
第一部
オンライン診療、遠隔モニタリングに関する質問
１．メリットはどのようなものが考えられますか？（必須複数回答：回答者20人）

２．貴学会では、どのような疾病を対象と考えますか？（任意回答）
・新型コロナウイルス感染症のトリアージと軽症者管理
・てんかん、および、てんかんを疑われる疾患（鑑別）
・神経内科疾患、整形外科疾患、小児神経疾患、精神科疾患、脳外科疾患、など多数
・骨軟部腫瘍の画像診断、骨折・脱臼の画像診断
・嚥下障害を有する患者（脳卒中，神経難病など）
・気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎や結膜炎など
・医療資源の乏しい地域で発症した頭部外傷、脳卒中
・重症心身障害児、神経難病、不随意運動疾患
・居住地に専門医が不在な遠隔地の患者など
・ワルファリンの調節 ・慢性片頭痛、群発頭痛
・細胞診断全般 ・心血管疾患
・在宅呼吸管理症 ・心不全、不整脈、冠動脈疾患
・月経困難症、ホルモン補充療法など ・１型糖尿病、糖尿病合併妊娠
・COVID-19感染予防

4件 , 20%

7件 , 35%

19件 , 95%

20件 , 100%

0 5 10 15 20 25

その他

心理的障壁の低下

時間アクセスの向上

距離アクセスの向上

感染リスクの減少
予後改善
専門医不足地域への専門医知識の
サービス提供
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３．上記2の疾病について、どのような治療手段がありますか？（任意回答）
・PT-INR自己測定、測定結果の医師へのe-mail、その後のワルファリン投与量のfeedback
・薬物治療、外科治療、心理社会的アプローチ、理学療法
・スマトリプタン注射、在宅酸素療法、経口トリプタン、経口予防薬
・内科的治療、外科的治療(カテーテル治療を含む)
・産婦人科施設が遠方である患者さんの状況確認および処方
・在宅持続陽圧（CPAP, ASV)、在宅酸素、在宅人工呼吸など
・インスリン頻回注射、またはインスリンポンプ療法
・薬物療法、カテーテルアブレーション、経皮的冠動脈形成術、心臓再同期療法
・手術、血管内治療などによる頭蓋内出血の除去や血行再建
・内科的治療、薬物療法、生活指導、書類の記載など
・オンライン受診勧奨、オンライン診療 ・保存治療、手術治療
・呼吸管理 ・嚥下リハビリテーション、内服調整、手術
・投薬指示

４．貴学会では、どのようなデメリットがあると考えますか？
（必須複数回答：回答者20人）

10件 , 50%

9件 , 45%

9件 , 45%

0 5 10 15

その他

処置や副作用等に対処ができない。

見落とし、情報が伝わらない

複雑な検査結果やリハビリ方法の伝達が不十分になる
対象機器の患者の病態が違うので一律の適応は困難
診断デバイスが少ない
人員確保
神経学的所見が取れない

 患者とのコミュニケーション希薄化
 治療適応例の搬送判断が未確定

５．上記4について想定されるものについて回答ください（任意回答）
・聴診できないので、遠隔で出来る管理内容が少ない
・診療科が多岐にわたるので、すべての説明は不可能
・見落としが想定されるがこれは通常の診断に比して増加するものではない
・対処能力に個人差があるため，検査途中で診療が止まってしまう可能性がある
・過去のデータ（多施設とのやりとり）を確認するときの情報管理問題が想定される
・誤った項目または病態を評価しようとすると、患者、医療者（医事紛争）などリスクを伴う
・重症低血糖や急性代謝失調や他疾患発症に伴う著明な高血糖の発見遅れのため
タイムリーな対処が困難になる可能性が想定される

・ワルファリン投与量の著しい誤り ・高度な技術等を要する手術治療への対応
・遠距離の場合は副作用にすぐに対処が困難 ・画像の描出が不十分
・夜間緊急対応 ・患者申告のない情報が伝わりにくい
・診療情報の伝達（D to D)と搬送体制構築 ・不十分な判断や情報の提供があり得る 2



６．デメリットへの対策はありますか？（必須単一回答：回答者20人）

・訪問看護師による聴診もしくは遠隔聴診機器
・高度な技術等を要する治療は、実施可能な医療機関へ搬送する
・近隣のかかりつけ医と頭痛専門医が連携して対処する
・検査後、標本を送付し、直視下に再鏡検してダブルチェックを行う
・患者への対応やリハビリテーションの方法を示した動画をオンラインで見られるようにする
・コメディカル（特に看護師）にある程度権限を与える
・機器の使用時間はモニタリングするが、病態変化の把握とその対応は医療システム全体に
関わることなので、慎重にシステムの構築をする

・リアルタイムCGM（連続血糖モニタリング装置）による詳細は血糖変動を遠隔地のスタッフ
が把握して、患者にタイムリーがアドバイスや受診勧奨が行える

・遠隔画像診断によるテレストロークとして実施地域あり。頭部外傷治療・管理の
ガイドライン最新版（4版）では、救急医療体制の項で・・・診療情報について
「遠隔地などではインターネットを利用してCTなどの画像を転送し、専門医の
コンサルテーションを考慮しても良い（グレードB）」とありで、telstrokeのシステムは
頭部外傷でも有用であろうと推測される

・症例によってオンラインをしない、オンラインから対面に切り替える等
・投与量のかかりつけ薬局への確認 ・検査中に双方向性の情報伝達を行う
・電話対応などを活用する

７．上記６で「ある」と回答した方は
どのような対策が適しているか具体的に回答ください（任意回答）

13件, 65%

6件, 30%

1件, 5%

ある ない その他
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８．質の管理が重要ですが、どのような手段を考えますか？
（必須複数回答：回答者20人）

5件 , 25%

9件 , 45%
18件 , 90%

0 5 10 15 20

その他

研修を行う

ガイドラインを作る

９．対象とする診療手法についてエビデンスはありますか？
（必須単一回答：回答者20人）

6件, 30%

6件, 30%

5件, 25%

3件, 15%

ある ない 研究中 その他

症例登録を行う
専門医の生涯教育の実施によって
大きな障壁はないと考えている

啓蒙活動
オンライン診療と遠隔モニタリングを
それぞれシステムを構築し、その後
バランスよく合体させる

政策医療であり、治療効果の
エビデンスは得られない

不明
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１０．制度の課題について当てはまるものを選択ください
（必須複数回答：回答者20人）

通信機器の利用についての国の制限が諸外国に比べて厳し過ぎる
設備の設置に手間がかかる
対面診療を重視していること
初期治療施設と搬送先施設との責任、診療報酬分担など
リアルタイムCGMで得られる膨大なデジタルーデータを
取得・解析するスタッフの診療点数が認められていない

遠隔モニタリングとオンライン資料を別次元で考えるべき

8件 , 40%

3件 , 15%

8件 , 40%

12件 , 60%

13件 , 65%

0 5 10 15

その他

オンライン診療の指針の内容不足

診療報酬の対象疾患が少ない

診療報酬の請求条件が厳しい

診療報酬額が少ない

１１．上記１０で「オンライン診療の指針が不足している」と回答された方は
どのような不足があるか回答ください（任意回答）

• 遠隔診断と異なり、遠隔検査の指針はまだないと思われる
• 何度も申しますが、モニタリングと診療の意味付けを区別する点と合体させる部分が
あると思います。また、歴史的な対面診療を維持する部分には診療と経済的な面も
加わっていると思いますので、その点も理解して進めていくことも重要と思います。

• 通院精神療法、小児慢性カウンセリング指導料の算定が出来ない、処方箋送付時の
診療所の負担軽減策、等
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１２．オンライン診療の通信等の費用は、誰がどのように
負担することが望ましいですか？（必須単一回答：回答者20人）

10件, 50%

4件, 20%

2件, 10%

2件, 10%

2件, 10%

診療報酬から徴収する

診療報酬以外の公的財源が
必要である
診療のための設備として、
実施施設で負担する
療養の給付と無関係なの
で、患者から別途徴収する
その他

ある程度の投資は必要ですが、
全体の医療費を膨張させないような
形で発展させる方が進展しやすいの
ではないでしょうか。

5件, 25%

3件, 15%

3件, 15%

4件, 20%

5件, 25% 高額すぎる、コントロー
ルすべき
高額すぎる、企業努力で
値下げすべき
低額すぎる、もう少し高
額でも良い
現在提供中の各社の料金
は概ね適正である
その他

１３．オンライン診療の通信等に掛かる費用は適正でしょうか？
（必須単一回答：回答者20人）

わからない
現在、検討中
まだ実施していない。Googleなどがプ
ラットフォームとして進出することを
期待している

呼吸器関連は遠隔モニタリング加算の
中にオンライン診療も含まれています
ので、低額すぎますが、モニタリング
単独で考えても低額だと思います
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１４．オンライン診療の診察開始時間について、どのようにお考えでしょうか？
（必須単一回答：回答者20人）

救急診療であるため迅速な診療が前提である
当科は機器の遠隔モニタリング加算が主です
待たせることも多くあります。数分は許して
頂いておりますが、大きく遅れる場合は、再
スケジュールします。オンラインの予約をそ
のままにして、診療時間のみ変更ができるの
で助かっております。

１５．オンライン診療の通信等に掛かる費用は適正でしょうか？
（必須単一回答：回答者20人）

6件, 30%

6件, 30%

3件, 15%

5件, 25%
待たせることは仕方ない

再スケジュールすべきで
ある
待たせない手立てを打つ
べきである
その他

8件, 40%

8件, 40%

2件, 10%

2件, 10%

時間を守るために、予約件数を
抑え、予約料などを徴収する
再スケジュールがあることを条
件として診療する
方策は必要無い

その他

当科は機器の遠隔モニタリング
加算が主です

不明
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１６．オンライン診療や遠隔モニタリングは、医療の中でどのような位置づけに
発展するでしょうか？（必須単一回答：回答者20人）

 COVID-19等の感染拡大予防
の際、大きな助けとなる

１７．上記１６で「従来は不可能だった診療行為を可能にする」と
回答された方は可能になる診療行為のアイデアを回答ください（任意回答）

10件, 50%
8件, 40%

2件, 10%

従来からの診療手段を
補完する
従来は不可能だった
診療行為を可能にする
その他

• 体外計測値に基づいた疾病の自動診断
• 近くに専門医がいない場合や、専門医がいても治療に不満を感じている患者へのセカ
ンドオピニオン的診療が充実する

• 脳波などの検査を遠隔でモニターするなど
• 医療過疎地でも専門的な検査が受けられる
• 例えばCPAP患者には肥満、高血圧、糖尿病などが多いがこのような生活習慣病のパ
ラメーターを同時にモニタリング出来れば生活習慣病を主とした慢性疾患の新たな管
理方法につながる可能性がある

• 在宅患者の新たな管理
• デジタルデータを遠隔地で解析し、遠隔地から治療方針のアドバイスや指示を的確に
行うこことで、糖尿病専門医が少ない地域で高度な診療が可能となる

• 遠隔地医療、学校や教育現場での教員との診療（問題点を共有できる）、自宅での様
子の観察、症状が強い場所での診察など、診察室以外での患者の観察が可能である
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第二部
医師から医師への支援（DtoD）に関する質問

１．貴学会において、メリットはどのようなものが考えられますか？
（必須複数回答：回答者20人）

1件 , 5%

19件 , 95%

19件 , 95%

0 5 10 15 20

その他

距離アクセスの向上

時間アクセスの向上

２．貴学会では、どのような病名を対象と考えますか？（任意回答）
・皮膚科疾患 ・ワルファリンのコントロール
・てんかん及びてんかんが疑われる疾患 ・神経疾患
・骨軟部腫瘍や脱臼・骨折 ・難治性頭痛や三叉神経自律神経性頭痛
・細胞診断全般 ・心血管疾患
・在宅呼吸管理症例 ・嚥下障害を有する患者
・気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎や鼻炎
・様々な呼吸器疾患 ・心不全、不整脈や冠動脈疾患
・１型糖尿病や糖尿病合併妊娠 ・頭部外傷や脳卒中
・画像診断や脳波検査などの結果 ・診断治療が難しい疾患

３．上記２の病名について、どのような診療手法がありますか？（任意回答）

・スマートフォン等による画像伝送と診断支援
・PT-INRの計測値に基づいた個別最適投与量の選択
・薬物治療や外科治療、理学療法 ・保存治療や手術治療
・薬物療法や神経刺激装置 ・心エコー図検査
・嚥下リハビリや内服調整、手術など ・医師への指示
・インスリン頻回注射療法、インスリンポンプ療法
・カテーテル治療、カテーテルアブレーション、ペースメーカ植え込み術
・開頭血腫除去術、脳動脈瘤クリッピング術、血栓回収療法
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４．貴学会ではどのようなデメリットがあると考えますか？
（必須複数回答：回答者20人）

５．上記４について想定されるものについて回答ください。（任意回答）
・皮膚科疾患名や状態の呼び方を他科医師が知らない
・高度な手術への対応 ・動画像のデータが迅速に伝達できない
・情報収集能力に差があるため、誤嚥兆候などを見落とす可能性がある
・産婦人科医師がいない施設での不正性器出血等への対応を他科医師にお願いが難しい
・専門過ぎる内容の場合、うまく情報伝達ができない
・地元医師が専門医からのアドバイスや指示を的確に実施できない可能性
・手技中の合併症が想定される
・初期診療医の診断能力、搬送先への患者集中、搬送後に判明した非治療例への診療

６．デメリットへの対策はありますか？
（必須単一回答：回答者20人）

4件 , 20%

5件 , 25%

6件 , 30%

6件 , 30%

0 5 10

その他

医療上は特にない

見落とし、情報が伝わらない

処置や副作用等に対処ができない

12件, 60%

8件, 40%

ある ない

７．左記６で「ある」と回答した方は
どのような対策が適しているか
具体的に回答ください。（任意回答）

・想定される疾患名を事前に
カンファレンスで伝える

・実施可能な医療機関への患者搬送
・染色、標本作成の標準化
・高速・広帯域な通信
・医師への事前研修、経過確認
・対象を明確にする
・デバイス業者のサポートの活用
・地元医師への情報共有や研修、教育
・専門医偏在の緩和や専門診療能力の向上
・メールでのやりとりに報酬が付くと良い

診断名が他科医師に理解しにくい
乏しい医療資源のなかでの
診療体制の構築

 DtoDで時間を合わせるのが難しい
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８．質の管理が重要ですが、どのような手段を考えますか？
（必須複数回答：回答者20人）

９．対象とする診療手法についてエビデンスはありますか？
（必須単一回答：回答者20人）

5件 , 25%

10件 , 50%

13件 , 65%

0 5 10 15

その他

研修を行う（資格認定）

ガイドラインを作る

高速・広帯域な
通信手段の準備

啓蒙活動
不明

5件, 25%

4件, 20%
7件, 35%

4件, 20%

ある 研究中 ない その他

多種多様なため不明
 telesdtrokeガイドラインは、
脳卒中急性期を対象にし
ており、「頭部外傷」の
想定や検証は乏しい
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7件 , 35%

1

5件 , 25%

6件 , 30%

12件 , 60%

0 5 10 15

その他

オンライン診療の指針の内容が不足している

診療報酬の請求条件が厳しい

診療報酬の対象疾患が少ない

診療報酬額が少ない

１０．制度の課題について当てはまるものを選択ください。
（必須複数回答：回答者20人）

診療報酬に採用されていない
対面診療を重視していること
通信手段への規制が厳しすぎる
メールでの報酬がつくと良い
現在検討中

１１．上記１０で「オンライン診療の指針の内容が不足している」と
回答された方はどのような不足があるか回答ください。（任意回答）

・患者や家族の同意なく画像の転送をすることが多い
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全般に関するご意見などありましたらご回答ください（任意回答）

• 遠隔医療の制度について、情報不足
• 諸外国に比べて遠隔医療技術への制限が厳しすぎる。早急に緩和すべき
である

• オンライン診療の普及のために診療報酬に政策的な配慮を希望する
• 広い意味でのオンライン診療と現状の遠隔モニタリングとオンライン診
療は少し、別個に考えたほうが良いかともいます。また、できることと、
保険診療下で行えることにはギャップがあることを認識しつつ進めるほ
うが進展すると思います。今後この医療を行うことによって医療レベル
の質を落とさず、だれがみても改善したといえる基盤を作りつつ、医療
費全体は大きな増大は考えにくいので、一部の人たちに恩恵が行き過ぎ
ると、医療全体のシステムが崩壊すると考えられるので、やれる範囲の
実証研究を行いつつ、保険医療で行うことと、自由診療で行う部分をう
まく組み合わせていく必要があるかと思います

• 医師は対面診療が原則であるため、遠隔医療の普及が遅れている。現在
の新型コロナ感染症対策として、医療崩壊を防ぐ意味でも、早めのシス
テム構築、法改正が必要と考えます

• D-to-P、D-to-Dのいずれも、持続血糖モニタリングなどのデジタルデータ
の解析が必須と考えます。そのための医療スタッフ（糖尿病療養指導士
などの有資格者）のエフォートについて、2020年の診療改訂では認めら
れませんでした。エビデンスを蓄積して、この点を先ず解決する必要が
あると考えます

• 熱心な医師が赤字覚悟でないと取り組めないのが現状であり、継続可能
な体制構築を求めたい

• オンライン診療の指導料を広げて頂きたい。遠隔地、僻地の医療をして
いきたいです。小児神経科医に進めるのに、できれば、厚労省で会社を
推奨していただけると、導入がしやすいようです。私達の学会では、他
で問題になっているような、簡易な無診療処方などに使うことはほとん
どないと思います。患者様の利便性を最優先に考えて、是非、適正に進
めて頂ければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます
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