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プライマリ・ケアの現場にデジタルヘルスが浸透し
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デジタルヘルスの適切な導入により、次世代のプライマリ・ケアを発展させる
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オンライン診療 Personal Health Record Electric Health Record

デジタル療法 人工知能 ウェアラブルデバイス

活用されるさまざまなデジタルヘルス

政策的な課題 医療者側の課題 患者側の課題

オンライン診療に関する実証的研究

IoTデバイスやアプリを活用した研究を推進する環境づくり
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１．提言策定の趣旨

なぜ、プライマリ・ケアの現場は、デジタル化しなければならないのだろう?
誰に対し、どの部分がデジタル化しなければならないのだろう?
それは、誰にとって利益や価値をもつのであろう?
本提言の根底にある問いかけである。

確かに、COVID-19が我が国にも拡大し、対面での外来診療や訪問診療が制限された今、代替手段としてのオン
ライン診療の導入はやむを得ないのかもしれない。しかし、ひょっとしたらこのオンライン診療により新たな住
民にケアを届け、新たなニーズに応えることができるかも、と考えると、意味が変わると思う。

このように、新しい技術は、周囲の状況に合わせて必要と言われるものを個別に取り入れていくというやりかた
だけでなく、そもそも自分達が何を住民に提供しようとしており、総体としてどうありたいのかという統合の議
論があって良いはずである。

COVID-19前の世界、プライマリ・ケアには、2つの流れがあった。

A. プライマリ・ヘルス・ケア発展の流れ
地域のプライマリ・ケア専門職の養成と適切なケアの提供 ＞ 各国のプライマリ・ケアの課題解決 ＞ WHO
の提唱するプライマリ・ヘルス・ケアの発展とユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成

B. ICT（Information and Communication Technology :情報通信技術）を活用したヘルスケア発展に向
けた流れ
日本のsociety5.0（1） > WONCA(世界家庭医機構)によるeHealth政策提言（2） > WHOによる Digital Health
ガイドライン（3）

このうちDigital Health という用語は、① eHealth : 健康および健康関連分野を支援するための情報通信技術の
利用、② mHealth : 健康のためのモバイルワイヤレス技術の利用、③ 高度なコンピュータサイエンス: ビッグ
データ、ゲノミクス、人工知能、を包含した、最も広い概念であるため、本提言の根幹を成す用語として採用し
た。

本提言の構造は、1. プライマリ・ケアの理念の確認 2. プライマリ・ケアを改善しうるデジタルヘルス、対象者
および診療環境の紹介 3. 今後必要と思われるエビデンスの列挙 4. デジタルヘルス拡充にあたっての課題言及
というように整理している。

本提言をお読みになり、上記の問いかけに関してみなさまと議論を深め、我が国の文脈に即したデジタルヘルス
が採用され、プライマリ・ケアの発展に寄与することを望む。

ICT診療委員会 委員⾧ 吉田伸
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２． プライマリ・ケアにおけるICT活用とデジタルヘルス

2-1．ICTを活用した診療の現状
情報通信技術の進歩とともにCOVID-19流行は、医療やヘルスケアサービスへのICT活用を世界的に拡大させた。

海外では、欧米をはじめアジア諸国でも遠隔診療（Telemedicine）の導入が進み、特に米国は、COVID-19流行
以降、2020年3月に公的医療保険の適応を拡大し、1年間で約2000万人が遠隔診療を利用した。米国では約5000
施設が遠隔診療を提供しており、スマートフォンなどで24時間受診できる体制が整備されている。欧州では、医
療におけるICTの導入が進んでいるデンマークやスウェーデン、英国などでは遠隔診療が普及している。2020年
３月、英国のNHS（英国公的医療保障制度）は、オンラインでのトリアージを行うことで対面診療を減らすよう
に通達を出し、すべての患者が2024年までにデジタル技術を活用してアクセスできることを目指している。また、
中国においてもCOVID-19の流行により急速にオンライン診療が拡大しており、国家衛星健康委員会（NHSA）は
インターネットを基盤とした医療サービスの利用を推奨している。
日本の遠隔診療については、2015年8月の「遠隔診療に関する厚生労働事務連絡」において、「遠隔診療につい

ても、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものであれば、医師法第20条等に抵触するものではない」と告
示されたことから、本格的な導入が始まった。2018年4月の診療報酬改定でオンライン診療に関する報酬が新設
されたが、あくまでも対面診療を補完するものであり、一部の疾患に対象が限定されていた。しかしながら2020
年のCOVID-19流行により、オンライン診療が広く認知され、感染対策のため初診からオンライン診療が可能とな
るなど一時的に規制が緩和された。当初はへき地や離島など医療アクセスの悪い地域での普及が主であったが、大
都市においてもオンライン診療が広がりを見せた。しかし日本は他の先進国に比べると医療へのICT活用やデジタ
ルトランスフォーメーションに関しては遅れを取っている。厚生労働省の発表ではオンライン診療が可能な診療所
は1万を超えているが、当委員会が2021年7月から9月に日本プライマリ・ケア連合学会の会員に対しておこなっ
たアンケート調査では、実際にオンライン診療を導入している施設は10.7％にとどまっている。

提言１:ICTの活用によって、プライマリ・ケアの理念に沿った診療の質を改善する

２-2．プライマリ・ケアとデジタルヘルス
プライマリ・ケアとは、患者の抱える多くの問題に対処し、継続的な関係を築き、家族及び地域という枠組みの

中で責任を持って診療にあたる医療従事者によって提供される、統合性と近接性を特徴とする地域の保健医療福
祉機能である。プライマリ・ケアの特徴を表す理念には、かかりやすさを示す近接性（Accessibility）、様々な
問題に対応する包括性（Comprehensiveness）、多職種や地域住民と協力していく協調性（Coordination）、
幼児から高齢者までかかわる継続性（Continuity）、十分な説明や意思疎通を行う責任性（Accountability）の５
つがあり、このような視点から、医療・福祉・介護・保健を提供していくことが、プライマリ・ケアの根幹と
なっている。
現在、我が国は世界的にも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、少子高齢化による疾病や社会構造の変化

により、地域医療でのプライマリ・ケア医が求められる役割も大きく変化している。また、社会的な健康格差の
問題や、健康と福祉における持続可能な開発目標など、プライマリ・ケアの現場で取り組むべき新たな課題も出
現した。こうしたニーズの変化に対応するため、我々は従来のプライマリ・ケアの提供に加えて、近年急速に進
化しているデジタルヘルスをプライマリ・ケアの現場にも活用することで、プライマリ・ケアの５つの理念に
沿った診療の質の改善が可能となる。
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ICTを活用した医療は、これまで通信環境や画像の質などの技術的な問題から医療現場での使用は限定的であった。
しかしここ数年、オンライン診療などで活用されるICTは格段に進化し、さらにCOVID-19流行により、世界中の医
療で利用が促進されている。すでに一部のプライマリ・ケアの現場においてはデジタルヘルスの活用が始まっており、
プライマリ・ケア医による効果的なケアの提供を拡大させる可能性があることが示され(4)、非常時ではあるがICTを
活用したデジタルヘルスに関する多くのエビデンスが報告された(5)。プライマリ・ケア医がデジタルヘルスを活用す
ることで、専門医の診察を普段の診療所で受けられるような、統合された利用しやすいケアを提供することが可能と
なる。さらにデジタルヘルスは、 「医療が目指す４つの目標（Quadruple Aim）」(6)の観点からも、プライマリ・
ケアの現場で改善が必要な課題を解決することが可能となり、無駄な検査や過剰な投薬の減少による医療費や待ち時
間といった金銭的・時間的コストの削減や、医療のデジタルトランスフォーメーション（DX）による、医療従事者
の業務負担の軽減や、タスクシフトによる医療従事者の患者に向き合う時間の増加、医療従事者の負担を軽減するこ
とによる燃え尽きの防止といった医療提供者の働き方の質の改善も可能にする。デジタルヘルスにより質の改善が期
待されるものを、プライマリ・ケアの理念に沿って図１にまとめた。
プライマリ・ケアの理念や、大きな視野で包括的に地域や人をみるという「変わらない、変えてはならないもの」

は大切にしながら、技術革新による社会や患者ニーズの変化に答えるためには、新しいテクノロジーを積極的に取り
入れることで診療に付加価値をつけ、プライマリ・ケアの現場が抱える課題を解決していく姿勢も必要である。これ
からの社会が目指す、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムによる人間中心の社会におけるプ
ライマリ・ケア診療という新たなパラダイムを構築していくことで、国民の健康増進に資することが可能と考える。
現代社会の劇的な変化を考えると、10年後のデジタルヘルスがどのように発展しているかを想像することは困難で
あるが、Society5.0において、プライマリ・ケアはどうあるべきかを考え、医療分野のイノベーションを活用し、
国民の健康増進に資するプライマリ・ケアを確立するために、効果的なデジタルヘルス活用を検討して行く必要があ
る。

プライマリ・ケアの理念とデジタルヘルスによる質改善

近接性

患者の医療アクセ
スを改善し、健康
の改善や重症化を

予防

緊急性の低い救急
外来受診や入院の

減少

健康の社会的決定
要因により生じる
健康問題の改善

ワクチン接種率の
改善

タスクシフトによ
る、医療従事者の
患者に向き合う時

間の増加

継続性

慢性疾患管理の
改善

医療従事者の負担
を軽減することに
よる、燃え尽きの

防止

医療のDXによる
医療従事者の業務

負担の軽減

協調性

専門医への受診減
少など紹介の改善

専門医へのアクセ
ス改善による患者
の精神的な負担の

軽減

D to Dによる専門
医へ紹介など統合
的なケアの提供

診療の地域格差の
縮小（医師不足や
無医地区などの地

域医療充実）

多職種間の連携に
よる安全かつ効率

的なケア移行

包括性

PHRやAIの活用に
よる個々の患者へ
効率的で最適な医

療の提供

地域単位での医療
機関同士や多職種
での患者情報共有
による連携や統合
による地域包括ケ
アシステムの強化

責任性

持続モニタリング
による医療過誤の

防止

遠隔での病状や検
査結果説明の実施

ICTによる医療従
事者の継続的な生

涯学習の提供

図１．プライマリ・ケアの理念とデジタルヘルスによる質改善

疾患やライフス
テージに合わせた
最適な医療の選択

肢を提供
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３．さまざまな領域で活用されるデジタルヘルス

近年、医療におけるICTは加速度的に発展しており、プ
ライマリ・ケアの分野においてもさまざまなICTが課題
解決のためのツールとして活用されている。
Society5.0時代のヘルスケアは、医療分野のデジタル
トランスフォーメーションを進めることで、①病気の
治療から予防や早期発見へ、②標準的な医療から個別
化された医療へ、③医療者主体から患者主体の医療へ
と変わっていく。ICTを活用したデジタルヘルスがプラ
イマリ・ケアの現場で現在どのように活用され、また
今度どのような活用が想定されているかを知ることで、
それぞれの現場での今後のデジタルヘルス活用の参考
になると考える。

提言２:デジタルヘルスの分類、対象者、適応疾患を知ることにより、プライマリ・ケア
をより身近に、より個別に提供する

【遠隔診療】
遠隔診療とは、通信技術を活用して離れた二地点間で行われる医療活動全体を意味する。遠隔診療には、医師が

遠隔地の患者を診療するDoctor to Patient（D to P）と、専門医が他の医師を支援するDoctor to Doctor（D to 
D）とに大きく分けられる。患者側で看護師などの医療スタッフが補助する形態（D to P with N）は前者に含ま
れる。D to Pにはオンライン診療・オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談（医師以外も可）があり(7)、D to D
には、遠隔画像診断や遠隔病理診断、オンラインでの専門医への相談などがある。2020年4月以降はオンライン
診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修の受講が義務となっている(8)。ICT診療委員会では、［プライマ
リ・ケアにおけるオンライン診療ガイド］を作成しており、オンライン診療を始める際の参考にしていただきた
い（https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/online_guidance-2.pdf.pdf）。遠隔診療の有効性については、
どういった患者や状況で使用することが適切かなど、まだまだ多くの要因を注意深く検討する必要があるが、診
断や治療効果など概ね対面診療と同等の有効性が示されている(9)。遠隔リハビリテーションでは、一般に対面で
のケアと同等かより良いアウトカムをもたらし、在宅高齢者の栄養管理や、遠隔皮膚科診療は対面での診断と治
療の一致を示したとの報告もある。このように、プライマリ・ケアの担い手は、ICTの進化で遠隔診療の可能性が
拡大する中、地域に拠点を置き、専門医や他職種と連携しながら医療を行う“ハブ”の役割を果たすことも可能と
なる。

３-1．健康・医療・介護分野で活用されるデジタルヘルス

デジタル
ヘルス

デジタル
療法

遠隔モニ
タリング

PHR

EHR

遠隔診療

人工知能
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【人工知能（Artificial Intelligence:AI）】
AIとは一体何なのか依然として不透明な部分があるが、英国家庭医学会はAIを、「意思決定能力を持つソフトウェ

ア」として広く定義している(10)。米国医師会は、医療におけるAIの利用は、①患者の治療結果を高め、②国全体の
健康を改善し、③医療システムの全体的なコストを削減し、④専門家をサポートする、ことが必要があると強調し
ている。現在のプライマリ・ケアにおけるAIの活用は、医師の診断や治療における意思決定の支援や、健康データ
の分析などに主に使用されており、まだまだ成熟の初期段階にある技術であるため、多くのプライマリ・ケア医は
AIの可能性は限定的であると考えている(11)。そのため、今後プライマリ・ケアにおいてAIが活用されるためには、
現場での評価や研究によるエビデンスの創出が必要である(12)。しかし、プライマリ・ケアの現場は、AIの力を活用
する機会が将来的に最も広く、大きな規模で実現される可能性が高い場所である。AIの応用として最も期待されて
いるのが、膨大で反復的な事務作業の自動化や疾病診断である。AIを活用した疾病診断のアルゴリズムは、現在、
皮膚がん、乳がん、大腸がん、脳腫瘍、心不整脈の検出において医師を上回っており(13)、専門医へのアクセスが悪
い地域では、こうしたツールをプライマリ・ケア医が活用することで患者に大きな利益をもたらすことが可能とな
る。2029年の米国のプライマリ・ケアにおいては、AIは特に専門家へのアクセスが限定される人や希少疾患の人た
ちの診断制度を向上させると予想されている(14)。AIの発達で、プライマリ・ケア医は、「診断」の専門家としての
価値は低下する一方で、「多疾患合併や困難事例に対応するため、多職種と連携し地域志向アプローチを提供す
る」価値は一層高まる可能性がある。

【デジタル療法と治療用アプリ】
2014年、政府は日本の社会問題の解決策の１つとして成⾧戦略の中に「世界最先端の医療の実現のため医療・介

護・健康に関するデジタル化・ICT化」を盛り込んだ(15)。具体的には効率的に個人の生体データを収集・蓄積し、
そのデータを解析し、経過をフィードバックすることでより良い健康増進サービスを提供するという、一連の医
療・健康モデルである。2019年のCOVID-19流行は、従来の対面診療を原則とした医療サービスの概念を根本から
覆し、日本における診療形態も大きな転換期を迎えた。このような時代背景に則したICT活用の１つとして、スマー
トフォンを用いた、いわゆるモバイルヘルスという分野におけるデジタル療法が注目されている(16)。2014年の薬機
法改正でプログラム医療機器が薬事規制の対象となったことから、スマートフォンアプリを用いたデジタル療法が、
医薬品、医療機器に次ぐ「第三の治療法」として注目されている。健康に関連したスマートフォンアプリは数十万
あるといわれているが、臨床試験や治験で客観的に評価された「治療用アプリ」はほとんどない。そのため2019年、
アメリカFDAは、アプリの利用者に不利益にならないようプログラム医療機器に対するガイドラインを策定してい
る(17)。日本ではニコチン依存症向け治療用アプリ「CureAppSC」が治療用アプリとして初めて薬事承認された。禁
煙プログラムにおける心理的依存に対する介入・サポートを目的とした治療用アプリで、IoTデバイスとして携帯型
呼気CO濃度チェッカーが付属しており、患者自ら呼気COを測定し管理することが可能となっている(18)。米国では、
2型糖尿病患者の血糖コントロール改善を目的とした治療用アプリ「BlueStar」(19)や、肺がん患者の再発ならびに
合併症の早期発見を目的とした治療用アプリ「Moovcare」(20)も活用されている。また、プライマリ・ケア患者の
うつ病と不安症に対して、モバイル介入アプリが有効であった(21)との報告や、高血圧や不眠症治療アプリなど、さ
まざまな疾患に対して治療用アプリが開発されつつある。デジタル療法の臨床効果や費用対効果に関するデータは
限られており、さらに医療者や患者のITリテラシーの問題もあるため、デジタル療法の普及にあたっては、患者、
医療者双方のデジタル療法に対する十分な理解が必要であるが、今後新たな治療の選択肢となる可能性がある。

8



【ウェアラブルデバイスと遠隔モニタリング】
ウェアラブルデバイスとは、身体に装着して利用するICT端末の総称である。デバイスのセンサーを通してバイタ
ルサインなどの生体情報を取得し解析することで、外来診療や在宅医療などで利用されている。ウェアラブルデバ
イスのメリットとして期待されることは、①体温や血圧などの多様なバイタルサイン情報を知ることができる、②
適時の情報共有で医療機関と在宅診療、訪問看護との連携が円滑になる、③患者から得たバイタルサインをビッグ
データとしてAIで解析することで、疾患の解明、新たな治療指標や予後予測、治療提案など個別化診療への応用が
きくことである。高性能なスマートフォンの普及やデバイスの進化により、ウェアラブルデバイスは急速に普及し
ている。ウェアラブルデバイスで得られる生体情報は、血圧・心拍数・血糖値・動脈血酸素飽和度といった医療情
報だけでなく、歩数・移動距離・消費カロリー・睡眠時間・眠りの質などの生活情報がある。これらの情報を
Personal Health Record（PHR）や遠隔モニタリングと組み合わせることで、より個々の患者に最適な医療や介護
を提供することができる。ウェアラブルデバイスの活用は、日常生活におけるさまざまな生体情報を収集し、それ
らの蓄積データを疾患予防に役立てることが期待できるため、これまでの医療のあり方が大きく変わる可能性があ
る。
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【Electronic Health Record: EHR】
EHRとは、電子健康記録と呼ばれるもので、病歴や治療歴などを電子記録として保存し、それらの情報を医療機
関同士で共有する仕組みである。平成29年の総務省の医療等分野におけるICT活用の３本柱の１つに、EHRを用い
たネットワーク化による情報の共有・活用が挙げられている。地域の病院や診療所などをネットワークでつなぎ患
者情報等を共有・活用することで、地域にける医師の地域偏在などの課題解決も期待される。

【Personal Health Record: PHR】
PHRとは、個人の医療や健康に関する情報やデータを記録し、それを個々が自分で管理する仕組みである。PHRは
世界的に導入が進んでおり日本でもこれまでは病院や薬局ごとに保存・保管している個人の医療データを一元的に
保存し、本人が自由にアクセス・活用していく計画が進んでいる。PHRの利用目的は、①個人の日常生活習慣の改
善等の健康的な行動の醸成、②効果的・効率的な医療等の提供、③公衆衛生施策や保険事業の実効性向上、災害等
の緊急時の利用、④保健医療分野の研究である。PHRアプリなどで、個人の一生涯のデータを時系列で管理し、活
用することで疾病の予防や介護の適切な介入も可能となる。またPHRは、災害時においては医療機関等との情報連
携も容易になり重症化リスク等の判断に活用できる。
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① 職業・社会的な立場で受診が難しい患者

育児で受診が難しい主婦・主夫や、仕事が忙しいサラリーパーソンは、遠隔診療の恩恵を受ける。遠隔診療を行
うことで時間や場所の制約を受けないため、治療や内服の継続などアドヒアランスが改善できる。また⾧期出張
中などで受診できない人も遠隔からの受診も可能となる。

② 離島・僻地・交通アクセスの悪い地域

地理的にアクセスが悪く通院が難しい患者では遠隔診療による恩恵が大きい。また、専門医受診が必要な場合に
も、近隣に専門医がいない地域では遠隔診療での専門医受診や、セカンドオピニオンによる受診も可能となる。
現状、全国的には未だへき地診療所におけるオンライン診療は普及が進んでいない（22）が、山口のへき地や沖縄
の離島では看護師が患者に帯同するD to P with Nの形態でオンライン診療を提供している取り組みが報告（23、24、

25）されており、今後の更なる現状分析と社会実装に向けた知見の共有が必要である。

③ 生活習慣病などの慢性疾患をもつ患者

高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病で安定している患者は、簡単な問診で継続処方が行わることが多
いため、遠隔診療のよい適応となる。高血圧症では、自宅での血圧や脈拍を測定し、データを共有し、適宜対面
診療で聴診や心電図検査を行う。現在では持続的に生体情報を得ることができるウェアラブルデバイスも登場し
ている。糖尿病や脂質異常症も数値が安定していれば、オンラインで食事内容や体重変化の確認を行い、定期的
な対面診察で血液検査を行うことが可能である。

3-2．プライマリ・ケアでデジタルヘルスが活用される対象や疾患

医療におけるデジタルヘルスの活用は、さまざまな場面で検討されており、また新たな技術の開発も進んでいる。
デジタルヘルスは、従来の対面での診療を置き換えるものではないが、プライマリ・ケアの現場において、デジタ
ルヘルスがどのような状況や患者に適し、またどのようなメリットがあるかを知っておくことで、ライフステージ
毎に合わせたデジタルヘルスの提供が可能となる（図２，３）。以下に、現在実際に活用されている事例や、今後
活用が想定される場面を列挙する。

（図２）プライマリ・ケアでデジタルヘルスが活用される対象や疾患
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④ 精神疾患を持つ患者

精神疾患のある患者は、抑うつ、不安、幻覚妄想などの症状により、医療機関に受診することが難しい場合があ
る。一方オンライン診療では、自宅から画面越しで診察が行われるため、受診のハードルが下がるというケア・
アクセスの向上に加えて、日常生活の状況を医療者が把握しやすくなることで診療の質が改善する可能性がある。
例えば、オンライン診療を対面診療と組み合わせることで受診や服薬などのアドヒアランスの向上が期待できる。
また、オンライン診療と訪問看護を組み合わせることでD to P with Nによる新たな訪問診療の形態が拓けるかも
しれない。

⑤ 認知症高齢者

認知症の程度によっては、介護者の援助がなければ受診が難しい場合もある。遠隔診療を併用することで、通院
の中断を防ぐことができ、通院に付きそう介護者の負担も減らすことも可能にする。一方で、認知症患者だけで
は遠隔診療は難しいため、家族や看護師などの遠隔診療支援者が必要となる。

⑥ 在宅医療・自宅療養

COVID-19流行では、多くの患者が入院できず自宅療養を余儀なくされた。遠隔診療は、感染症で自宅での隔離
が必要な患者に対する早期治療や重症化予防を、医療従事者の感染を回避しながら実施することを可能にした。
また、平時においても、遠隔診療は、患者の状態だけでなく、診察室では見ることのできない自宅での患者や部
屋の状況を確認できるという利点がある。さらに在宅酸素療法やCPAP療法などでは、在宅でのデータモニタリン
グが可能であり、データを用いた遠隔診療を行うことができる。

⑦ 検査結果説明

検査結果を聞きにくるためだけの場合は、オンライン診療を行うことで患者は受診の手間を省略することができ
る。また電話での説明では十分な説明ができないなどのデメリットがあるが、オンライン診療を活用することで
画面を用いた詳細な説明を受けることが可能となり患者にとってメリットがある。

⑧ 禁煙外来

禁煙外来に通院する患者は基本的に健康で仕事をしている人が多い。忙しい合間に通院することが困難な場合も
あり、禁煙外来はオンライン診療の良い適応である。オンライン診療を活用することで、禁煙の継続をサポート
できる。

⑨ 低用量ピル・緊急避妊薬

月経困難症で低用量ピルを服用している女性で、仕事や子育てなどで受診が難しい患者にはオンライン診療で処
方を受けることでQOLの改善がはかれる。しかし低用量ピルの副作用についてはよく説明し、対応ができる体制
を構築しておく必要がある。また、早期に服用が望ましい緊急避妊薬もオンライン診療が役立つ可能性があるが、
産婦人科専門医との連携や適切な対面診療の確保などが遵守される仕組みが必要である(26) 。
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⑩ 死亡診断

ICTを用いた死亡診断等の取扱いについて、平成28年度厚生労働科学研究においてICTを用いた死亡診断等を行う
際の基本的な考え方、具体的な手順について「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン」が策定
されている。医師が死亡に立ち会えず、生前に診療にあたっていた医師が死後診察を行う場合であっても、直接
対面による死後診察に代替し得る程度の情報が得られる場合には、ICTを用いて遠隔から死亡診断を行うことは法
令上可能であり、実際活用されている(27)。

⑪ 外国人診療

オンライン会議システムでは、自動逐語翻訳システムの開発が進んでいる。オンライン診療に翻訳システムを組
み合わせることにより、言語の壁を超えて国内に滞在する外国人の診療を行うことができる可能性がある。国内
の外国人は立場によっては貧困や情報の少なさなど、健康格差につながる要因を持っており、スマートフォンの
アプリを通じてさまざまな情報を各々の文化や言語に即して提供することで、デジタルヘルスの活用による健康
ギャップの解消が見込める。

⑫ オンライン服薬指導

新型コロナウイルス感染拡大の収束後も、オンライン診療と同様に、オンライン服薬指導も恒久化され、これま
でオンライン診療や訪問診療患者に限定されていた対象も撤廃された。オンライン服薬指導を活用することで、
オンライン診療から投薬まで一気通貫で行うことが可能となる。また、調剤後の患者フォローが薬剤師の義務と
なっていることから、オンライン服薬指導・調剤後にICTツール（電子お薬手帳アプリや薬歴システムと連動した
SNS等）を用いた服薬状況の確認や、副作用の有無を把握することが必要となってきている。これらの患者状況
をかかりつけ医と連携することによって医療の質の向上、医療費の適正化に貢献していくことが求められる。

⑬ 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染診療では、「新型コロナウイルス感染の疑いの患者」をまずオンライン診療で診察する。
問診と視診、さらに簡単なバイタルサイン、可能なら家庭で酸素飽和度を測定することで診療可能である。アメ
リカ疾病予防管理センターではオンライン診療をCOVID-19対策の第一に挙げている(28)。COVID-19患者が急増
し入院が困難な状況においては、軽症患者や本来ならば入院が必要だが、事情により入院が難しい患者に対して
は、毎日オンライン診療を活用することで自宅でも病院のような診療が可能となる。また、COVID-19流行の情
勢下における「受診を控えている慢性疾患の患者」では、感染の危険なく受診できるオンライン診療を導入する
ことは患者の通院支援となる。

オンライン
診療

処方箋
発行

オンライン
服薬指導

調剤薬
配送

調剤後
フォロー 医療連携
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⑮ 看護領域でのICT活用

（１）患者・家族に対する看護ケアの提供
① 遠隔指導を中心とした使用:電話/スマートフォンや端末機器（iPad®やパソコン）などを用いた、患者・

家族教育/保健指導、コンサルテーションなど。
② 遠隔モニタリングを中心とした使用:機器を用いて測定された生体情報（体温、血圧、脈拍、呼吸数や体

重、活動量、血糖値、症状など）を患者から（自動）送信してもらい、看護師は送信されてくるデータを
定期的に観察しながら、異常値に対して警告（アラーム）を発したり、患者や家族に連絡を取り注意喚起
を行うなど、状態が悪化しないように継続観察する。

③ 遠隔トリアージを中心とした使用:遠隔モニタリングを行いながら、異常の兆候が表れた時をとらえて、
警告（アラーム）を発信すると同時に、看護師が患者や家族に直接連絡を取り、（救急外来）受診を促す
など。

④ 上記①～③の組み合わせの使用:患者への保健指導・教育を行いながら、遠隔モニタリングも行ってもら
い、看護師は送信されてくるデータを観察しながら、タイムリーな介入（トリアージ、教育/保健指導、医
療・介護・福祉サービスなどの調整等）を行う。

（２）医療・介護職者間等のコミュニケーション（カンファレンスやコンサルテーション）
① ICTを活用したオンラインによるカンファレンスや情報交換・連携:退院時多職種カンファレンスやケア

カンファレンスの際に、オンライン会議システムを用いる。LINEやSNSなどの通信アプリケーションを用
いて情報交換を行うなど。

② ICTを活用したオンラインによる専門家への症例対応の相談:①と同様、オンライン会議システムや専用
のアプリケーションなどを用いて、患者ケアやアセスメントについて遠隔での助言を得る。

子育て支援アプリ

予防接種管理アプリ

マイナポータル

ワクチン接種証明

治療用アプリ・遠隔モニタリング

オンライン服薬指導・電子お薬手帳

PHR・HER・臨床研究

AIによる診断・業務改善

母子手帳アプリ

社会的・地理的受診困難者 生活習慣病 精神疾患 在宅医療認知症 外国人検査結果説明 禁煙外来 死亡診断

オンライン診療

（図３）デジタルヘルスが可能にする、住民のライフステージに沿ったプライマリ・ケアの提供

14



4．デジタルヘルスを利用したプライマリ・ケア研究

情報通信技術の進歩により、オンライン診療が第四の診療として脚光を浴びる等、デジタルヘルスが注目されて
いる。オンライン診療は、アクセシビリティなどの面で、従来の診療形態にはない固有の強みがあると期待され、
今後、プライマリ・ケアの臨床現場においても、ICTの活用は急務である。今後、患者のニーズにあわせた柔軟な
医療を効果的・効率的に提供するためには、これらの診療形態に関わるエビデンスの創出も並行して行う必要が
ある。今後の日本のあるべきデジタルヘルス研究のあり方を模索する一助となることを期待し、本提言を作成し
た。
今後のデジタルヘルス研究にとって、特に重要と思われる点を、下記2項目にまとめた。デジタルヘルス研究の

あるべき姿を議論する際の一助となれば幸いである。

(1) オンライン診療に関する実証的研究
オンライン診療によって、患者の医療アクセスが向上すると期待されており、昨今のCOVID-19流行下で、そ

の取り組みが拡がっている。オンライン診療を1つの診療形態として⾧期的に確立するためには、そのアクセシビ
リティ、有効性・安全性、費用対効果などについて、従来の対面診療と比較する研究が求められるだろう。まず
は既にオンラインの活用が拡がりつつある発熱診療、禁煙外来、生活習慣病などの慢性疾患診療等において、実
践と研究を両輪で進めていく必要があると考えられる。

加えて、オンラインの活用は、対面診療の代替にとどまらない医療構造変革の機会にもなりうる。例えば、地
理的制約が取り払われることにより、地域と遠隔地の医療者の協働が可能になる。ICT診療委員会でも、プライマ
リ・ケア医療機関に通院する不眠症患者に対して、遠隔地の専門家がオンラインで認知行動療法を提供する仕組
みの実行可能性を臨床研究として検証中である。

(2) IoTデバイスやアプリ、日常診療データを活用した研究を推進する環境づくり
医療機器としてのIoTデバイス開発が進み、日常生活場面での詳細な状態観察データが取得可能になりつつある。

また、得られた観察データに基づいて個別化した介入を治療用アプリなどを用いて実施し、その結果をデータと
して得ることもできる。これらのデータを多因子観察、介入が必要になるプライマリ・ケア診療の質改善に活用
するために重要と考えられる事項を以下に示す。

1つ目は「使えるデータ」の蓄積である。プライマリ・ケア診療の質改善のためにはIoTデバイスやアプリでど
のようなデータを収集するべきかの目利きと、それらのデータを従来の診療情報と連結、蓄積するための仕組み
が、プライマリ・ケア領域の医療者、研究者には求められる。医療者や患者がデータを蓄積したくなるインセン
ティブ設計も必要になるだろう。また、WONCA(世界家庭医機構)の疾病分類委員会が開発したプライマリ・ケア
国際分類 International Classification of Primary Care : ICPCをはじめとした日常診療データを利用可能な形で
蓄積する仕組みも併せて推進することが必要である。

2つ目は「データを使える」仕組みの整備である。診療場面、生活場面など多様な場で得られたデータは誰に所
属するものなのかの整理、患者が研究者に安心してデータを預けるためのプライバシー保護の仕組み、容易かつ
安全に研究者がデータにアクセスするための仕組みの構築が、IoTデバイスやアプリを活用したデータを用いたプ
ライマリ・ケア領域の研究推進には必須である。

提言３:医療を効果的・効率的に提供するために、プライマリ・ケアの現場からデジタル
ヘルスに関するエビデンスを創出する
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5．デジタルヘルス普及における課題

ICTの活用は、医療における課題の解決や効率的な医療の提供など、患者と医療者の双方にメリットをもたらす。
しかしオンライン診療が初診から恒久化されたものの、現状はICTの活用は限定的である。学会員を対象としたア
ンケートでは、ICT導入について課題の指摘があった。課題は大きく政策的な課題・医療者側の課題・患者側の課
題の３つに分けることができる。今後、ICTを活用したデジタルヘルスを普及させるためには、特に医療者と患者
の課題に目を向ける必要がある。

【政策的な課題】

オンライン診療が普及する上で大きな障害となっている原因と１つが診療報酬体系である。オンライン診療では
対面診療と比較して診療報酬が低く、導入費用や運用費用に高額なコストがかかるため、診療所や薬局などでは
経営が成り立たないため容易に導入できないという課題がある。また、個人情報の取り扱いなどセキュリティー
に関する課題があり、今後デジタルヘルスが普及していくためには、時代に即した制度整備が必要である。さら
にデジタルヘルスを普及させるためには、個々の医療データを効率的・効果的に使用可能とする、早期のPHRの
普及が期待される。

【医療者側の課題】

医療者側の課題として、診療におけるICTの活用法や、ICTを導入することのメリット・デメリット等の情報が少
なく、効果的な活用法が分からないことや機器の取り扱いが煩雑でスマートフォンなどのデバイスに慣れてない
医療従事者には導入が難しい点が挙げられる。また、対面診療と異なり、視覚情報が主になるため診療の安全性
や有効性に対する不安がある。日本医学会連合から「オンライン診療の初診に関する提言」(29)や、日本プライマ
リ・ケア連合学会から、「オンライン診療診断学ことはじめ」(30)といった、適切なICTを活用した診療に関する
情報の発信やセミナー等を開催し新たな情報を共有していくことも必要である。オンライン診療など非対面の診
療に関する懸念としては、医師-患者間の信頼関係構築の難しさ、フォローアップやケアの継続性に対するリスク
などが挙げられている(31)。

【患者側の課題】

患者側の課題としてデジタル・ディバイドがある。デジタル・ディバイドとは、「インターネットやパソコン等
の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差」のことである。デジタルヘルスではイン
ターネットを活用することが多いが、高齢者や低所得世帯ではインターネットの利用格差が大きくなり(32)、新た
な健康の社会的決定因子となりうる。デジタルヘルスを普及する上で、こうした層への配慮や教育、シンプルな
デバイスの開発などが求められる。

提言４:プライマリ・ケアの現場にデジタルヘルスが浸透していく際の課題にも目を向ける
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6．おわりに

人類はこれまで多くの革新的な技術を開発してきた。我々の生活においてインターネットはもはやなくてはなら
ない存在となり、今ではほとんどの人がスマートフォンを持ち毎日インターネットにアクセスする時代となった。
わずか２０年あまりで、世の中は当時では想像できないほどの進化を遂げ、今なお急速に進歩している。日本が
目指す新しい社会（Society5.0）にむけて、多くの分野でデジタルトランスフォーメーション（DX）化が進んで
おり、医療分野も同様にDX化という大きな転換期を迎えている。少子高齢化や人口減少、医師の偏在など、日本
の医療が抱える問題を解決し持続可能な医療を達成するためには、医療現場においてもICTの活用はもはや不可欠
であると思われる。厚生労働省が描く医療の将来像では、「患者にとっての価値」につながるICTを活用した次世
代型保険医療システムの構築を提言しており、さまざまな医療ICTの活用に関する施策が進められている。ICTを
活用したデジタルヘルスが今後どのような発展を遂げるか現時点では予測ができない点も多いが、我々はデジタ
ルヘルスを活用したSociety5.0におけるプライマリ・ケアという新たなパラダイムを構築していくことも必要で
ある。プライマリ・ケアにおいて、医師―患者間の関係性を構築する上で対面診療による診察やコミュニケー
ションは重要であり、新しいデバイスやシステムを使うことへの不安や、デジタルヘルスに関するリテラシー・
セキュリティといった課題を多くのプライマリ・ケア医が抱いている。しかしながら、デジタルヘルスの活用
は、これまでアプローチできなかった患者へ介入でき、患者のwell-beingに貢献するだけでなく、医師不足や過
重労働の改善など医療従事者や地域のヘルスケアシステムの一役を買うことはほぼ間違い無いと思われる。今
回、プライマリ・ケア従事者を対象にICTを活用したデジタルヘルスの現状と将来的な活用についての提言をまと
めた。プライマリ・ケアの現場で活用されるデジタルヘルスへの理解や活用に本提言書が少しでも役に立てば幸
いである。

ICT診療委員会副委員⾧ 本提言編集担当 小林知貴
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