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【議題２】 

 

 

 

横断的事項（その２）について 
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【説明】横断的事項（その２）について 

 

 

 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

次に、「横断事項（その２）」を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、事務局のほ

うより説明のほうをお願いいたします。では医療課長、よろしくお願いいたします。 

 

〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長 

はい。そうしましたら、「横断的事項（その２）」ということで、「ＩＣＴの利活用、情報共有・連携」につ

きましてご議論いただきたいというふうに思っております｡ 

本日は「横断的事項（その２）」ということで、２つに分けて整理をさせていただきました。１つ目は、医

療におけるＩＣＴの利活用について、「患者の診療等における利活用」と「カンファレンス等における利活用」、

この２つでございます。 

また、２つ目の情報共有・連携について、栄養管理に関する退院時の情報提供、これを本日整理をさせてい

ただきました。 
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まず、３コマ目を見ていただきたいというふうに思います。まず、オンライン診療の実施状況から整理をさ

せていただいております。 

 

 

 

オンライン診療につきましては、４コマ目にありますとおり、平成 30 年にオンライン診療料を新設をして

おります。その内容がそこに付いております。 
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５コマ目でございます。そこに、下段にですね、オンライン診療料等の算定の回数というのを付けてござい

ます。 

徐々に伸びてきておりまして、現在、月当たり 100 程度でございます。 
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次に６コマ目でございます。検証調査の結果を速報値という形でお示しをしたいと思います。 

この検証調査につきましては、すいません、そこの６コマ目の下に小さく書かせていただいております。オ

ンライン診療料の届出施設 1,281 施設と、未届施設、要するに届けていない施設の 1,000施設について、お尋

ねをしております。 

また、それぞれ１施設当たり、それぞれ約５名の患者を対象として患者調査を行っているという状況でござ

います。 

オンライン診療を行っている患者数というのは、そこにありますように、病院では、保険診療で行っている

患者数は 4.9、保険診療以外で行っている患者数 2.1 というような回答を頂いております。 

診療所については、保険診療で行っている患者数 2.8、保険診療以外で行なっている患者数 0.9 という返事

を頂いているところでございます。 
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７コマ目を見ていただければと思います。治療上の必要性のためオンライン診療の適用となり得るが、実施

していない患者について、ご質問をさせていただいております。 

そのような患者がいると回答したのが約３割。そして、実施しない理由というのを併せて聞いております。

一番多いのは、そこにありますように、「患者の希望がないため」という返事でございます。 
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続いて８コマ目でございます。適応となり得るが実施していない患者のうち、報酬要件を満たせないため算

定できないと回答された患者さまにつきまして、満たせない要件ごとの患者数を出したものでございまして、

最も多いのは「緊急時に概ね 30 分以内に対面診療が可能であること」という要件でございました。 
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続きまして、９コマ目から 10 コマ目でございますが、これはオンライン診療に対する考え、施設に対して、

その考え方、どのような考えを持っているのかということをお尋ねしております。 

そこにありますように、「対面診療が原則である」とか、「オンライン診療では十分な診察を行うことができ

ない」とか、「オンライン診療に適した状態の患者は少ない」というような回答……、質問につきましては、

それぞれ、おおむね「そう思う」という回答が多かったという結果を得ております。 
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 10 コマ目でございます。また、併せてですね、人数ですとか、システムの操作が難しいかどうか、それか

らコストが高いかどうか、それからメリットや手間がコストに見合わないかどうか、そういったことについて

もお尋ねをしております。病院・診療所共に「そう思う」という回答が多いという結果でございました。 
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 11 コマ目でございます。この考えにつきまして、実施施設と未実施施設について聞いております。 

そうしますと、おおむね実施施設の方が未実施施設よりも「そう思わない」という割合が多いという結果を

得ております。 
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続きまして、12 コマ目でございます。オンライン診療を受けた患者さまの状況でございまして、受診経験

の……、オンライン診療を受けた経験のある患者さんは約１割という回答でございました……の割合でござい

ました。 

全体の年齢について見ておりますが、全体の年齢は約 40 代にピークがございますけれども、「受診経験有り」

の方を見ますと、50 代に山があるということが分かるかと思います。 

また、医療機関への片道の移動時間を見ますと、「受診経験有り」のほうが約 52 分、「受診経験無し」のほ

うは約 22 分でありまして、オンライン診療を受けている方のほうが通院時間が長いというのが分かるかと思

います。 

 



 

100 
 

 

 

続きまして、13 コマ目でございますが、オンライン診療を受けた患者の状況でございます。 

保険診療として受けた患者が 85.1％。自由診療として受けた患者が 3.4％。オンライン診療を行うことを決

定する際に医療機関から説明を受けたかについては、「受けた」が 87.4％、「受けなかった」が 5.7％というお

答えを得ているところでございます。 
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続きまして、14 コマ目でございます。オンライン診療を受けて感じたことということを聞いております。

14 ページのほうの設問でございますけれども、「十分な診察を受けられないと感じた」とか、「コミュニケー

ションを十分に取れないと感じた」とか、「スムーズに進まなかったかどうか」、「使い方が難しかったかどう

か」ということを聞いております。 

それぞれ、「そう思わない」の割合のほうが多いということでございますが、 
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15 コマ目のほうでございますが、これは利便性の関係でございますが、「自分の都合に合わせられたのか」

とか、「待ち時間が減ったか」とか、「メリットがあると感じたかどうか」といったようなことを聞いておりま

すと、これにつきましては、「そう思う」の割合のほうが多いという結果でございました。 

 



103  

 

 

今後の受診に対する考え方。これは受診歴のある・なしでお尋ねをしております。 

そうしますと、「受診経験有り」の患者は「できるだけオンライン診療を受けたい」が多く、「受診経験無し」

の患者は「できるだけ対面診療を受けたい」という返事を頂いております。 
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それから 17 コマ目でございます。オンライン診療を受けたことがない理由、受診経験がない方にお尋ねを

しておりますと、「できるだけ対面診療を受けたいから」ということが一番多く、続いて「医師からオンライ

ン診療を提案されたことがないため」が多いということでございました。 
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18 コマ目以降は、今度は医療資源の少ない地域における利活用について資料を整理しております。 

 

 

 

まず、19 コマ目でございますが、下の囲みにありますように、「第１ラウンド」の議論で、下線部のような

ご意見を頂いております。 

「ＩＣＴ の活用は医療資源の少ないところでこそ生かせるのではないか」、また「へき地とそれ以外で丁寧

に要件を設定することが必要ではないか」というご意見を頂いておるところでございます。 
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20 コマ目でございます。これは医療資源の少ない地域の医療施設に対してヒアリング調査を行ったところ

の回答でございます。下線部のような意見、「ＩＣＴによる連携をしている」とかですとか、「遠隔診療の導入

を予定している」、それから「ＩＣＴを用いた画像情報の連携を実施している」などの返事をいただいている

ところでございます。 
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21 コマ目でございます。医療資源の少ない地域における実施状況、それから医療資源の少ない地域に所在

します医療機関のほうを見ていただきますと、若干でございますが、オンライン診療料の「届出あり」や、オ

ンライン診療の「実施あり」の割合がやや高いという状況にあることが分かるかと思います。 
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22 コマ目は、これは医政局のほうで取りまとめられました指針の中のものでございますが、離島・へき地

に係る指針の記載をそこに載せております。 

まず、７月の改定で新たに入りましたところで、初診は対面診療が原則であるが、そこに「ただし」という

所でございまして、離島・へき地などの医療機関が少ない地域で「当該医療機関の患者の診療継続が困難とな

る場合」においては、あらかじめ情報共有等、患者の同意を得ることを前提に、他の医療機関の医師が初診か

らオンラインを行うことも可というふうにされております。 
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23 コマ目は、オンライン診療を行う際の医師の所在について整理をしたところでございまして、これは総

合特区のほうで実施されていて、また提案があった内容でございます。 

上の段を見ていただきますと、上の段の中ほど、「へき地医療拠点病院」に、県立の中央病院からドクター

が来ております。 

ここは往復４時間かかるというような「へき地医療拠点病院」ですが、そこに月に１回、診療支援を行って

いるというようなケースでございます。 

このような場合に、普段、診療支援を行っている医師が派遣元の医療機関からオンラインを実施しようとし

ても、この場合はオンライン診療料は算定できないということでございまして、こういうケースについて認め

られないかということで、やれないかということで総合特区における実証というか、そういうことが行われて

いるということでございます。 
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24 コマ目でございます。医師の所在に関する指針の記載、現在においてはそこにありますように、指針に

おいて医師は患者の心身の状態を把握するのに適した環境で行うこと、医療機関に所属し、その所属を明らか

にしていること、というふうにされているところでございます。 
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 続きまして、「在宅医療における利活用」についての整理でございます。 

 

  

 

26 コマ目は在宅時医学総合管理料のオンライン在宅管理料。算定回数も下に付けておりますけれども、少

しずつ伸びているかというふうに思います。 
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27 コマ目でございますが、患者が満たせない要件、いわゆる治療による必要性のためオンライン診療の適

応となり得るが、「診療報酬の要件を満たせないために算定できない患者」、これを在宅で見ておりますと、そ

こにありますように、「⑦ オンライン在宅管理料が在宅時医学総合管理料の月１回訪問診療を行っている場合

に限った加算であること」という回答が一定数ありましたということでございます。 
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28 コマ目でございますが、この在宅診療におけるオンラインの活用に関する指針においてはですね、そこ

にありますように、在宅診療においてチーム診療を行う場合等においては、全ての医師が直接の対面診療を行

っていなくても、チームの医師が交代でオンライン診療を行っているというふうにされておるというところで

ございます。 
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続きまして、個別の診療（ママ）領域における利活用について整理をさせていただいております。 

 

 

 

30 コマ目がこれはかつて４月の 24 日に中医協の資料に出させていただきましたように、生活習慣病につき

ましては、重症化予防のために早期介入、継続が大事ということでございます。 
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31 コマ目。これは同じ時に出させていただいた資料でございますが、生活習慣病については初診時に自覚

症状がない患者も多く、自覚症状がない患者は受診までの日数も長いと。 

また、自覚症状のない患者というのは健康診断で指摘されて受診するというケースが非常に多いということ

が分かるかと思います。 
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32 コマ目でございます。 

生活習慣病患者が初診までに要した時間というのを整理させていただいてます。 

生活習慣病患者は、自覚症状があった場合でも初診までに時間を要しているケースがございます。これを右

図で示しております。 

例えば、初診まで１週間以上かかった患者について理由を見ますと、「医療機関にかかるほどでも無いと思

った」とか、「受診する時間が作れなかったから」ということが多いということでございます。 
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また 33 コマ目。生活習慣病患者の定期的な通院についてでございます。 

生活習慣病患者は自覚症状がないが、医師等から定期通院が必要と言われた場合の、そこにありますように、

自覚症状があった上で医師から定期通院が必要と言われた場合も「治療を受ける必要性を感じない」や、「ど

ちらとも言えない」が一定数いると。 

また、生活習慣病患者に「無理なく定期的に通院できる頻度」を聞くと、２カ月から３カ月に１回程度が多

く、その次に１カ月に１回程度が多いというような状況でございました。 
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34 コマ目でございますが、総務省の実証研究でございます。 

これは勤労世代の糖尿病患者に、対面診療とオンライン診療を組み合わせる形で、愛知県名古屋市のほうで

実証実験が行われております。 
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35 コマ目でございますが、実証後のアンケートをまとめたものでございます。 

左の図、オンライン診療を受診してからの、後の感想を見ますと、「計画的な治療予定が組めた（継続しや

すかった）」というような回答や、「時間を効率的に使えた」に対して、「とてもそう思う」、これは赤で示して

おりますが、（とてもそう思う）が多かった。 

不満点・懸念点を見ますと、「特にない」という返事を頂いているというアンケート調査結果でございまし

た。 
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36 コマ目でございますが、これは対面診療と比較した満足度を見ますと、「対面診療と変わらない」という

のがオレンジ色でございまして、（対面診療と変わらない）が多く、今後のオンライン診療の継続意向を見ま

すと、この頻度で、月１回程度で継続したいという方が多いということが見えるかと思います。 
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続きまして、難病領域におけるオンライン診療の活用ということでございます。 

これはＨＴＬＶ－１関連脊髄症、通称「ＨＡＭ」と言われている患者さんに、オンライン診療の受診意向を

聞いたところでございますと、「受けたい」という方が 45％。受けたい理由を見ますと、「病院に行く手間が

省けるから」が多いという状況でございます。 

他方、受けたくない理由を見ますと、「実際に医師と直接話したいから」という返事が多いということでご

ざいます。 
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38 コマ目でございます。専門的な医療機関を受診する患者につきましてでございます。 

通院中の医療機関の選択理由が「自分の疾患の専門医だから」や、「医師から紹介されたから」である患者

は通院に１時間以上かけている割合が非常に多いということがわかります。 

それらの患者がオンライン診療に期待することを聞きますと、「遠方の専門医による診察を受けることがで

きそうだから」が約３割というふうになっております。 
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39 コマ目でございますが、「その他の事項」として、事前の対面診療に関する指針の記載を求めております

が、指針では、日頃より対面診療を重ねている等、医師と患者に直接的な関係が既に存在する場合に限って利

用するということが基本となっております。 

原則、初診は対面診療。その後も、同一の医師による対面診療を組み合わせて行うことが必要とされており

ます。 

他方、「参考」としましてでございますが、左の下の図、「主に治療している疾患の通院頻度」を見ますと、

１月に１回が最も多く、次いで２カ月に１回や、３カ月に１回が多いという状況でございました。 

また、右の下の図ですが、同一医師の年間の受診回数を見ますと、「１～２回」と「７回以上」が多く、通

院頻度にもよると考えられますが、診療報酬の要件であります「12 カ月で同一医師６回以上」の要件という

のは満たせていない患者もいるということが示唆されております。 
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その次に 40 コマ目でございますが、「緊急時の対応」に関する指針の記載でございます。 

指針においてはですね、患者の急病、急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療機

関において、直接対面診療を行える体制を整えておくこととされております。 

これは医療機関は実は限定をしておりませんし、そこに参考としてありますように、診療報酬の「緊急時の

30 分以内」の要件については、疑義解釈資料において「日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象

とするものであればよい」というふうにしておるところでございます。 
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41 コマ目でございます。 

これらの状況を踏まえて、論点として２つ整理をさせていただきました。 

１つ目。 

オンライン診療の実施状況、オンライン診療の適切な実施に関する指針、関連する調査結果等を踏まえ、オ

ンライン診療を対面診療と組み合わせて有効・安全に活用するために、医療資源の少ない地域とそれ以外の地

域のそれぞれにおいて、現行の算定要件や施設基準をどのように考えるか。 

２つ目。 

生活習慣病や難病領域における調査結果等を踏まえ、これらの疾患に対して行う場合の要件をどのように考

えるか。 

また、現在対象となっていない疾患領域におけるオンライン診療の利活用については、学会から提出された

医療技術評価提案書のエビデンスを踏まえ、引き続き検討してはどうか。  

ということでございます。 
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続きまして、42 コマ目以降でございますけれども、その他の整理ということで、患者が医師といる場合の

オンライン診療について、まとめております。 
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まず、43 コマ目でございます。本年の７月の指針の改訂におきまして、患者が医師といる場合のオンライ

ン診療、括弧、そこにありますように「ＤtoＰ withＤ」でございますが、において、「情報通信機器を通じて

診療を行う医師は、患者といる医師から十分な情報が提供されている場合は、初診であってもオンライン診療

を行うことが可能」とされました。 

希少性の高い疾病と専門性の観点から、近隣の医療機関では診断が困難な疾患であることや、遠方からでは

受診するまでに長時間を要すること等の患者を対象に行うこととされております。 
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44 コマ目でございます。 

このイメージでございますけれども、通常のオンライン診療では主治医のもとに定期的に通院している患者

が６カ月以上の対面診療で患者の状態を十分に把握し、オンライン診療と対面診療の組み合わせに移行すると

いうことを想定しております。 

他方、下の図でございますが、「ＤtoＰ withＤ」では主治医のもとに定期的に通院している患者が同じ主治

医のもとで遠隔地の医師のオンライン診療を受ける場合に、この遠隔地の医師は初診でもよいとされたという

ことでございます。 
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45 コマ目からはＩＣＴ を用いた栄養指導でございます。 

 

 

 

46 コマ目、これは６月にも出させていただきましたＩＣＴを用いた栄養食事指導の事例でございます。 
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 続いて 47 コマ目。 

これは別の事例でございますけれども、こちらでは電子化された指導用の資料を用いて遠隔指導を行う内容

でございます。 
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続いて 48 コマ目。 

糖尿病患者の治療中断についてでございまして、左の棒グラフのとおり、糖尿病患者には一定程度の治療中

断患者がいるということが分かっております。 

中断理由については、「多忙」ですとか、「生活背景の変化」、「本人の意思」といった順番でございまして、

通院中断者に連絡することにより、再来院するケースが 45.9％あるというふうにされております。 
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 49 コマ目が、ＩＣＴを用いた栄養指導の効果でございまして、管理栄養士が情報通信機器を用いて糖尿病

患者に対しまして遠隔栄養指導を行った場合、「減量効果がある」といったような資料が、エビデンスが示さ

れてるところでございます。 
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50 ページ目に、論点として整理をさせていただいております。 

オンライン診療の適切な実施に関する指針における、主治医等のもとで遠隔地の医師が初診からオンライン

診療を行う場合について、保険診療における位置づけをどのように考えるか。 

患者が治療中断とならないように継続的な栄養指導を推進する観点から、情報通信機器を用いた栄養食事指

導の取組を評価することについてどのように考えるか。 
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 51 コマ目からでございますが、カンファレンス等における利活用について整理をさせていただきました。 
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まず、52 から 54 でございますが、これは平成 30 年度の診療報酬改定で、対面でのカンファレンスを求め

ている評価について各項目で求めている内容や、地理的条件等を考慮し、一定の条件のもとでＩＣＴを用いた

カンファレンスを開催した場合でも評価されるよう、要件の見直しを行ったものでございます。 

 



 

136 
 

 

 

 55 コマ目を見ていただければと思います。 

他の関係機関との情報共有・連携のための、ＩＣＴを活用しているか、ということで聞いたものでございま

す。 

そうしますと、そこにありますように、ＩＣＴの活用は病院・診療所共に約４割。 

活用しているＩＣＴは、メールの場合と地域医療連携ネットワーク等の情報連携システムの場合がそれぞれ

５～６割あるという状況でございました。 
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56 コマ目には、電子掲示板等を活用した情報共有ですとか、連携のイメージを示させていただいておりま

す。 

医療機関間や医療機関内の医療関係職種の間で、電子掲示板機能を活用した情報共有が行われているという

場合がありまして、患者サマリー等の電子ファイルを添付・閲覧できるシステムもあるというふうに聞いてお

ります。 
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57 コマ目でございますが、診療報酬で要件としているカンファレンス等についてです。 

カンファレンス等を一堂に会して行うものには、そこに整理させていただきましたとおり、「医療機関の間

で連携して実施するもの」と、「医療機関の中で実施するもの」というふうに２つに整理ができるかと思いま

す。 

また、それを、別の軸でございますが、「患者の同席が想定されるもの」、患者に対する指導として行われる

ようなものと、それから「患者の同席が通常想定されないもの」、例えばそこにありますような定例報告、症

例相談等がございます。 

表の赤囲みの場合、赤く枠で囲った部分のみが現在、ビデオ通話を認めているというものでございまして、

医療機関の間で連携して実施するものに限るというふうになっております。 
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これは同様に、訪問看護ステーションが算定する退院時共同指導のＩＣＴの活用についても同様でございま

すが、退院時の共同指導の関係でございます。 
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 そして 60 コマ目を見ていただければと思います。 

退院時共同指導料２と多機関共同指導加算の算定状況でございまして、「１～５件未満」の割合が最も多い

ということでございまして、左のほう、１施設当たりの退院時共同指導料２が算定されている患者数は３カ月

で平均 3.1 名。 

右の表、多機関共同指導加算を算定しているのは３カ月で平均 1.8 名でございまして、うちビデオ通話を用

いた共同指導は１件のみということになっております。 
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このビデオ通話を用いた共同指導を行っていない理由を見ますと、「ビデオ通話に対応できる環境がないた

め」というものと、それから「ビデオ通話を用いた共同指導を行う必要性がないため」が約６割となっており

ます。 

下の図の所に「参考」としてですが、「やむを得ない場合に用いる」という場合の「やむを得ない場合」の

解釈でございまして、疑義解釈として「天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合

わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など」

というふうに定めておるところでございます。 
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62 コマ目を見ていただきますと、退院時共同指導料２を算定していない理由を見ますと、「対象者がいない」

っていうのが多いんですが、 

左の表を見ていただきますと、「病棟で対応できる職員がいない」や、在宅療養担当の医療機関の職員、訪

問看護ステーションの看護師との「共同が困難である」と回答した割合も２割程度ございます。 
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63 コマ目を見ていただきますと、訪問看護ステーションにおける退院時共同指導の実施の状況でございま

すが、退院した利用者のうち半数以上で退院時共同を利用しておりまして、指導に要する時間は「30 分以上

１時間未満」が（最も多く）ありまして、「移動に要する時間」というのは「30 分未満」というのが多かった

ということでございます。 

また、退院時の共同指導を実施しなかった理由については、約１割が「スケジュール調整ができない医療機

関が多い」と回答しております。 
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64 コマ目でございます。 

これは ＩＣＴ を用いたカンファレンスの要件でございまして、退院時共同指導料を含め、いずれの場合に

おいても「やむを得ない場合」に限られております。 

また、医療資源が少ない地域と、その他の地域で要件が異なっておりまして、退院時共同指導料については

「医療資源の少ない地域における活用しか認められていない」というような状況となっておるところでござい

ます。 
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 これらを受けまして、論点として 65 コマ目に整理させていただいております。 

 まず１点目。 

現在、医療機関間で連携して行うカンファレンス等において、ビデオ通話に限りＩＣＴの活用が認められて

いますが、例えば、患者の同席が想定されなく、また医療機関の間、または医療機関の中でのカンファレンス

等においても、現在行われている電子掲示板等を活用した情報共有・連携をどのように考えるのか。 

 退院時共同指導の実施にあたって、職員のスケジュール調整や指導への移動時間等に課題がみられることを

踏まえ、ビデオ通話を活用する場合の評価や要件等についてどのように考えるか。 

また、その他の加算等においても、「やむを得ない場合」に限りＩＣＴの活用を認めていることについて、

どのように考えるか。 

 というふうに整理をさせていただきました。 
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 また 66 コマ目以降ですが、「情報共有・連携について」ということで、栄養管理に関する退院時の情報提供

について整理をさせていただいております。 

 

  

 

67 コマ目、入院栄養食事指導料の要件でございまして、算定要件として「管理栄養士が医師の指示に基づ

き、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付」ということになっています

が、「入院中の栄養管理に関する情報」は提供されていないという状況でございます。 
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入院栄養食事指導の回数の推移でございまして、68 コマ目でございますが、年々増加をしております。 
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69 コマ目。転院先への栄養管理の情報提供ですが、左の図、退院・転院に向け、栄養情報提供書を作成し

ている病院は約３割。提出先は、病院、介護老人保健施設等が約８割でございます。 

右の下の図でございますが、栄養管理の情報提供としては摂食・嚥下機能の低下、経管栄養等の患者の栄養

管理に関するもの、これが多いということでございます。 
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70 コマ目でございますが、この情報提供の効果でございます。 

左の図でございますが、栄養情報提供書の提供により、栄養管理計画・栄養ケアプランの作成に関する時間

が減少しています。 

また、栄養管理に関する情報提供を行った施設では転帰……、 

転院等の直後から転院前の食事の形態やとろみに関する情報を参考に食形態の変更を行っているといった

報告がございます。 
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 これらを受けまして、71 コマ目。論点として、 

入院栄養食事指導を受けた患者に関して、退院後の後方病床等を担う保険医療機関等に適切に情報を共有す

る観点から、栄養情報を提供する場合を評価してはどうか。 

ということで整理をさせていただきました。以上でございます。 
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【質疑】横断的事項（その２）について 

 

 

 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございましたら、よろしくお

願いいたします。では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

はい、ありがとうございます。まず、41 ページ目の論点でございますけれども、１つ目の丸です。オンラ

イン診療につきましては、これまでも何度も申し上げておりますけれども、まずは患者さんが職場などに気兼

ねなく、しっかりと対面診療を受けられる環境づくりが非常に大事だと考えております。これは国を挙げて対

応すべきものであります。 

その上で、前回改定で整理した情報通信機器を用いた医学管理を診療報酬で評価する場合の基本的な考え方

に基づいて、医療にどうしてもアクセスできないニーズに応えられない場合に活用されるべきであり、利便性

のみに着目して拡大を主張するのは慎重にあるべきだと考えております。 

従いまして、まずは離島・へき地など、医師や医療機関が少ない地域での対応を検討していくべきであると

思います。 



 

152 
 

２つ目ですけれども、生活習慣病は自覚症状がなく、職場検診や他の受診時に見つかる場合が多く、早期治

療と治療継続が重要だということはいうまでもありませんけれども、オンライン診療を利用すれば本当に対面

診療よりも治療が継続できるというエビデンスがあるのでしょうか。 

35 ページ目に、総務省の研究事業におけるデータが示されておりますが、この調査は継続的に６カ月以上

対面診療を受けている「患者」を対象にしており、オンライン診療とは無関係に、既に継続的な治療に取り組

んでいる患者さんを調べた結果であります。 

また、ｎ数が 19 人と非常に少ないことや、実際に治療が継できたかどうかは、今回の資料からは判断でき

ないと考えます。 

また、難病領域のことですけども、難病領域では対面診療を受けたくても非常に通院自体が困難な場合があ

ることは理解いたしますので、例えば難病拠点病院での実施については現行要件を緩和することなどは検討し

てもよいのではないかと考えます。 

学会などから提出されたエビデンスに基づいてですね、粗診粗療に結びつかないように、基づき、さらに検

討することは基本的な考え方にありますので、了解いたします。 

 

 

 

それから続きまして、50 ページ目の論点ですけども、１つ目の丸のいわゆる 「ＤtoＰ withＤ」について

はいくつか問題があると思います。 

43 ページ目の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、希少性の高い疾患や遠方であることな

どがオンライン診療を行う前提とされていますけれども、「希少性の高い疾患」や「遠方」の定義を定めるこ

とがまず可能かどうかということがあります。 

例えば、指定難病を対象とすることも考えられますけれども、指定難病にはさまざまな疾患が含まれており
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ますし、距離についても、北海道の患者さんを東京の医者が診ることも認められるのか、あるいは二次医療圏

内であることに限定するかなどの検討も必要かと思います。 

また、報酬についても画面上の先生は保険医療機関の中で患者さんを診ているわけではありませんので、ど

のような形で診療報酬を受け取るかというようなことも整理が必要かと思います。 

また、こうしたことを安易に認めると、「ＤtoＰ withＤ」をですね、に特化した営利的な医療機関が出てく

ることも想定されますので、予想される弊害への対策等も検討していく必要があるかと思います。 

このように、この論点につきましては、いくつかの問題がありますので、１つずつ納得できるような議論を

重ねていくことが大事だと思います。 

２つ目の論点ですけれども、現時点では「利便性」という記載が非常に強いという印象を受けます。例えば、

46 ページの沖縄県におけるモデル事業では、課題としてＩＣＴの環境が整っていても対象者の多くが高齢者

のためにＩＣＴ機器の使用方法の習得が必要であるとか、あるいは指導用の画面が小さいと指導に使用する食

品モデル等の媒体を対象者が見えないため、大きな画面が必要との問題点が指摘されております。 

また、48 ページ目の糖尿病患者の治療中断につきましては、通院中患者に電話連絡により対応を行うこと

によって再来院するケースが 45.9％となっており、オンラインでなくても電話でも受診継続に効果があるこ

とが示されています。 

49 ページ目のＩＣＴ を用いた栄養指導の効果につきましても、「遠隔栄養指導群」と比較されている「通

常治療群」は管理栄養士の介入なしとなっておりますので、体重変化に有意差が出たのは、オンラインの利用

によって出たものなのか、管理栄養士の指導の有無によって差が出たのかは、これだけでは分かりません。 

こうした内容からすると、オンラインで栄養指導をすることが必ずしも適切ではない場合もありますし、今

回の資料では利便性以外の必要性が十分に示されていないと考えますので、引き続き検討するのであれば、も

う少し丁寧な検討が必要と考えます。 

65 ページ目の論点でございますけれども、医療従事者の負担軽減や働き方改革に資するよう、この分野こ

そＩＣＴ の利活用を進めていくべきであり、前回改定での対応をさらに拡大していく方向で進めていただき

たいと思います。 

ビデオ通話に加え、電子掲示板等を活用していく方向に賛成いたします。共同指導実施を阻害する要因とし

てスケジュール調整や物理的距離があるということでカンファレンス等におけるですね、 ＩＣＴの利活用を

さらに進めるためにも例外的に扱うのではなく、そもそも活用していく方向とすべきと考えます。 

最後に 71 ページ目の論点ですけれども、医療ニーズのある中・重度者の増加に伴い、栄養管理が重要とな

っておりますことから、医療施設、介護施設、在宅に転院・通院する場合に必要な栄養管理情報を提供した場

合の評価を検討する必要があると考えております。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

はい、ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。では吉森委員、お願いいたします。 

 

〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

はい、ありがとうございます。まず 41 ページの論点に入る前に、オンライン診療について、これは以前か

ら申し上げておりますけれども、疾病を抱えながら働き続けるようにするための環境整備、またＩＣＴ によ

る働き方改革の観点、そういう意味からは重要なテーマであるというふうに捉えておりまして。 
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ここで、以前から事務局にもお願いしておりましたけれども、日本国内においてオンライン診療に関わるエ

ビデンス、今回も若干出てますし、学会の医療技術評価提案書の活用というのも出てますけれども、やはりエ

ビデンス量、議論を深めるためには海外、特に欧米などのＩＣＴの利活用、その状況を踏まえた課題、そうい

うものの情報収集をしていただいて、そういうデータに基づいて日本のオンライン診療を行う環境整備、それ

とオンライン診療の在り方、活用における課題、こういうものの議論を深めていく必要があるというふうに考

えているということを申し上げておいて。 

41 ページなんですけれども、生活習慣病領域、これにおいては今回、31 ページにアンケート調査が示され

ておりまして、自覚症状はないけれども健康診断で指摘されたために医療機関を受診したという方が 42.7％

とか、次の 32 ページのアンケート調査の右ですけれども、これは検診指摘のデータではありませんけれども、

自覚症状のある方であっても受診する時間がつくれなかったために初診まで１週間以上を要したという方が

34.5％いるというようなデータもあります。 

そこで、われわれ、というか私どもの医療保険者として、特定健診とか特定保健指導ということで今、受診

勧奨を行い、未治療者に対しての重症化予防の促進、これにしっかり取り組んでるわけでございますけれども。 

この生活習慣病の重症化予防の取組に関して現実的にはですね、特定保健指導ですら実施率が非常に伸び悩

んでいると。その理由としては、時間的な制約っていうのが一番ありまして、こういう現状を踏まえますと、

やはり健康診断の結果を受けて初めて生活習慣病を受診する、そういう際は初診後にはオンライン診療の活用

などを使って、その後、定期的な受診が促進できる、こういう環境づくりが大事だろうというふうに思ってお

りますので、オンライン診療の環境づくり、現状の、前回改定した要件の見直し、こういうものをしっかりと

議論して深めていくっていうことが必要だというふうに考えております。  

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では今村委員、お願いいたします。 

 

〇今村聡委員（日本医師会副会長） 

ありがとうございます。今、吉森委員がおっしゃった、いわゆる早期発見、早期治療、あるいは予防って、

非常に重要だというのは私どももそのとおりだと思います。 

現在、国では特定健診、特定保健指導の制度があって、特に特定保健指導の受診率が非常に悪いという実態

があるというのも、それもそうなんですが、そもそもこのオンライン診療の前に、保健指導では、このオンラ

イン指導の保健指導って、できることになってますよね？ 

で、保険者の方が特定保健指導の実施率を上げる。つまり、オンラインが、こういった利便性が非常にある

あるんだから診療に使ったらいいんじゃないかって言う前に、そもそも保険者として、オンラインで保健指導

ができるっていう枠組みがありながら、それ、ほとんど活用されてないっていう実態が現在あると思っていま

す。 

なので、そういう、本当にそこで、保健指導にオンラインがどの程度効果があるかとかですね、そういうデ

ータをきっちりお示しをいただいたほうがいいんじゃないかなと私は思ってますけど、いかがでしょうか。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では吉森委員、お願いいたします。 



155  

〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

はい、おっしゃるとおりでですね、われわれも特定保健指導を、いわゆる特定健診をしたと同時にできるよ

うに今、制度改正されまして、進めておりますし、そういうところでも、時間がないところ、今おっしゃった

オンライン診療を……、オンラインの指導をやりましょうということで進めておりますけれど、残念ながらま

だ環境整備ができてない所が非常に多いというのも現実でありますんで。 

そういうとこも踏まえて、これから整備をきちっとやっていく。それと合わせて、そのあとのことも、とい

う意味で申し上げてるんで。 

おっしゃるように、そういうデータがこれから出てくれば、われわれもどんどん活用したいと思いますし、

データを取っていきたいというふうに考えております。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では今村委員。 

 

〇今村聡委員（日本医師会副会長） 

はい、ありがとうございます。ですから、環境整備って、今まさしくおっしゃったように、例えばこのオン

ライン診療についても、まだまだごくごく一部の日本の医療の中で、一部の医療機関が取り入れて、ようやく

そこに端緒というかですね、始まってるばかりの中で、診療報酬全体の点数、あるいは要件の拡大みたいな話

の前に、そもそもが環境がないと。 

それは、その保険者として、保健指導の部分でもまだまだ環境が十分できてませんっていう、吉森さんがお

っしゃったのと同じだと私は思っています。だからあまり拙速にですね、何か要件をどんどん拡大すればいい

んだという議論はしないほうがいいと思ってます。 

それと、やっぱりエビデンスがないところに、やっぱり保険診療、これはずっといつも１号（支払）側もお

っしゃってることだと思いますけれども、ほかの分野でですね。 

このオンラインについても全く同じで、それぞれの医療の専門家、学会ですね、いわゆるそれぞれの疾病の

学会がきちんと今、ようやくそれぞれの学会の中で、このオンラインについて議論をしていこうということが

始まっているばかりですので、やっぱりそういうエビデンスをきっちり持った上で議論をしていくっていうこ

とが大事じゃないかなというふうに思っています。 

ただ、松本委員もおっしゃったように、本当に難病の方で地方にいて、今まで主治医が離れた地域の中の限

られた専門医の方に通院するために非常にお金をかけて移動するっていうような実態があるとするならば、そ

ういった方たちに対して、やはり、いわゆるニーズがある中で適切に医療が提供できないような環境があるの

であれば、そういうものにオンラインを活用するっていうことはあってもいいんじゃないかなっていうふうに

思っております。 

その辺は、距離要件だとか時間要件とか、そういうものがかかってますから、そういうものに関しての見直

しっていうのはあってもいいのかなというふうには思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

ほかいかが、では吉森委員、お願いいたします。 
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〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

はい。環境整備についてはおっしゃるとおりなんですけれども、じゃあ環境整備が全部、整うまで進めない

のかっていうのも考え方の筋としては、今ある環境できちっとその環境を使って促進できるようにしていくっ

ていう意味で、この要件が妥当かどうか、少し緩和できないのかっていうこともあってもいいんじゃないかと

いうふうには思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

ほか、いかが。では幸野委員、お願いいたします。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

すいません。今、特定保健指導が進んでないっていうことを、まあ、そのとおりなんですけど。 

これはもっと根深いものがありまして、これはオンラインだから、オンラインじゃないっていう理由じゃな

くて、やはり、われわれ保険者、取り組んでいるんですが、こう、ちょっと、オンラインだから進んでないっ

ていうのとはちょっと違いまして、いろんなさまざまな理由があるので、前提として言わせていただきます。 

エビデンスが必要だっていうことは２号（診療）側の先生、よく分かりますが、やはり、ここの資料でも出

てますように、患者がどう感じたかというのを重視することが必要で。 

14 ページを見てもらいますように、対面と比べて十分な診察を受けられないとは思わなかったというのが

７割ある。それから、十分なコミュニケーションが取れないとは思わないというのが 85％。それから受診す

る時間帯を自分の都合に合わせられたという方が 84％。待ち時間が減ったという方が９割。 

こういうふうな評価を受けてるっていうところはやはり、患者の視点を重く見ていくべきだというふうに思

います。 
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またスライド 15 を見ても、オンラインの受診経験がある方は非常にオンライン診療のメリットを感じてい

ると。今後の受診についても、できるだけオンライン診療を受けたいというのが多く、推進する観点から、こ

ういった声っていうのはやはり無視できないと思うんで、これを少しずつ環境整備していくということは必要

じゃないかと思います。 

それから、総務省が研究した勤労世代の糖尿病患者へのオンライン診療、スライド 35 なんですが、これは

対面診療と比較してオンライン診療の満足度が対面診療と変わらないというデータも出てますし、今後も月１

程度で継続利用したいというのがあるというのも事実です。 

そういった実証実験からのデータも出ておりますんで、こういったオンライン診療の環境を整えて、エビデ

ンスをつくっていくためにも今の厳しい要件は緩和していく必要があるんじゃないかというふうに思ってま

す。 

ガイドラインにもいろいろ定められてるんですが、まず、ちょっと１点、事務局に確認したいんですが、40

ページの事務連絡が３月 30 日で発出されて、ちょっと内容が具体的に理解できないんですけれど、これは緊

急時の 30 分の要件だと思うんですが、ちょっと具体的な例を出して確認したいんですが。 

例えば、千葉に居住している方が都内に１時間半ぐらいかけて通勤していますと。で、かかりつけ医が千葉

にいて、自分は職場の休憩時間にオンライン診療を受けたいということになると、これは緊急時に 30 分以内

にかかりつけ医に行けないことになるんですけど、これは算定可能なんでしょうか？ 

 

〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長 

そもそも、ほかの要件等はございますけれども、日常的に通院できるという状況であればいいですよってい

うふうになっております。 

ですので、職場の近くにかかりつけ医がいらっしゃる方もいらっしゃると思います。そういう場合には、そ

ういう職場の近くによく通われているというケースもあると聞いております。 

そういうものについても基本的には日常的に通院が可能であればいいですよということで、ここに書いてあ

ると、解釈しているということでございます。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

千葉で、例えば土日、土曜日とか含めて通院可能なんですけど、その場合はオンライン診療を受けてもいい

っていうことでよろしいですか？ 

 

〇厚労省保険局医療課・森光敬子課長 

（イラついたような声で）ですので、かかりつけの先生が、そこにいらっしゃって、どちらにいらっしゃる

かちょっとあれですけれども、どちらかにいらっしゃって、そこに日常的に通ってらっしゃるんであれば、そ

の引き続きとして、オンラインを受けられるということは可能というふうに、ということでございます。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

はい……、分かりました。 

で……、１つの要件は、この緊急時っていうところは少し柔軟になったというふうに理解しておりますが、

もう１つはやはり継続的に６カ月受けていなければいけないというふうなところとか、３カ月に１度は対面で
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なくちゃいけないというのがかなりの縛りになっているんで。 

例えば、生活習慣病の患者なんですが、継続的に中断なくというのが一番のポイントになりますんで、この

負担を軽減させていくためにも、ぜひ必要なんじゃないかと思います。 

それからもう１つの問題と言いますか、対象患者が管理料で縛られているというのが、これ、かなり厳格な

要件になってるんじゃないかと思ってまして、管理料を算定していなければオンライン診療を受けることがで

きないというのはちょっと見直すべきじゃないかなというふうに思ってまして。 

例えば、生活習慣病はもう早期の介入ほどいいということなので、管理料を算定するほどでない生活習慣病

の早期の状態においても継続的に管理をさせるためにオンライン診療を有効に活用するというふうなことが

必要なんじゃないかなというふうに思います。 

ということで、ここの辺も見直していく必要があるんじゃないかというふうに思います。それから……、と

りあえず以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では今村委員、お願いいたします。 

 

〇今村聡委員（日本医師会副会長） 

幸野委員の、いろいろな、さまざまにご意見を拝聴しました。冒頭の「保健指導にさまざまな課題がある」

と、そのとおりだと思ってまして、別にオンラインをやっていないから保健指導が進まないなんていうことは

一言も申し上げるつもりはないんです。 

ただ、保険者が医療の中にオンライン診療をもっともっと活用すべきだと、生活習慣病のいわゆる予防や継

続に重要だとおっしゃるんであれば、まず保険者としてオンラインの保健指導をしっかりとやられたらいかが

ですかっていうことを申し上げてるだけです。 

ですから、そういったものの中にしっかりとした保健指導のエビデンスっていうのを、オンラインでできる

っていうことお示しいただくことが重要だというふうに思っています。 

それから、医療のこれ、情報の非対称性が非常にあるので、決して患者さんのことを思ってないと。例えば

患者さんの医療にかかる、いろんなさまざまな思いにわれわれも配慮するっていうのは当然のことだと思って

いますけれども、先ほどおっしゃったように便利だからって、これアンケートの結果もですね、手間が省ける

と。通院の手間が省けるっていうような項目になってるんですけれども、やっぱり、まずはオンライン診療っ

ていうのは、先ほど松本委員もおっしゃったように、医療が本当に必要な方なのに、それがさまざまな理由に

よって医療を受けることができないっていう方たちに提供されるべきものだとまずはですね、と思っているの

で、「便利だから使わせろ」っていうのは、これはちょっと趣旨が違うのじゃないかなと。 

それで、変な話ですけども、患者さんにとっては通院の手間が省けるかもしれないけれども、医療機関側は

その時間が確実に固定されますので。 

例えば、患者さんが外来に来るということであれば、多少の融通っていうのは利くわけですよ。その場所で

５分待っていただく、10 分待っていただくっていうことは可能ですけれども、これはオンラインになったら

10 時に、いわゆるオンラインで通信が始まりますっていったら、その場所に必ず、その患者さんのためだけ

の時間ということで医師は拘束されるわけですから、決してその働き方にとって有用なものだとはとても思え

ません。 
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あくまでこれは、患者さんの配慮っていうことで、患者さんのためにはその時間を確実に取れるというメリ

ットはありますけれども、これはお互いの、患者さんにとってのメリット、あるいは医療機関側にとってのメ

リット、両方を考えなきゃいけないんじゃないかなというふうには思います。 

 

 

 

それからもう１点。３カ月の時間をもっと長くすべきだっていうご意見ありましたけれども、例えば糖尿病

の患者さんって、本当に外来診てたら分かりますけれども、１カ月、２カ月で急激にヘモグロビンのエーワン

シーという、いわゆる血液の糖尿病の検査の指標が変わることがよくあります。 

なので、一定の期間の間に必ずチェックの期間が必要。つまり、面しているかということと、そうではなく

て採血をして、その検査結果をその場で確認できるかどうかっていうことが結構大きな要素になってくるので、

じゃあ、ずーっと顔を見てたら落ち着いてます、変わりありませんということで、６カ月間糖尿病の患者さん

を放置したらどういうことが起こるかっていう、そういう問題もあるので、こういった要件がしっかりと設け

られているっていうことを理解していただきたいと思います。 

ですから、３カ月だったらもっと４カ月、５カ月でもいいんじゃないかと、それがネックになっているんだ

と、要件を緩めろっていうのは、私は医療の本質に関わる問題だと思っているので、ここはたぶん３カ月って

いうのは、ということ以上のことはすることはできないというふうに思ってます。 

それから６カ月の対面診療ということもですね、やっぱり患者さんがパッと見て、その方がずーっとした継

続的な理解っていうのは医療側はできないので、やっぱり少なくとも６カ月間くらいは継続して診た上で、こ

の方だったらオンライン診療しても大丈夫だなっていう、そういう意味での６カ月ということですので、ここ

をとりあえず今の時点で緩める必要はないっていうふうに思ってます。 
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〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では間宮委員、お願いいたします。 

 

〇間宮清委員（連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員） 

はい、ありがとうございます。今の先生のお話を聞いてですね、耳が痛いなあというふうに思いましたけれ

ども。 

確かにですね、生活習慣病、糖尿病の患者はですね、私もそうなんですけど、これ３カ月どころかですね、

６週間ごとに通ってるわけですけれども、６週間でだいぶこう、ヘモグロビン・エーワンシーの値っていうの

は変わってくるんですね。 

それはなぜだか分からないということもありますし、薬の選択がちょっと合ってなかったっていうこともあ

るかもしれないし、一番大きいのは自分の生活習慣の乱れっていうのが如実に表れるということがあったりし

ます。 

今、おっしゃっていた血液検査もですね、やはり、きちっとこう、短期的にやっていかないと異常を見つけ

られないということもありますし、血液検査だけじゃなくて、足の指ですとか目の検査っていうのもきちっと

やっていかなくちゃいけないということがあって。 

そういう定期的な検査について、どういうふうにこう、今やっているのかっていうのは、ちょっと、もうち

ょっと詳しく知りたいなあというふうに思っていまして。 

ただですね、オンライン診療にすることによって受診機会が増える人が、受診をする人が増えるということ

はいいことだなと思います。 

なので、そのあたりで、あまりこう緩めることなく、受診機会が増えるような、そういう方策っていうのが

あればいいかなっていうふうに思います。 

あと難病のことですけども、難病の方はですね、難病自体がですね、種類自体がもう 300以上、確かあると

思うんで、難病の状態によってですね、要するにこう、難病全体が対象になるっていうやり方なのか、難病の

症状によっては歩行することでですね、外出することでこう、負担が非常にかかるとかですね、そういうこと

もあるわけですから、難病だからといって全部対象にして、その要件を緩和するっていうのは、なかなかこう、

それでいいのかなあっていう疑問はあります。 

それとですね、やっぱり難病の種類によっては、やっぱり医療者側はですね、ビデオだけで対面して、こう

何か判断できるようなことだけじゃなくて、やっぱり触診をしたりですね、そういうことも当然することによ

って小さな変化っていうのが見られる、分かるということもあるでしょうから、そういったことも難病の種類

によって決めていくということも必要なんじゃないかなっていうふうに思います。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本吉郎委員（日本医師会常任理事） 

はい。間宮委員がおっしゃったところの難病についての考え方については、おおむね私も同意いたします。 

確かに、なかなか全員の方っていうんではなくて、やっぱり通院が著しく困難な方とかですね、そういった考
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え方があろうかと思います。 

なかなか疾患名で分けるっていうのも、なかなかこれも難しいと思いますし、その辺の難病拠点病院を通じ

て、どうしてもその病院に、通院がなかなかもう著しく著しいという方をまず対象にしたらいいんではないか

なとやはり思います。 

それから先ほど来、問題になっております継続６カ月とかですね、３カ月に１回の対面診療ですけども、や

はりわれわれ医療を行っている側からすると、やはりですね、ある程度のオンライン診療の活用は認めており

ますけれども、やはり、粗診粗療にならないっていうことが大事なところだと思いますので、そこのところの

一線として、今の要件がかけられていることについては、このまま、まだ検証をしっかりとですね、進めてい

くべきだというふうに思います。 

やはり３カ月に１回ぐらいはですね、せめて患者さんをしっかりと診たいという気持ちは、われわれ医療者

として持っておりますので、どうぞご理解を賜りたいと思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では宮近委員、お願いいたします。 

 

〇宮近清文委員（経団連社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理） 

オンライン診療について、もうこれまでもたくさんの議論をしてきたんだろうと思いますし、私もオンライ

ン診療については対面診療の補完であるとして、医療の質の担保が絶対条件であるということは十分承知して

おりますし、診療側の先生のおっしゃることも、もう十分理解できるんですけれども、やはり患者、特に現役

世代の視点で、その活用の可能性について検討していくということも必要だろうと思います。 

これも幸野委員から紹介がありましたけども、10 ページとか 11 ページのオンライン診療に対する調査結果

を見ると、肯定的な意見もかなり多いという結果も出ておりますし、14 ページや 15 ページのオンライン診療

を受けて感じたことという調査結果、これは調査対象も少ないんですけれども、オンライン診療を受けた患者

の感想では７、８割がメリットを実感しているというようなデータも出ております。 

 

 ▼ 松本吉郎委員（日本医師会常任理事）が退席。12 時 25 分。 

 

拙速に物事を進めるということはいかがなものかとは思いますけれども、やはり働く側としてはですね、本

来であれば医療機関に行ってきちっと診療を受けるというのがあるべき姿でしょうけれども、やはり実態とし

てそこまで行き着いていない現実も多々ありますので、やはりオンライン診療につきましては、医療資源の少

ない地域以外においてもですね、生活習慣病をはじめとして、31 ページにあるような必ずしも自覚症状のな

い患者が早期から継続的に治療を受けやすくするように要件等の見直しを検討していって、少しずつオンライ

ン診療を前進させていきたいなあというふうに思っております。以上、意見です。  

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

ありがとうございました。ほか、いかがでございましょう。では吉川専門委員、お願いいたします。 
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〇吉川久美子委員（日本看護協会常任理事） 

はい、すいません。ＩＣＴの利活用に関しまして、ちょっと看護の立場から特に 58 コマ目以降にあります

退院時共同指導についてちょっと意見を述べさせていただきます。 

患者さんが退院後、在宅での療養生活を円滑にスタートさせるためには非常に重要な指導だというふうに考

えております。 

しかし、共同指導を算定できなかった医療機関側の理由としまして、62 コマ目において在宅療養担当の医

療機関の職員、また訪問看護ステーションの看護師等との共同が困難ということが挙げられていますし、また

訪問看護ステーションが指導を実施できなかった理由としまして、63 コマ目ではスケジュール調整ができな

いこと、また医療機関との距離ということが挙げられております。共同指導を行った場合におきましても、移

動に時間がかかっているという場合も出ております。 

65 コマ目の論点にありますことですけれども、患者さんが円滑に在宅療養に移行できるようにするために

は、在宅領域における医療機関の連携をより一層推進する必要がありますので、情報共有に係る業務を効率化

するという観点から、現在ビデオ通話を用いている際の要件であります「医療資源の少ない地域」については

見直しの検討が必要ではないかというふうに考えております。 

それから一番最後のページ、71 コマ目にあります栄養管理に関する退院時の情報共有についてですけれど

も、71 コマ目に退院先への栄養情報の提供に関する評価が論点として挙げられておりますけれども、従前よ

り看護師のほうでは患者の療養生活に関する情報の提供としまして、また看護として必要な情報を転院先に看

護情報提供書または看護サマリーという形で情報提供しております。 

そのため、その中には栄養に関することも含まれているんですけれども、栄養情報の提供のみを改めて評価

するということに関しましては、ちょっと違和感があります。 

もしそのように評価されるようでありましたら、診療情報提供料に加算するなどの形にして、栄養情報のみ

ならず患者の療養生活全般に関する情報の提供に関する評価を検討いただきたいというふうに思っておりま

す。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

ありがとうございました。ほか、いかが……、では城守委員、お願いいたします。 

 

〇城守国斗委員（日本医師会常任理事） 

すいません、最後（の発言）かなと思いますが。 

このですね、オンライン診療に関しては、その要件がですね、そもそも厳格化されているのはなぜかという

のはですね、対面診療と比べて対象疾患、主に慢性疾患ですが、これに対してですね、有効性と安全性という

ものが分かっていないという時点で要件を決めたということが基本であったということですよね。 

その中において、今回のこの調査というのがですね、さまざまなアンケートみたいな形ですけども、これは

現状把握であってですね、何も、要するに有効性とか安全性を見ているものでもないですし、ただ単に、使っ

たドクターあるいは利用者が便利であったということを示すという内容のものだけであってですね、何らその

エビデンスがあるということではないという認識を持っていただきたいと思います。 

そういう意味におきましては、この中医協というのはですね、エビデンスに基づいて議論するわけですから、

そういう意味におきましては、現時点におきましてはですね、要件の緩和をしていくということを、大きな要
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件の緩和をしていくということはですね、拙速であるということは言うまでもないということが基本であろう

と思います。 

ただし、その中においても、これは事務局等にもお願いしたいわけですが、基本的に学会等でですね、しっ

かりとした学会でですね、このエビデンスを積み上げていっていただいて、それに基づいて要件を見直してい

くということは基本。 

でもまあ、それとともにですね、それまでじゃあ何もしないのかということではなくて、何度も申しますが、

拙速な、急速な拡大ということではなくて、影響が少なくて、なおかつ安全性がどれだけ担保できるのかどう

かということをですね、１つの検討の考え方というふうにしていくということでよろしいのではないかなあと

いうふうに思います。以上です。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では幸野委員、お願いいたします。 

 

〇幸野庄司委員（健康保険組合連合会理事） 

すいません、時間ない中で。 

２号（診療）側の先生、「エビデンス」というふうにおっしゃったんですが、この 14 ページに示されている

もの、これはエビデンスだと思うんですよね。 

 

 

 

15 ページとか、実際に受けた方がオンライン診療は自分にとって有効であるというふうに回答されている

わけですから、これも１つのエビデンスだと思います。 
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ですから、それが安全性を担保するか、有用性がさらにあるかっていうのは、こういったものをもう少し活

用して、ｎ数を増やして、そこでエビデンスを構築していくっていうことが必要なので。 

ただ、今の状態では月 100 回程度ということで、要件の厳格さがエビデンス等を収集するのにも妨げになっ

ているというところもあるんで、一気に拡大しろとは言いませんが、このエビデンスを少しでもたくさん取れ

るように、徐々にこれを活用していくっていう方向で進めていくべきじゃないかというふうに思う次第です。 

 

▼ ここで今村聡委員（日本医師会副会長）が勢いよく挙手。 

 

あと、もう１つは糖尿病のことをおっしゃったんですが、保険者として悩んでいるのは、やはり重症化予防

というのをデータヘルス計画でもやってるんですが、途中の中断っていうのが一番怖いわけですよね。糖尿病

にしても生活習慣病にしても。 

で、途中で急変する場合もあるっておっしゃったんですが、われわれとしては途中で中断されるっていうリ

スクをオンライン診療を活用することによって、この中断を回避できるというふうなメリットもあるんで、そ

こはぜひ活用していきたいというところです。 

それから最後、ちょっと言い忘れたんですけど、退院時の情報提供については、これは評価ということで新

たな評価にするということなんですけど、われわれとしては、これはもう、入院栄養指導管理料（ママ）の１

つと捉えて、できれば入院栄養食事指導料の算定要件に入れるべきだというふうに思いますので、意見として

申し上げます。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

では今村委員、お願いいたします。 

 

▼ 閉会予定時刻は正午。この時すでに 12 時 33分。 

 

〇今村聡委員（日本医師会副会長） 

すいません、もう本当に時間のない中で、大変恐縮ですけども、最後に幸野さん、委員のおっしゃったこと

に一応反論というか、申し上げたいことがちょっとあるんですけれども。 

確かに、私も糖尿病担当、日本医師会でやっているので、中断がすごく、何とか阻止するのが大事だってい

うのはそのとおりだと思います。 

ただですね、中断の理由っていうのが、例えば通院がしたくないから、不便だから辞めるっていうことだけ

じゃないわけで、いろんな要素があるっていうことと、必ずしもオンライン診療じゃなくても、先ほどあった

ように医療機関側からの電話連絡で 50％ぐらいの方たちが中断が止まるっていうこともあって。 

これは医療機関側の努力もあって、１人ひとりの患者さんにきっちりとそういう連絡を取るっていうような

体制をとっていく必要があるんだと思いますけれども、オンラインやったら中断しなくなるっていう話ではな

いっていうことだけ理解していただきたいっていうことと。 

それから、ここにある、先ほど城守委員からもお話ししたように、ここに出ているのはエビデンスって言え

ば、すごく信頼性の弱いエビデンスであってですね、科学的なエビデンスじゃなくて、あくまで印象を語られ

ているだけなわけです。 
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こういうことをもとにして要件を緩和して、それからエビデンスをつくりましょうという議論じゃなくて、

今それぞれの学会がオンライン診療の重要性っていうことをある程度考えながら、今、学会の中に分科会みた

いなものをつくってデータを集めようとされているんですよ。 

なので、そういうデータがきっちりと、いわゆる医学としてのエビデンスがしっかりとしてきた時点で、も

う少し議論をもっと深めたほうがいいと。 

それからもう１つ確認しておきたいことは、全く、この今までの要件を緩和するなということを言っている

わけじゃなくて、先ほどからお話があるように本当に医療が必要とされている、医療にニーズがある方たち、

例えば一部については難病の方たちに対してはきっちりとオンライン診療を提供できるような緩和っていう

ものもあっていいのではないかなということを申し上げているということですので、大きく緩和するとモラル

ハザードが起こるっていうこともありますので、そこは本当に慎重に考えていただきたいというふうに思いま

す。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

（苦笑しながら）では吉森委員、お願いいたします。 

 

〇吉森俊和委員（全国健康保険協会理事） 

はい。おっしゃるとおりは、すごい理解してるんですけど、これを進めていくには当然エビデンス、そのと

おりです。そうすると、生活習慣病の中でも糖尿病は今、お話ありましたように重症化するにはいろんな変化

もあってって、先ほどヘモグロビンのどうのこうのって、そのとおりだと思います。 

例えば生活習慣病でも高血圧症、この高血圧症に対してはどういうふうにするか。疾病によってそれぞれ違

うと思うんですよね。そういうところのエビデンスを、優先順位付けるっていったら失礼な言い方ですけれど

も、それぞれきちっとしたものを出していただいて、じゃあ、この場合はこういうふうな緩和があるよね、こ

ういうやり方なんだろうと思うんですよね。 

「全て整ってから、じゃあ」って申し上げているわけではないので、できるとこからやりましょうよ。本当

に今の日本の医療の状況、環境から言うと、こういうところを進めていかないと次に進まないんじゃないかと

いうこともあるんだろうと思ってますんで、それは当然ながら、おっしゃってるように安全性なり有用性はき

ちっと担保されるっていうのはこれはもう大前提で、これを無視して要件緩和しろっていうふうには申し上げ

ていないっていうこともご理解いただきたいと思います。 

 

〇田辺国昭会長（東大大学院法学政治学研究科教授） 

よろしゅう……ございますでしょうか。あの……めいっぱい、ご議論いただきました。 

 （会場、笑い） 

ほかに、ご質問等もないようでございますので、本件に関わる質疑はこのあたりとしたいと存じます。本日

の議題は以上でございます。なお、次回の日程につきましては、追って事務局より連絡いたしますので、よろ

しくお願いいたします。それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもご参集、ありがとうござ

いました。（散会） 

 

 


