阻害するこ

とがある。人は最後は一人で生きなければなら

ない。見守りサービスに強く依存する、生きる

意欲を弱めた人を作り出してはならない。見守

りには、サイコセラピーと似た、要支援者の自

己変容を喚起する内容を持つことが重要であり、

単に機械で自動化して実現できるサービスでは

ない。医療 ICT に近い保健領域でも、ヘルスプ

ロモーションと自己変容が健康管理に必須と強

く言われている。逆説的余談だが、遠隔健康管

理サービスと健康指導の講演会（ヘルスプロモー

ション）の有効性を比較したら、よりコストの

かかる遠隔健康管理が定量的に不利との結果が

得られるかもしれない。 

5）見守りの受益者（見守りを求める人） 

高齢者、経済・身体上の問題を抱えた人々と

の分類だけでなく、下記の区分が重要となる。 

①本人（対象者） 

②家族（病気や精神的問題で本人は必要としな

い、判断できないなどがある） 

③地域社会（近隣住民等） 

④地元保健福祉行政 

重要な点は、自殺防止など本人が拒否しても見

守る状況は少なくないし、コスト負担も本人や家

族でなく、行政など他者もあることを認識する必

要がある。本人が望まない見守ちは、一般的なサー

ビスと立脚点が異なることを認識されたい。 

6）提供者・関係者 

地元行政、包括支援センター、医療機関、社

会福祉協議会、民生委員、自治会、NPO,民間

事業者などが考えられる。提供者も単純に決め

られない。 

3．見守りサービスの事例 

1）社会に存在する多様なサービス事例 

サービスシステムとしての統合性（Integrity）

が高いのは、民間警備会社による高齢者緊急通

報サービスである。統合性が高くない電気機器

やトイレなどの特定情報依存の生活兆候監視も

ある。単一では効果が限られても、他との組み

合わせで有効性を発揮するものがある。また東

日本大震災の被災地では、ボランティアの人に

よる戸別訪問による生存監視なども存在する。 

2）統合性の高い生存確認「おげんき発信」 

 

図 4.8-1 おげんき発信、サービスの流れ 

おげんき発信は、高齢者等の生存確認を行う

サービスで、対象者や支援者の負担が軽く、ま

た社会的体制も整えながら進める事例である。

技術的には電話回線を通じて、電話機のプッシュ

ボタンから元気か状態が悪いか、シグナルを送

るものである。特殊な技術や装置が不要で、社

会福祉協議会等で運用可能である。原理も単純

で、対象者自ら一日一回、自分の状態をプッシュ

ボタンから発信するだけである。外部の人の関

与が少ないので、対象者の精神的負担も少なく、

自発性や自立性も喚起される。より状態の悪い

対象者には、これと他の見守り手段を組み合わ

せることで、より統合的に見守ることができる。 

4.まとめ 

ここでは見守りの一端を紹介した。複数領域

に絡み、社会的サービスとしての確立が不十分

である。今後の発展を期待する。 
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4.9 ICT を活用した地域住民の健康づくり 

新田 幸恵 

福島県 西会津町役場 健康福祉課 

 

1．はじめに 

西会津町は福島県北西部、新潟県との県境に

位置している。北に飯豊連峰、西に越後山脈を

眺め、総面積 298.13 ㎢のうち約 86%を山林が

占める山間の町である。また、日本海性気候に

属する福島県内有数の豪雪地帯である。1985

年に 11,249 人であった人口は、1991 年には

7,897 人になり高齢化率も 18.72％（1985 年）

から 39.8％（2011 年 10 月現在）となった。 

1996 年より厚生労働省地域保健推進特別事

業により ICT を活用した「在宅権管理システム

事業」を NTT回線で着手し、2005年から CATV

回線で事業を実施し 1995 年度まで 680 台で運

用してきた。 

回線の光化に伴い現在の端末が使用できなく

なることからこのたびの事業に着手し、端末機

260 台を運用している。 

 

2．事業目的 

西会津町は、豪雪地帯で町内の広範囲に集落

が点在しており、遠方の集落の住民は町の中心

部まで自動車でも約 1 時間かかる地理的環境で

あり、町内全域にわたる健康指導を行うのは非

常に困難であった。町は ICT を利用した「在宅

健康管理システム事業」に着目し、生活習慣病

特に脳卒中、心臓病、糖尿病の予防及び管理に

重要な血圧管理を行いリスクの高い方を重点的

に支援していくことを目的として事業を推進し

ている。 

3．事業概要 

町内全域にわたる CATV 総合情報体制と「西

会津ケーブルテレビ放送センター」が開局し、

加入世帯は 97.3％となり、完全双方向性となっ

た。1991 年、総務省の「地域 ICT 利活用推進

交付金事業」により 2010 年 4 月から導入し 7

月から開始しさらに情報収集の速さと情報量を

多く収集できるようになった。 

利用対象者情報の確認を行った保健師の名前

が登録され 3 台の PC で同時に読み取りが可能

である。また端末機の設置や撤去が町の担当者

でも行うことができ、1 ヶ月未使用者に保健指

導を行い 3 ヶ月間活用できない場合訪問し個別

指導を行い 260 台を有効活用している。 

1 台で 4 人まで利用が可能であり、自宅にい

ながら医師・保健師の指導が受けられる事業で

ある。利用者は、健康データを入力するとホス

トコンピュータに自動的に送信される。 

保健師は毎日コメントし、利用者は日常生活

の確認をすると共に、月間レポートにて 1 ヶ月

のデータを確認しながら生活習慣の獲得をして

いく。利用者負担は、全て無料である。 

 

図 4.9-1 血圧測定 

 

図 4.9-2 心電図測定

 

   

    

 

   

１．事業背景 町の現状
（平成２５年６月１日現在）

面積 ２９８．１３ｋ㎡

人口 ７，４６４人

高齢化率 ４０．７％

世帯数 ２，８０２件

特別豪雪地帯

自治区数 89 地区

 



28 

 

 

4．事業実施と評価 

2013年4月現在の利用者の性別及び年齢は、

男性 53.6％ 平均年齢 62.8±12 歳、女性

46.4％平均年齢 67.5±28 歳でから現在は、男

性 53.6％ 平均年齢 64.9±28歳、女性 47.6％

平均年齢 66.8±28 歳で幅広い年齢の方に活用

している。保健師のデータ読み取りが 1 日平均

101 件、月平均 1906 件、2012 年度の利用回数

は月 8.3 回だった。 

端末機の活用を促し生活改善への支援を行う

ため、保健師の実施内容 

①データ（血圧・脈拍・心電図・体温・体重歩

数）に変化があった場合、電話にて現場を把

握し助言する 

②月間レポートにてコメント指導に加え個別

データをつけ受診時に持参し主治医の参考と

してもらう。 

③データが安定していても月 2 回以上声がけ 

をした結果、アンケート調査（227 人回答〔回

収率 78.5％〕から事業の満足度は、非常に満足

している 61 人（26.9％）、まあ満足している 118

人（52.0％）であった。 

5．まとめ 

西会津町では急激に過疎化・高齢化が進行し

ており、在宅健康管理システム事業の豊富なデー

タを活用し、訪問指導や健康指導会等により、

健康自己管理ができるような指導をさらに積極

的に行っていくことが重要である。しかし端末

機が変わったことで操作が簡単になったにもか

かわらず操作のやりにくさや覚えられないといっ

た声が聞かれる。繰り返し操作手順については

伝達していき、住民グループを育成し学習会を

開催していきたい。 

これまで町では、健康に関する様々な施策に

取り組み、平均寿命等の数値でも成果が出てき

ているが、長生きするだけではなくその質を高

める健康寿命を延伸するため、若い世代から健

康で自立した生活支援の取り組みを強化し、得

に数字及びデータに関心のある男性の健康づく

りに活用しリーダーの育成に寄与し、高齢化の

中でも活力ある地域を維持していきたいと考え

ている。 

在宅健康管理システム事業は、導入後 ICT の

データを活用し、利用者の生活支援のための保

健師、管理栄養士、食生活改善推進員及び健康

運動推進員等の人材育成を併せて行ってきてお

り今後も「健康が一番」をキーワードに住民の

健康管理への支援をしていきたい。 

 

 



29 

4.10 重粒子線がん治療連携 

鳥飼 幸太 

群馬大学 

 

 

 

 

執筆中 
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4.11 地域医療連携 

本多 正幸 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

 

1．はじめに 

広域の医療情報システムの概念としては、大

きく分けて遠隔医療システム、地域医療連携シ

ステムと捉えることができる。本節では、遠隔

画像診断や遠隔病理診断などの放射線関連や、

病理関連を除く、ネットワークを介した各種医

療情報サービスを「地域医療連携」と捉え、展

開実態や概要について解説する。これまでの医

療情報システムの歴史を振り返ってみると、大

学病院などの大規模病院を中心に、医事会計シ

ステムを始めとして、各部門システム（検体検

査システム、薬剤管理システム、放射線部門シ

ステム、給食部門システム、看護システムなど）、

あるいは診療部門と中央診療部門を連結するた

めのオーダリングシステムが順次稼動していっ

た。平成 11 年の当時、厚生省の通知「診療録

の電子媒体による保存について」を背景にいわ

ゆる二号用紙の電子化を中心とする電子カルテ

システムが大規模病院を中心に普及した。その

後、市民病院などの中核病院における電子化へ

と進展するとともに、各地域で地域医療連携と

呼ばれるシステムが稼働し、いくつかのシステ

ムが成功例として展開中である。そのいくつか

を実例として、後述する。 

 

2．政府の 2 大テーマ 

近年、「どこでも MY 病院」構想、「シームレ

スな地域医療連携の実現」の 2 つのテーマが総

務省、厚生労働省、経済産業省などで取り上げ、

タスクフォースによる検討が行われている。「ど

こでも MY 病院」構想は、「個人が自らの医療・

健康情報を、希望して提供を行う医療機関等か

ら受け取り、それを自らが電子的に管理・活用

することを可能とするサービス」として位置づ

けられ、電子版「糖尿病連携手帳」などの個人

参加型疾病管理サービスが取り上げられている。

また、「シームレスな地域医療連携の実現」では、

「地域において、医療から介護まで健康に関する

施設間でのシームレスなデータ共用を可能にす

る体制を構築」を掲げ、IT を活用した疾病の悪

化抑制に対するインセンティブの在り方、地域

協議会などで情報連携システムを構築する際に

参考とするアーキテクチャの具体化などが検討

されている。どちらのテーマを進めるにも、現

場である各地域での実情を加味した形で、実現

形を模索していくことが肝要であり、まさに、

各地域で展開中の地域医療連携システムは、こ

の 2 大テーマ実現への具現化アプローチとも言

える。 

 

3．医療分野における共通番号制度への期待 

社会保障・税の共通番号（マイナンバー）法

が 2013 年 5 月に成立し、社会保障と納税を 1

つの個人番号で管理することになったが、医療

情報への活用は未定である。各地域で展開中の

地域医療連携では、NEC/SEC 社 ID-Link およ

び Fujitsu 社 Human Bridge の仕組みにより、

患者識別を行っているのが実態である。この共

通番号制度を医療分野で活用することにより、

患者 ID の管理の一元化が実現でき、それによ

り地域医療連携が進むと考えられる。しかし、

その前に個人情報保護法の医療分野における個

別法の制定が検討されており、現在の保護法に

より患者データの収集とその活用にブレーキを

かけている状況が散見される。NDB、地域デー

タバンクなどのビッグデータプロジェクトを推

進し、蓄積されたデータの有効活用を後押しで

きるような個別法の制定に期待したい。さらに、

そのような個別法の上に立った共通番号の活用

という順番で議論を進めるべきである。 

 

4．地域医療連携システム 

ICT を利用した地域医療ネットワークシステ

ムの構築は、これまで政府の補助金等の活用に
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より我が国の IT化戦略の一環として推進されて

きた。しかし、運用資金や運用体制の確立の問

題により、継続運用ができないプロジェクトが

多く存在した。地域医療連携では、歴史的には

失敗例が多々見られる中でいくつかの例では、

成功し運用規模を拡大している例も見られる。

以下にいくつかを紹介するが、継続のための大

きなポイントは、コスト削減（参加する医療機

関の参加・運用費用の適切な設定、システム構

築費用の負担軽減）と地域におけるプロジェク

トの意義の認識と参加メンバーのヒューマンネッ

トワークの構築であり、成功の鍵と思われる。 

 

4.1 Net4U 

山形県鶴岡地区医師会が運営している取り組

みは、Net4Uと呼ばれ（2002年より運用開始）、

4U（Units）は病院、診療所、訪問看護ステー

ション、検査センターの 4 つの Units を示しこ

れらが ASP 型の電子カルテネットワーク上で

接続されている。利用できる診療情報は診断名、

処方、注射、画像、各種所見、検査結果、医師

記録、看護記録、依頼書や報告書等の電子文書

等で診療連携に必要な医療情報を網羅している。

医師会主導で進められた取り組みであるため診

診連携（診療所と診療所間）および在宅医療に

おいて利用されている点が特徴である。 

 

4.2 わかしお医療ネットワーク 

千葉県山武医療圏の県立東金病院を中心とし

て診療所、保健所、調剤薬局、訪問看護ステー

ション等を接続し患者情報を共有している取り

組みである（2001 年から開始）。仕組みは県立

東金病院の電子カルテと連動した ASP 型の診

療支援システムを地域で共有するもので、県立

東金病院に保存されている患者基本情報、診察

所見、紹介状、処方内容、検体検査データ、画

像データ（CT、内視鏡、超音波、単純 X 線写

真、心電図）等が他の医療機関から閲覧と入力

が可能である。本システムの特徴は、糖尿病診

療において県立東金病院の専門医と診療所医師

との密な連携により地域全体の糖尿病診療の質

向上を目指している点である。 

4.3 K-MIX（かがわ遠隔医療ネットワーク） 

2003 年に遠隔診断システムサーバをデータセ

ンターへ設置し K-MIX（Kagawa Medical 

Internet eXchange）が誕生した。遠隔画像診断

が発展したシステムであるため、画像のアップ

ロードと専門医による遠隔画像診断あるいはコ

ンサルテーションが主体であったが、現在では

診療情報提供書や電子処方箋情報、地域連携ク

リティカルパス等へと対象を広げ、2006 年には

XML（J-MIX）を利用した電子カルテとデータ

センターサーバとの自動連携に取り組んでいる。 

 

4.4 あじさいネットワーク 

あじさいネットワークは、長崎県内主要 21

病院（情報提供病院）の診療情報を 200 医療機

関が患者の同意のもと利用できる国内最大級の

地域医療ネットワークである。2004 年 10 月の

運用開始から地域医療の現場で利用され、総対

象患者数は 22,350 名（2013 年 7 月 15 日時点）

であり、毎月 500 名弱の患者情報が新規に共有

されている。 

特徴は、病院側が許可するあらゆる診療情報

が利用できる点と利用者の会費収入だけでシス

テムを維持している点である。2009 年に長崎県

の最大都市である長崎市（人口約 45 万人）が

参加し、さらに 2012 年度には佐世保地区が参

加した。これにより長崎県全体を網羅するネッ

トワークが完成した。これまで、病診連携にお

ける診療所医師による病院カルテ閲覧利用が主

体であったが、医薬連携（連携薬剤師の入会に

より調剤薬局における服薬管理指導）、在宅医療

での展開、病病連携（拠点病院側においても病

院間でのシームレスな情報共有）も始まってい

る。一方、あじさいネットワークを医療・福祉

に特化した高セキュリティネットワーク基盤と

とらえ、離島医療支援システムおよび遠隔画像

診断システムが 2013 年 4 月より開始された。

今後は、周産期支援システム、TV 会議システ

ム、遠隔生涯教育システム、慢性疾患管理シス

テム等が予定されている。（図 4.11-1） 
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図 4.11-1 医療・介護・福祉・行政・教育の連携 

 

5．まとめ 

いくつかの実例を挙げて、地域医療連携の実

態を紹介した。これらの成功例と言われる例を

参考に我が国におけるモデルを設計し、各地域

が標準的なサービスと地域完結型医療体制に向

けて推進することが肝要と思われる。その際問

題となるのが、医療分野における個人情報の適

切な取扱いと、その活用である。また、地域に

根差した各種サービスの展開、医療の質の向上

を目指すべきであるが、各医療機関が ISMS の

精神を踏まえて、情報セキュリティレベルを一

定レベルに底上げする必要がある。 

 

参考文献 

松本武浩：新版医療情報第 2 版「医療情報システ

ム編」（5.4 地域医療ネットワークシステム），2013 
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4.12 救急救命と遠隔医療－モバイルテレメディシンシステム－ 

高橋 毅 

国立病院機構熊本医療センター 

 

4.12-1 システム構成図 

 

1．はじめに 

モバイルテレメディシンシステムは、救急車

で搬送中の患者の状況をリアルタイムに医療機

関に伝えることで、救急隊と医師間のより正確

な情報共有を支援し、病院到着までの救命処置

や病院側の治療準備、スタッフの召集といった

救命活動の向上に役立つシステムです。 

 

2．システムの概要 

本システムの構成図を図 4.12-1 に示します。

本システムは、救急車から患者の血圧・脈拍・

血中酸素濃度（SpO2）といったバイタルサイ

ン、心電図情報、車内に搭載したカメラからの

映像を携帯電話回線（FOMA）およびインター

ネット回線を利用して搬送先の病院へリアルタ

イムに伝送します。 

 

3．システムの基本構成 

本システムは、救急車に搭載する送信システ

ムと病院側の受信クライアント、それらを繋ぐ

中継サーバの組み合わせにより実現されます。 

次の特徴があります。 

(1) 病院では複数の救急車の状況が把握できます 

(2) 1 救急車の情報を複数の病院が把握でき、

地域医療の連携ができます 

(3) バイタルサイン、心電図、映像を携帯電話

回線 1 回線で行っています 

(4) 心電図情報をデータとして伝送することで、

病院と救急車内で同等の波形を表示します 

(5) 専用の受信端末を必要せず、汎用的なパソ

コンで受信できます。 

 

4．送信システム 

送信システムは、①伝送装置、②コントローラ、

③固定カメラ、④接写カメラ、⑤心電図から構成

されます。構成イメージを図 4.12-2に示します。 

 

図 4.12-2 送信システム構成 

 

① 伝送装置 

心電計やカメラから受け取った情報を暗号

化して、携帯電話回線を介して病院側の受

信システムへ送信します。伝送中の場合、

電波状態が悪い場所で回線が切断されても

自動的に再接続を行い、伝送を再開すると

いった伝送制御を行います。 

② コントローラ 

救急車から搬送先の病院を選択して接続／

 

 

 

図 0-1 
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切断を行います。伝送中はコントローラの

画面にカメラの映像を表示して病院の医師

が見ている映像を把握できます。また、伝

送の状態をステータスランプで通知します。 

③ 固定カメラ 

救急車内に固定して取り付けるカメラです。

主として天井部の後方に設置します。 

カメラの操作は、映像を受信している病院

側で医師が行うことができます。 

④ 接写カメラ 

救急車内に固定せず、車内で任意の位置を

映すことが可能です。固定カメラの位置か

ら見えにくい患部等を接写して映すことが

できます。 

⑤ 心電計 

患者の12誘導心電図情報およびバイタルサ

インを伝送装置に送信します。 

 

受信クライアントは、汎用的なパソコンから

中継サーバへログインすることで受信可能とな

ります。イメージを図 4.12-3 に示します。 

 

図 4.12-3 待受け画面 

 

救急車からの伝送が開始されると、画面上部

のサブウインドウにその情報が表示されます。

複数の救急車が搬送中で伝送を行っている場合、

サブウインドウに複数表示されます。接続中の

イメージを図 4.12-4 に示します。 

 

図 4.12-4 サブウインドウ 

 

自医療機関へ搬送される救急車の情報の場合、

自動的に患者の情報が表示されます。画面イメー

ジを図 4.12-5 に示します。 

 

 

図 4.12-5 受信中画面 

 

図 4.12-6 受信中画面 

 

固定カメラの映像は、受信クライアントから

操作が出来ます。2 種類のカメラは、必要に応

じて切替えて使用します。 

伝送が終了すると自動的に患者情報の表示が

消えて、サブウインドウだけの待受け状態に戻

ります。 

 

中継サーバは、救急車の送信システムからの

情報を受け取って、情報を病院の受信クライン

トへ適切に伝送します。サーバを中継すること

により、特定の受信クライアントに依存しない

利用が可能となります。 

 

本システムは、救急隊と病院の医師との意思疎

通の正確さを向上させる仕組みであり、ひいては

救命の一助となるシステムであると考えます。 
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4.13 遠隔医療と国際医療協力 

中島 直樹、清水 周次 

九州大学病院アジア遠隔医療開発センター 

 

1．はじめに 

遠隔医療に対して国際的な活動を視野に入れた

場合に、様々な可能性が広がる一方で、制約も生

じる。「医療の場」は医師が存在する国ではなく、

患者が存在する側の国で行われていると考えられ

る。従って、一定の例外を許容する国はあるもの

の、一般的には患者存在側の国の医師免許を持っ

ていなければ遠隔実診療は出来ない。 

しかしながら、遠隔医療と国際医療協力が相

容れないということでは全くない。今後の規制

緩和なども含めて多くの可能性があり進んでい

くであろう。2013 年の第 18 国際遠隔医療学会

でも国際医療協力セッションが設置されている。 

この項では、我々の約 10 年間の国際遠隔活

動を紹介し、今後の可能性について言及する。 

 

2．アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC） 

2-1 活動の経緯と実績 

2003 年に始まった九州大学病院の遠隔医療

活動は、アジア太平洋先進ネットワーク会議

（APAN）への参加（2004 年）、APAN 医療ワー

キンググループ設立（2005 年）、九州大学病院

の中央診療施設「アジア遠隔医療開発センター」

の設置（2008 年）、文部科学省特別プロジェク

ト実施（2010-15 年度）などを経て、これまで

に 10 年間活動してきた。 

 

図 4.13-1 10年間の TEMDECの活動実績 

現在までに 39ヵ国 238施設を接続し、378回の

イベントを達成している。このうち、日本の接続

施設は 69 施設であり日本国内においてもネット

ワークが広がっている（2013年 6月末現在）。 

活動の特徴は、学術研究ネットワークを用いて

高品質動画を国際的に相互配信する事によってシ

ステム導入費をかけずに参加できることであり、

このため発展途上国の参加障壁が低くなった。 

表 4.13-1 TEMDECの主たる活動内容 

 

表 4.13-1 に示すようにこれまでは、主として

遠隔医療教育・情報共有システムとして機能し

てきた。これらは日本や他の先進国からの発展

途上国への一方的な情報の配信ではなく、参加

国相互の有用な情報共有の場となっており、日

本も多くの情報や刺激を受けている。近年は日

本人医師や研究者の留学が減るなど国際志向の

減退が危惧されるが、例えば本活動では 5 年前

から医学生の早期体験学習として、ライブ手術

を見せたあとに術者や若手医師と英語で会話し

ており、英語習得や国際志向が刺激されると好

評である。 

 

図 4.13-2 医学部 2年生を対象とした医工学授業 
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現在標準的に動画送信に使用している遠隔医療

システムは用途や施設に応じて 3通り、A) H.323

（ポリコムなど）、B) DVTS、C) Vidyo（Web 会

議システム）である。その特徴や比較を表 4.13-2

に示す。その他にもDVTS よりもさらに高精細な

HDレベルの会議なども試みている。 

表 4.13-2 TEMEDCの遠隔医療システム間比較 

 

2-2 全国国立大学附属病院長会議の活動支援へ  

2012年度から将来像実現化ワーキンググルー

プ・国際化プロジェクトチームリーダを九州大

学が担当することとなり、全国 42 大学 45 病院

へとネットワーク・活動を正式に拡大すること

となった。今後、各大学病院の医師・技術者が

選出され、ネットワークへの接続が推進される

予定である。 

 

図 4.13-3 国際化プロジェクトチーム（PT）の 

推進方針と他 PTとの相互関連 

 

3．国際的な遠隔実診療・相談の実践の試み 

「はじめに」に述べたように、医師免許の制

約により、国境を跨いだ遠隔実診療は原則不可

であるが、医療行為を伴わない遠隔医療相談や、

遠隔実診療システムの構築の支援は可能である。 

九州大学病院では、国際医療連携室を 2004

年に設置して、外国人・日本人に関わらず海外

患者や国内の外国人患者の受け入れを推進して

きた。また、国立大学医療連携・退院支援関連

部門連絡協議会へ国際医療交流の促進を呼びか

け、2012 年からは国際患者受け入れの全国ネッ

トワークの事務局も行っている。海外から患者

を受け入れる際に発生しうる問題点として表

4.13-3 に示した。 

表 4.13-3 海外からの患者受け入れる際の問題点 

 

この中で、特に①-⑥は、海外の日本人よりも、

コミュニケーションが取りづらい外国人の場合

に多く生じる可能性がある。 

これらに対して TEMDEC では、来日前の遠

隔医療相談により①～⑤を、来日治療中の遠隔

医療通訳（つまり医療通訳を遠隔地から行う）

により⑥を、帰国後の遠隔医療相談により⑦の

解決を支援することを計画している。特に来日

前の医療相談に関しては、前述の全国ネットワー

ク事務局が設置したWebの患者受け入れ入力画

面（和・英・中国語可）からの入力データを閲

覧しながら遠隔医療システムを用いて遠隔医療

相談を行うことを検討しており、模擬患者に対

しての試行実験を行うなど、実際の遠隔医療相

談に備えている。 

 

図 4.13-4 模擬患者（中国武漢市在住）の協力によ

る Web入力をされた患者データを閲覧しながらの遠

隔医療相談実験（2013年 2月）
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5. 遠隔医療の課題と展望 

長谷川 高志 

群馬大学医学部附属病院 

 

1．概況 

遠隔医療の基盤整備は進み、情報通信技術や

医用デバイス技術（生体計測等）は十分に発達

した。遠隔医療の発展のために残された課題は、

医学的研究、教育システム、政策的展望の確立

の遅れである。これに付随する課題として、社

会の有識者の展望作りも遅れ、医療政策と産業

政策の混同なども起きている。 

日本で遠隔医療への取り組みが本格化したの

は 1990 年代前半で、それ以降、産業界が大き

く期待した割に発展が遅かったと考えられてい

る。多くの事業補助金が遠隔医療に割り当てら

れ研究は発展したが、期待より発展が遅いとの

議論や規制緩和の大合唱など、本質的ではない

議論に翻弄されている。また巨額の補助金を使っ

た割に成果が明らかではないとの批判も一部に

存在する。 

国際的に見れば、医療水準や医療アクセスの

良さ、広くない国土の日本で、遠隔医療のニー

ズは一見低いと思われる。しかし国際比較に意

味があるとは限らず、日本の狭い国土でもニー

ズは存在する。遠隔医療を日本の医療提供の中

にしっかりと位置づけ、医学としての発展手段

について展望を作りたい。 

 

2．政策的推進の不足 

遠隔医療は医師不足、医療提供の地域的偏在

を緩和する手段である。情報通信技術の活用に

より医療提供を効率化して、問題を緩和する取

り組みである。しかしながら政策的議論の大半

が診療報酬に集中している。「遠隔医療を持続す

る手段」として重要ではあるが、「遠隔医療で何

が出来るか、どんな利点があるか、社会でどの

ように役立てるか」の議論は不十分である。 

医療制度の枠組みとして遠隔医療を扱うべき

厚生労働省では、まだ医師不足時代の医療提供

体制への総合的観点は作り切れていない。いま

だに「医師が訪問すれば済むこと」との考え方

も少なくないと考えられる。 

他省庁では遠隔医療を「産業政策」に近い観

点で捉えることが多い。画像通信機器や情報機

器、ワイヤレス通信やブロードバンド通信の大

市場との期待が存在する。また地域振興策と考

える向きもある。医療制度としての遠隔医療が

確立していない限り、産業政策や地域振興策が

先んじて成立することは難しい。家電量販店に

遠隔医療機器を積み上げて、医師や患者が自由

に購入して自由に遠隔医療は進まない。医療政

策の規制が強いから、規制緩和が進めば遠隔医

療が進むとする意見もある。しかし不足してい

るのは規制緩和ではなくて、制度の確立である。

逆に規制緩和に頼ることは、機能している医療

政策に有害となる危険もある。 

遠隔医療は発展していないと言われるが、実

は国家的統計による実施件数は把握されていな

い。政策立案のための正確な情報が不足してい

ることも、今後の大きな課題である。遠隔医療

の医療政策の練り方がまだまだ不足している。 

 

3．診療報酬の不足 

遠隔医療の初期に確保した診療報酬が、今日

の医療とミスマッチを起こしている。それが遠

隔医療に新たな診療報酬を加える際の障害と

なっている側面はある。また後述の臨床研究の

不足によるエビデンス不足により、診療報酬を

設けることの進みが鈍い。臨床研究や社会医学

研究の発展による改善を期待したい。 

医療アクセス改善への総合戦略も必要と考え

られる。研究者が自分の研究成果に診療報酬を

求めるだけでは社会全体の進む道は洞察できな

い。診療報酬に内在する、今後の医療の流れを

決める力として、遠隔医療を定位することを期

待する。 
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4．臨床医学研究の不足 

遠隔医療の初期は、情報通信機器と通信サー

ビスの技術水準の低さやコストの高さが大きな

課題だった。その影響で工学技術の研究が遠隔

医療の推進力と考えられていた時代が続いた。

逆に技術水準の不足により、有効性や安全性を

定量的に検証する臨床的研究が進まなかった。

「エビデンスの収集を」と主張する人も多かった

が、「臨床的研究デザイン」を知らない人々が研

究者にも多く、不完全な研究デザインの元で、

価値の薄いエビデンス研究を行ったなどの混乱

も少なくなかった。今後は遠隔医療も、医薬品

の治験と同等の手法で進めなければならない研

究対象である。また、これまで手をつけなかっ

た各専門領域の臨床研究者が、遠隔医療研究の

世界に入ることを期待したい。 

 

5．社会医学研究の不足 

診療報酬のミスマッチ、医療アクセスの改善

などは、臨床的医学と異なるが、医療を専門と

しなければ解決できない課題である。社会保障

制度と医療財源、診療報酬制度は、とても緻密

で深い内容を持つものである。不適切な診療報

酬項目を付与することで、遠隔医療の発展の可

能性を阻害することもあり得る。医療アクセス

のあり方を定量的に研究することも重要である。

医師不足と言っても、どこでも遠隔医療のニー

ズが明らかとは限らない。代替手段による医療

アクセスの改善もあり得る。医療提供手段とし

ての遠隔医療の研究、遠隔医療の病院経営学な

ども考えるべき課題である。そのための研究者

も非常に不足している。 

医学研究は、基礎医学、臨床医学、社会医学

の三系統から成り立つ。まだ遠隔医療による基

礎医学の必要性は顕在化していないが、臨床医

学と同様に社会医学の強化が重要であることを、

社会全体で理解していただきたい。 

 

6．教育システムの不足 

臨床医学の研究の不足の直接の結果として、

医学教育の中に遠隔医療は存在しない。教えら

れない医療手段を若い医師が活用できるはずが

ない。遠隔医療の手法を、医師を目指す若い人々、

看護師を目指す若い人々、その他遠隔医療に関

わる医療職種の若い人々に伝えることが重要で

ある。 

これから医師や看護師になる若い人々だけで

無く、現在すでに各地域で医療に取り組んでい

る医療者への教育も欠かせない。 

日本遠隔医療学会では 2013 年 3 月に在宅医

療の中でテレビ電話診療を行う手法について、

教科書を編纂した。このような活動のさらなる

発展が望まれる。 

 

7．まとめ 

遠隔医療は、ブロードバンド通信やコンピュー

タ技術などの技術志向の研究開発で推進すべき

時代から脱却して、正統な臨床研究や社会医学

研究により推進すべき時代が到来している。社

会の指導層にある人々に、このような知識や情

報を広めていきたい。 
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6. ガイドライン 

長谷川 高志 

群馬大学医学部附属病院 

 

1．背景 

臨床ガイドラインとは、臨床現場での適切な

医療を支えるために、診断・治療・予後や診療

の根拠、手順や適用対象などを示すものである。

専門学会が組織的な製作と公開することが望ま

しい。また EBM（根拠に基づく医療）のツー

ルとして重要である。そこから発展して、診療

報酬化の際に、当該医療行為の適切さを示すた

めにガイドライン整備が望まれている。しかし

ながら遠隔医療に関する臨床研究は少なく、ガ

イドラインの整備は道半ばである。 

 

2．遠隔医療のガイドラインの必要性 

遠隔医療の普及にはガイドラインが欠かせな

い最大の理由は、遠隔医療の教育の場が著しく

不足していることである。遠隔医療の研究を進

める大学でさえ、教育は不十分である。テレラ

ジオロジーおよびテレパソロジーの場合は、画

像診断として、院内業務と共通な手法が多く、

各医局での経験の蓄積が可能である。しかしテ

レビ電話診療を在宅医療に用いるケースや、生

体計測のモニタリングでは、実施施設も少なく、

教育の場がほとんど存在しない。手法の研究や

発展も厳しい状況にある。そこで診療のための

知識として、①対象患者、②提供してはいけな

い患者、③診療手法、④効果、⑤安全性や有効

性の実証に関する知識を、これから取り組む医

師に広めることが欠かせない。この知識こそ、

ガイドラインそのものである。 

 

3．ガイドラインの現状 

遠隔医療のガイドラインとして専門学会が作

成したものには、下記の 3 つがある。またガイ

ドラインに準ずるものが一つある。 

① 在宅患者への遠隔診療の指針（日本遠隔医

療学会） 

② テレラジオロジーガイドライン（日本医学

放射線学会） 

③ テレパソロジーガイドライン、テレサイト

ロジーガイドライン（日本テレパソロジー・

バーチャルマイクロスコピー研究会） 

④ 医の倫理（遠隔医療）（日本医師会、内容は

日本遠隔医療学会執筆） 

 

②と③は診断のガイドラインであり、特定疾

患や特定診療手法向けではない。①は在宅医療

に特化したもので、テレビ電話診療全般のもの、

もしくは通信技術に対するものではない。④は

遠隔医療の根源的問題に関するものである。①

と④については、別項で詳しく解説する。 

一方で疾患別や診療手法別のガイドラインで

学会として組織的に作られたものは無い。部位

や疾患別の遠隔医療が進んでいないためである。

今後は、疾患別もしくは部位別の遠隔医療の診

療ガイドラインを各臨床系学会で取り組むこと

が望まれる。それは、各疾患の遠隔医療のエビ

デンスを求める研究の発展を期待するものであ

り、また診療報酬化など、社会制度の発展を促

すものでもある。 

 

4．在宅患者への遠隔医療の指針 

日本遠隔医療学会が取りまとめて、2011 年 3

月に公開した。これは厚生労働省が 2011 年 3

月 31 日に遠隔診療に関する医師法解釈通知の

改正版を発行したことに呼応したものである。

厚労省から通知が発行されても、遠隔診療の手

法を示す情報が無ければ、多くの医療者が取り

組めず、通知が効力を発揮できないために、時

期を合わせて公開した。 

この指針の要点は Fig.1 に示される通り、遠

隔診療をテレビ電話により行う、医師（診療所）

対患者と訪問看護師（患者宅）の間で行う、医

師の診察は遠隔医療によるものと訪問診療を交

互に行うことを求めていることである。これは
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日本遠隔医療学会と密接な関係にある厚生労働

科学研究費補助金研究班によるテレビ電話診療

のエビデンスの研究成果を受けたものである。 

 

 

図 6-1 指針の主要サイクル図（日本語のみ） 

 

日本遠隔医療学会では、このガイドラインの

他にも臨床ガイドラインを開発することを検討

している。ただし対象疾病別に専門の臨床系学

会と共同で作る必要があることから、各学会と

の関係強化に乗り出している。 

 

5．医の倫理 

遠隔医療は、新しい医療提供スタイルである。

そのため“遠隔医療の常識”が社会的に確立し

てなく、倫理的に許されない医療行為を知らず

知らずに行う危険性がある。その一因は、遠隔

医療が効率化手段であることに起因する。通院

できない患者に提供することは大きな利点だが、

患者が医師に対面せずとも投薬を受けるなどの

モラルハザードに陥ることが考えられる。これ

は患者側のモラルの問題もあるし、医師側が外

来診療の負担回避のために患者を遠ざけるとい

うモラル低下もありうる。診察せずに投薬する

危険な行為となる恐れも高い。他にも「離れて

いても、対面せずとも医療提供できる」ことか

ら、様々なモラルハザードを起こすことがあり

うる。 

危険を冒すことも起こりうる。研究段階で、

必要な時点での介入が遅れる、もしくは不足す

る危険性である。遠隔医療による有害事象の発

生は、発展途上の遠隔医療への信用を崩し、今

後の発展への大きな足かせになりうる。 

これらへの警鐘として、2013 年春に日本医師

会のホームページの「医の倫理」の中に「遠隔

医療」の項をもうけることができた。遠隔医療

は各専門領域毎に広範なものだが、倫理に関す

るガイドラインは、その背後の基本である。 

 

6．まとめ 

日本の遠隔医療のガイドラインの整備は始

まったばかりと言える。各診療手段のエビデン

スを得ると同時にガイドライン作りも推進して

ゆきたい。 
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