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世界においてスマートフォンや IoT、AI を⽤いた医療・ヘルスケアサービスの活⽤が拡
がりをみせている。こうした中で我々IT ヘルスケア学会 移動体通信端末の医療応⽤に関す
る分科会では昨年 11 ⽉に、オンライン診療をめぐる国内外の最新動向をテーマにした「モ
バイルヘルスシンポジウム 2019」を開催し、わが国における医療・ヘルスケア ICT の活⽤
推進に向けたディスカッションを⾏った。議論の中⼼となったのは、わが国における国⺠の
医療・健康増進に資する、より効果的な ICT 利活⽤のあり⽅についてであった。特にオン
ライン診療をめぐる様々な規制・制約条件について、医療関係者の⽴場、利⽤者の⽴場の両
⽅の視点からどのように緩和を⽬指すべきかを海外事例も参考にしながら議論した。この
成果は政策提案として取りまとめ、2020 年 1 ⽉に公表させていただいた。
⼀⽅、わが国の医療・ヘルスケアにおいて、ICT を定着させていくにはまだまだ時間が掛
かるだろうと考えていたところ、世界中に蔓延した新型コロナウイルス感染症の影響によ
りわが国でもオンライン診療の時限的規制緩和措置1（以下、時限措置）が⾏われるなど、
想定外に ICT の利活⽤が急速に進み始めた。
新型コロナウイルス感染症が社会に与えた影響は計り知れないが、テレワークの普及は
もとより、ICT の積極的な活⽤が社会の中で⼀気に進み始めている。医療・ヘルスケア領域
においても、オンライン診療の活⽤が急速に拡がりをみせている⼀⽅で、診療報酬上の評価
が伴っていないなど課題も出ている。
こうした社会動向を踏まえ、
さる 9 ⽉ 12 ⽇、
13 ⽇に
「モバイルヘルスシンポジウム 2020」
を開催し、“医療・ヘルスケア ICT の社会実装と課題”という観点から、オンライン診療を
はじめとする医療・ヘルスケア ICT の先端分野に取り組まれている⽅々や、そうした⽅々
を技術で⽀えるためのサービス等に関わる企業等よりご講演いただいたほか、パネルディ
スカッションで議論を深めた。
わが国における社会情勢も鑑み、積極的なテクノロジーの活⽤を踏まえた国⺠の健康に
資する医療サービスの発展のために、
「モバイルヘルスシンポジウム 2020」での議論も踏ま
え、新たに以下のとおり学会としての考え⽅を取りまとめた。
1. 総論
新型コロナウイルスの感染拡⼤を契機として、ICT を積極的に活⽤した新たな⽣活様式
が様々な分野で模索されている。医療分野についても、医療従事者・保険者・患者等、関係
者の多様な意⾒を勘案しながら、より適切な医療の提供・受療⾏動を⽬指して変⾰していく
べきと考える。
特に、情報通信機器を⽤いた診療については、今般の時限措置下での実施状況やその効
果を踏まえ、政府に対しては積極的な規制緩和と推進を図っていただきたいと考える。
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令和 2 年 4 ⽉ 10 ⽇厚⽣労働省通知「新型コロナウイルス感染拡⼤に際しての電話や情報通信機器を⽤
いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」等

2. 情報通信機器を⽤いた初診について
前述の時限措置の⼀つとして、⼀定の要件の下、初診から電話や情報通信機器を⽤いて
診断や処⽅をすることが可能となった。この時限措置に先⽴ち、令和 2 年４⽉２⽇の第９
回オンライン診療の適切な実施に関する指針の⾒直しに関する検討会（厚⽣労働省）では、
初診オンライン診療のケースを 4 つに分類し、論点を整理していた（下図）
。

（第９回オンライン診療の適切な実施に関する指針の⾒直しに関する検討会資料 抜粋）

結果として時限措置では、すべてのケースにおいて初診から電話や情報通信機器を⽤い
た診療が認められた。そして、令和２年８⽉６⽇の同検討会では、同年４〜６⽉の電話・オ
ンライン診療の実績が検証されたが、特に安全性の⾯で⼤きな有害事象は報告されていな
い。この 4 つのケースのうち、ケース 3 の場合は慎重に対応する必要があるという意⾒も
あったが、実際に運⽤されてみると⼤きなトラブルは発⽣しておらず、その実施にあたって
留意すべき点（例えば、全くの初診では電話ではなく動画を⽤いるべきではないか、等）を
引き続き検討しつつ、感染症のリスクが低減できるといった医師・患者双⽅の利点に加え、
適切なタイミングでの受診に繋がる患者側のニーズを踏まえて感染症流⾏下に限らない規
制の緩和を検討してくべきと考える。
3. 疾患の種類による制限について
平時の保険診療においては、オンライン診療料の対象となる疾患は、その対象が特定の
管理料の算定対象となる患者であること等により制限されている。時限措置では、その疾患
の種類によらず医師の判断により、情報通信機器を⽤いた診療や処⽅が可能となった。先述
の４〜６⽉の電話・オンライン診療実績によれば、湿疹やアレルギー性⿐炎などといった、

現⾏のオンライン診療料の対象ではない症状・疾患についても多く電話・オンライン診療が
活⽤されており、そのニーズの⾼さを⾒て取ることができる。
また、厚⽣労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」においては、疾患別の
制限ではなく、医師が都度オンライン診療の実施可否を判断し、必要な場合は速やかに対⾯
診療に切り替えること等を求めることによって、安全性が担保されている。オンライン診療
料算定上の疾患制限によって、先述のニーズが満たせていないことに加え、当指針によって
安全性と妥当性が担保されている以上、診療報酬上の算定要件においても疾患の種類によ
る制限は撤廃すべきである。
4. 情報通信機器を⽤いた服薬指導について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「改正薬機
法」という。
）第９条の３に係る改正内容について、本年９⽉１⽇から施⾏することとされ、
オンライン服薬指導が全国で認められることとなった。改正薬機法では、薬剤師と患者の間
での信頼関係を築いておく必要があるとして、あらかじめの対⾯による服薬指導が義務付
けられている。⼀⽅で時限措置では、初診から電話・オンライン診療が可能になったことに
より、当該薬剤師と患者との対⾯での服薬指導がなくとも初回からオンライン服薬指導が
可能となった。
オンライン服薬指導の実施状況は全国的に⾒てもまだごく⼀部に留まっているため、オ
ンライン服薬指導については今後も議論は続けていく必要があるが、オンライン診療とオ
ンライン服薬指導は⼀体的に規制緩和を進めていかなければ、双⽅ともに利便性の低いも
のとなってしまう。特にオンライン診療が初診から認められるのであれば、⼀気通貫の医療
サービス実現のためにはオンライン服薬指導も初診から認められるべきである。
また、改正薬機法では、対⾯診療で交付された処⽅箋に基づきオンライン服薬指導を⾏
うことは認められていないが、この制限により、オンライン診療の利⽤率がオンライン服薬
指導普及のボトルネックとなる可能性がある。対⾯診療を要する場合と対⾯服薬指導を要
する場合は必ずしも⼀致しないと考えられることや、⾼い専⾨性を持った遠⽅の薬剤師か
らの服薬指導を受けたいという需要も⼀定程度あると考えられること等から、この制限に
ついても⾒直すべきと考える。

ü 事前の対⾯服薬指導が必要
ü 対⾯診療→オンライン服薬
指導は不可
ü 電話は不可
（第 10 回オンライン診療の適切な実施に関する指針の⾒直しに関する検討会資料を基に⼀部更新）

5. 診療報酬について
時限措置では、初診からの電話・オンライン診療が認められたことに伴い、保険診療上
の点数も定められた。また、情報通信機器を⽤いた場合の診療報酬点数が平時に⽐べて引き
上げられたが、対⾯診療に⽐べると低いことには変わりがない。
（対⾯診療時の例：
（診療所
の場合）特定疾患療養管理料 225 点、⼩児科療養指導料 270 点 等）

（第 10 回オンライン診療の適切な実施に関する指針の⾒直しに関する検討会資料）

この点について、オンライン診療に係る診療報酬を引き上げなければ、医療機関側にオ
ンライン診療を⾏うインセンティブが無いためにオンライン診療⾃体が普及しないという
意⾒や、そもそもコロナ禍において患者が通院を避ける傾向にある中で、オンライン診療の
報酬が低いままでは病院経営が成り⽴たないという意⾒がある。また、オンライン診療の点
数を引き上げ、医療アクセスを向上させることで重症化予防に繋がり、医療費の適切な配分
に資するという考えもある。
上記を踏まえ、オンライン診療の報酬は各管理料や外来管理加算の有無等も含めて対⾯
診療と同等にするべきと考える。
⼀⽅で、医療の質、得られる情報量から考えれば、触診や聴診等が可能な対⾯診療と、
それらができず得られる情報に制約があるオンライン診療とでは、診療報酬点数に差があ
るべきという意⾒もあるが、実際にはオンライン診療に対応している医師は必要な情報を
集めるためにかなりの労⼒をかけており、臨床経験を総動員している。診療報酬上、オンラ
インと対⾯を全く同等に評価することが困難だとしても、患者個別の診療報酬とは別に、医
療機関毎のオンライン診療の実績に基づいて何らかの報酬で対応することも考えられる。
その他、⼿術の際に⿇酔の術前評価をオンライン診療により⾏うケース2が欧⽶で実⽤化
されている。⽇本でも今後導⼊されていくことが想定され、この場合の診療報酬の扱いにつ
いても今後検討されていくことを期待したい。
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6. オンライン診療システムの導⼊や健康医療相談サービスの普及拡⼤に係る政府の補助
⾦施策等の充実
(1)オンライン診療システム
オンライン診療は、医師・患者にとっての使いやすさを重視して汎⽤的なビデオ通話サ
ービス上で⾏われる場合もあるが、専⽤のオンライン診療システムを導⼊する場合には、初
期費⽤や使⽤料が掛かる場合が多い。オンライン診療の報酬が対⾯診療と⽐べて低く設定
されている中で、さらにオンライン診療システムを導⼊する経費が必要となれば、オンライ
ン診療の実施をためらう医療機関が出てくることも必然である3。
⼀部の⾃治体では、医療機関がオンライン診療システムを導⼊する際に掛かる医療機関
の経費に対して補助⾦を出す動きも出ているところ、患者の医療アクセスを向上させるオ
ンライン診療の普及のためには、そういった補助⾦施策も有効ではないかと考える。併せて、
スムーズなオンライン診療や調剤の実現のためには医療機関や薬局におけるキャッシュレ
ス決済の導⼊が不可⽋といえる。規模の⼩さい診療所や薬局ではキャッシュレス決済導⼊
への費⽤負担は重く、医療機関や薬局におけるキャッシュレス決済の導⼊に対しても補助
⾦施策を要望したい。
(2)健康相談
近年、スマートフォンの普及に伴い、⼿軽に専⾨家に健康相談ができるサービスが出て
きている。新型コロナウイルス対応においても、経済産業省が無料の健康相談窓⼝を設置し
たほか、企業や⾃治体が職員や住⺠のために健康相談サービスを導⼊するなど、その需要は
増加している。オンライン診療の普及を図りつつ、増え続ける医療費を適切に配分していく
ためには、診療が必要となる⼿前の段階でこうした健康相談を⼀般化させ、重症化を予防し
たり、適切なタイミングでの受診に繋げたりすることも重要である。このような健康相談事
業についても、その普及・推進のための導⼊補助⾦等の推進施策を検討していただきたいと
考える。
なお、上記(1)(2)の補助⾦施策については、単なるばらまきとならないよう、実際の医療
機関毎の利⽤実績による評価も併せて⾏う必要があると考える。
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厚⽣労働省の「平成 30 年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和元年度調査）
」においても、
「治療上の必要性のため、オンライン診療の適⽤となりえるが実施していない患者」にオンライン診療を
実施しない理由として、
「オンライン診療に⽤いる機器やシステムの導⼊・運⽤コストが⾼いため」と回
答した割合が、病院では 54.5％、診療所では 27.1％となっている。また、新型コロナウイルス流⾏後に
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が⾏った調査「
「コロナ禍での国内医療機
関への通院状況・オンライン診療の活⽤状況」に関するアンケート調査結果」では、医療機関のデジタル
化における懸念事項として「導⼊コスト・運⽤コスト」が最も多く、約 82％の医療機関に挙げられてい
る。

7. おわりに
オンライン診療や電⼦処⽅箋等の推進は、医療従事者や患者らの選択肢を増やし、医療分
野におけるデータ利活⽤にも資するものである。また政府は「政府情報システムにおけるク
ラウドサービスの利⽤に係る基本⽅針」においてクラウド・バイ・デフォルト原則を掲げて
いる。医療機関においてもクラウド化／オンライン化を推進することにより、より適切な医
療の提供や受療⾏動につなげられるはずである。併せて、今後医療アプリケーションを医療
機器として⽤いるソフトウェア・アズ・メディカル・デバイス（SaMD）の発展も期待され
ており、我が国も医療における ICT 化に積極的に取り組んでいくべきである。
オンライン診療およびオンライン服薬指導の普及やそれらの品質向上には医療関係者の
議論にとどまらず、ICT 専⾨家およびソリューションプロバイダーとの⼆⼈三脚が必要で
ある。当学会は医療関係者に加え、こうした関係者が参画し、お互いの⽴場を尊重しながら
議論を深めている組織である。また、広く⼀般市⺠においてもオンライン診療に対する適切
な理解（オンライン診療のメリット、デメリット、その限界、責任の所在など）が重要であ
る。国の指針のもとで適切な情報提供や啓発活動を⾏なっていく必要があり、この部分も当
学会が成果を発揮できる部分であると考える。当学会では昨年から、とくにオンライン診療
に焦点を当て、わが国における医療・ヘルスケア ICT の活⽤推進に向けた議論を進めてき
た。コロナ禍において改めてオンライン診療が注⽬され、その運⽤について改⾰が加速して
いるが、政府や厚⽣労働省の考え⽅は当学会のこれまでの議論や⽅向性とも⼀致するもの
であり、学会としてはそれらの動きに賛同するとともに、さらなる検討と早期実現を望むも
のである。
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