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新しい情報通信技術戦略・工程表（遠隔医療の推進）に対する総務省の取組

工程表 平成22年度の総務省の取組

遠隔医療実証事業の実施および継続・拡大、

エビデンスの収集

【参考１～参考５】

○「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」（総務・厚生労働両大臣懇談会）の

中間とりまとめ（平成20年7月）を踏まえ、

①医師法第20条の解釈・通知の見直し

②インセンティブの在り方

等の検討に資するよう、厚生労働省と連携して、平成20年度より、遠隔医療

モデル事業を実施し、遠隔医療の有効性・安全性に関するデータ・エビデンス

の収集・蓄積に取り組んでいるところ。

○さらに、平成21年度以降も、遠隔医療モデル事業の成果を基に、関連予算を

活用して、遠隔医療の実施地域の拡大を図るとともに、さらなるデータ・エビ

デンスの収集・蓄積を行っているところ。

○今年度中を目途に、関係学会等とも連携して、これまでの遠隔医療モデル事業

等に係る一定の成果（データ・エビデンス）を取りまとめる予定。

懇談会等における遠隔医療推進方策の検討

【参考６】

○総務大臣主催の「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース・

遠隔医療等推進ＷＧ」において、遠隔医療などの普及方策について報告を取り

まとめた（平成22年5月）ところ。

処方せんの電磁的な交付の検討

【参考７】

○現在、健康・医療情報活用基盤の構築に向けた実証事業を3省（総務省、厚生

労働省、経済産業省）連携で実施しており、この中で、現行制度の範囲内で、

処方箋の電子化についても部分的に実証・検証しているところ。
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平成23年度以降も、総務省関連予算（案）【参考8～参考９】により、関係省庁と連携しながら、

遠隔医療のデータ・エビデンスの収集・蓄積に取り組み、この成果を踏まえ、上記各課題の検討に対応



【参考1】遠隔医療の推進

遠隔医療システムの導入状況（施設数）

（ ）内は、全施設数に占める比率

出典：厚生労働省「医療施設（静態・動態）調査」（平成20年）

遠隔医療の現状

一般病院
（7,714）

一般診療所
（99,083）

遠隔画像診断 841(10.9%) 930(0.94%)

遠隔病理診断 192(2.49%) 196(0.20%)

遠隔療養支援 44(0.57%) 44(0.04%)
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【参考2】遠隔医療の推進方策に関する懇談会

１ 背景・目的
地方における医師不足等が指摘されている状況を踏まえ、地域医療の充実に資する遠隔医療技術の活用方法と、その推進方策について検討

するため、総務大臣及び厚生労働大臣の共同懇談会を開催（平成２0年３月）（座長：金子郁容/慶應義塾大学政策・メディア研究科教授）

２ 主な検討事項
（１）地域医療が抱える課題と地域のニーズ （２）課題解決に資する遠隔医療モデルの内容
（３）遠隔医療モデルの推進に向けた課題 （４）２０年度実証プロジェクトの実施内容 等

３ 開催期間
平成２０年３月に第１回会合を開催し、これまで６回の会合を開催。平成20年7月31日に中間とりまとめを実施

４ 構成員（五十音順）

【中間取りまとめ概要（平成２０年７月３１日）】

１．診療報酬の適切な活用

モデル事業などでの検証を進め、安全性・有効性等について科学的根拠に基づくデータ（エビデンス）があると検証されたものについては、将来、検討の対象。

※診療報酬の活用に関する構成員からの具体的提案

遠隔での画像診断・病理診断における超音波動画像などの新たな医療技術や、複数の医師・医療機関の連携に関し、診療報酬上の加算等の評価の検討

２．遠隔医療の位置付け

モデル事業などでエビデンスがあると検証されれば、遠隔医療の位置付けをより明確にするために（※）、「慢性期（再診）、健康管理、予防医療、生活習慣にかかわる

もの」について、基本的に（対面診療と）遠隔医療が選択可能であることを明らかにする。

※ 遠隔医療の位置付け

「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（改正平十五医政発0331020）により、現在は、「対面診療が基本であり、遠隔医療は補完的なもの」という位
置付け。本通知の別表で遠隔医療が許容される場合を列挙。

３．補助金、地方交付税など財政支援措置の活用その他方策の推進

関係各機関や受益者の費用負担の仕組み、補助金・地方交付税など財政支援措置の活用、コスト削減の可能性、費用対効果を高める方策、地域医療機関の連携の

推進方策を検討。遠隔医療にかかわる拠点病院設置や既存制度の活用も含め制度面での可能性、通信インフラや情報システムの整備と標準化などの推進方策を検討。

４．モデル事業

「中間とりまとめ」の内容を踏まえて、遠隔医療の推進に資する有効な実証モデル事業の実施（必要性と有効性の実証と検証を重視）。

秋草 直之（富士通㈱取締役相談役）

内田 健夫（(社)日本医師会常任理事）

太田 隆正（太田病院副院長）

大山 永昭（東京工業大学像情報工学研究施設教授）

梶井 英治（自治医科大学地域医療学ｾﾝﾀｰ地域医療学部門教授）

◎金子 郁容（慶應義塾大学政策・ﾒﾃﾞｨｱ研究科教授）

川島 孝一郎（仙台往診ｸﾘﾆｯｸ院長）

久島 昌弘（沖縄県立中部病院医療情報科部長）

栗原 毅 （慶應義塾大学教授）

仁坂 吉伸（和歌山県知事）

本田 敏秋（岩手県遠野市長）

本多 正幸（長崎大学医歯薬学総合研究科教授）

松原 由美（明治安田生活福祉研究所主任研究員）

村瀬 澄夫（信州大学医学部地域医療学講座教育特任教授）

吉田 晃敏（旭川医科大学学長・遠隔医療センター長）

和才 博美（NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱代表取締役社長）

和田 ちひろ（いいなｽﾃｰｼｮﾝ代表）

國領 二郎（慶應義塾大学総合政策学部教授【ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ】）
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主な事業分類 実施主体名 取得を目指す主な効果データ

医
療
行
為

遠隔画像診断
（DtoD）

北海道、南砺市（富山県）、穴水町（石川県）、岩内町（北海道）、最上町（山
形県）、群馬県、千葉県、長野県、地方独立行政法人静岡県立病院機構、京都府
公立大学法人、萩市（山口県）、NPO日本CT検診学会【12】

・１日当たりの画像診断件数の増加
・１日当たりの受診患者数の増加

在宅遠隔診療／
訪問看護支援
（Dto[Nto]P）

島根県、連携主体（新見市等）、鶴岡市（山形県）、秋田県、NPO国際技術文
化交流センター、NPOe-Mado病気のこどもの総合ケアネット【6】

・患者の通院時間／コストの短縮
・医師の往診回数／コストの減少
（医師の不在時間の短縮）

医療情報連携
（疾病管理、電
子カルテ等）

香川県、室蘭市（北海道）、茨城県、多摩市、三重県、橋本周辺広域市町村圏組
合（和歌山県）、NPO北海道地域ネットワーク協議会、連携主体（徳島県等）、
連携主体（留萌市、小平町）、地方独立行政法人静岡県立病院機構、NPO日本
サステイナブル・コミュニティセンター、NPO和歌山地域医療情報ネットワー
ク協議会、(財)加古川総合保健センター、佐賀県【14】

・重複検査・診療の減少
・１患者当たりの入院日数の短縮
・慢性期疾患患者等の重症化防止による

疾患罹患率及び救急対応件数の減少
・医療費の適正化

救急医療支援
（搬送患者情報
共有等）

利根沼田広域市町村圏振興整備組合、テレビ小山放送㈱、大分県、日向市（宮崎
県）、連携主体（広島市等）、連携主体（佐賀県等）、NPOメッシュ・サポー
ト、㈱横須賀リサーチパーク、連携主体（金沢市、内灘町）、NPO岐阜救急災
害医療研究開発機構、NPOヘルスサービスR&Dセンター【11】

・救命治療（応急処置）の質の向上
・搬送患者情報の確認時間の短縮
・搬送時間（搬送先選定時間）の短縮
・救命率の向上

医
療
行
為
以
外

健康管理／予防
支援

函館市（北海道）、遠野市（岩手県）、松本市（長野県）、佐賀県、栗原市（宮
城県）、西会津町（福島県）、奥多摩町、京丹後市（京都府）、美馬市（徳島
県）、連携主体（三条市、見附市等）、雲南市（島根県）、連携主体（岐阜市、
豊岡市）、連携主体（唐津市、玄海町）【13】

・特定保健指導対象者など疾患罹患率
（新規認定者数）の減少

・バイタルデータの向上
・健康指導回数の減少

医療健康情報管
理支援

NPO群馬コングレスサポート、連携主体（福井ケーブルテレビ㈱、さかいケー
ブルテレビ㈱）【2】

・健康診断受診率等の向上

介護・福祉サー
ビス連携

佐井村（青森県）、射水市（富山県）、府中市（広島県）、三好市（徳島県）、
西予市（愛媛県）、知名町（鹿児島県）、NPOすずらんの会ネットワーク、
(社)高知医療再生機構【8】

・１介護・福祉従事者当たりの対応可能
人数の増加

・介護者家族の余剰時間の増加率

その他（健康情
報提供、医師教
育等）

内灘町（石川県）、米沢市（山形県）、㈱横須賀テレコムリサーチパーク、㈱浜
名湖国際頭脳センター、NPOアジアン・エイジング・ビジネスセンター、(財)
おきなわ健康長寿研究開発センター、NPO札幌ビズカフェ、NPO医療制度研究
会、NPO体験活動研究会、連携主体（NPO由結等）【10】

・住民の健康意識の向上
・医師の学習機会の向上

【参考3】総務省におけるこれまでの医療ＩＣＴ委託・支援地域（事業分類別）

「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」中間とりまとめ（H20.7.31）を踏まえ、厚生労働省とも連携しつつ、遠隔医療の有効
性・安全性に関するデータ（エビデンス）等の収集・蓄積に取り組んでいるところ。
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【参考4-1】総務省におけるこれまでの医療ＩＣＴ委託・支援地域（支援事業別）

No 実施団体 事業名

地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
モ
デ
ル
構
築
事
業

1 北海道 北海道医療過疎を解消するための広域遠隔
医療普及推進事業

2 函館市（北海道） 道南地域統合遠隔医療サービス圏の形成・
構築事業

3 遠野市（岩手県） 地域連携遠隔医療モデル構築：遠野型健康
増進ネットワーク事業

4 松本市（長野県） ICTを活用した複合的遠隔予防医療事業

5 南砺市（富山県） 南砺市での小児科医療連携における遠隔コ
ンサルテーション・モデル構築

6 穴水町（石川県） 能登北部医療圏における遠隔医療・地域医
療連携モデル事業

7 島根県 地域で予防・治療・フォローを総合支援す
る住民参加型遠隔医療システムの構築

8 新見市（岡山県） 笑顔でつなぐ「新見あんしんねっと」事業

9 香川県 「電子カルテ機能統合型TV会議システ
ム」による遠隔医療ネットワーク構築事業

10 佐賀県 診療情報共有と映像コミュニケーションに
よる「どこでもかかりつけ病院」

ユ
ビ
キ
タ
ス
タ
ウ
ン
構
想
推
進
事
業

11 岩内町（北海道） ICT利活用による後志地区住民の安心・安
全定住を支える診療体制の構築

12 室蘭市（北海道） 室蘭地域医療連携総合システム構築事業

13 北海道 どこに住んでいても高度な医療が受けられ
る遠隔医療普及推進事業

14 佐井村（青森県） 佐井村見守り・告知ネットワーク構築事業

15 栗原市（宮城県） 地域医療連携ＩＣＴシステム構築事業

No 実施団体 事業名

ユ
ビ
キ
タ
ス
タ
ウ
ン
構
想
推
進
事
業

16 秋田県 訪問看護ＩＴ化推進事業

17 鶴岡市（山形県） 在宅医療を支える医療・介護包括情報共有
ネットワークシステムの構築・運用事業

18 最上町（山形県） 遠隔医療支援機能付きPACSを採用した町立最上
病院・県立新庄病院間遠隔医療システムの更新

19 西会津町（福島県） 在宅健康管理システム整備運営事業

20 茨城県 茨城県域医療情報活用基盤整備事業

21 利根沼田広域市町
村圏振興整備組合

沼田保険医療圏における遠隔医療技術を用
いた救急医療地域事業

22 群馬県 遠隔医療支援画像診断システム

23 千葉県 がん検診連携拠点病院を中心としたがん遠
隔画像診断システムの構築

24 奥多摩町（東京都） 遠隔予防医療相談事業

25 多摩市（東京都） 遠隔医療 －地域連携パスＩＴ化による多
職種参加の地域連携推進事業－

26 テレビ小山放送㈱ WiMAXを活用した救急搬送通信システム
の構築

27 テレビ小山放送㈱ WiMAXを活用した救急医療データ通信シ
ステムの構築

28 長野県 県立病院間高画質診療支援ネットワーク構
築事業

29 射水市（富山県） ＩＣＴユビキタス・ホスピタルタウン射水
プロジェクト

30 内灘町（石川県） ライフ・ケア・オン・デマンド事業

31 三重県 三重県地域医療連携推進事業

32 地方独立行政法人
静岡県立病院機構

遠隔診療による小児医療最適化事業（「静
岡県小児医療ネットワーク」）
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No 実施団体 事業名

ユ
ビ
キ
タ
ス
タ
ウ
ン
構
想
推
進
事
業

33 京丹後市（京都府） 在宅健康管理による健康大長寿のさとづく
り事業

34 橋本周辺広域市町村
圏組合（和歌山県）

ゆめコミュニティ事業構築プロジェクト

35 京都府公立大学法人 携帯電話端末を利用したユビキタス眼科医
療支援ネットワークシステムの構築

36 島根県 地域ＩＣＴを活用した遠隔診療支援システ
ムの拡大事業

37 府中市（広島県） 府中地域 保健・医療・福祉連携ネット
ワーク

38 萩市（山口県） 離島医療を支援する遠隔画像診断システム
整備事業

39 美馬市（徳島県） 美馬市「健康・安全・安心」支援事業

40 三好市（徳島県） 平成２１年度 三好市ユビキタスタウン構
想推進事業

41 西予市（愛媛県） リライアブル・タウン基盤構築事業～安心
して楽しく老いるまちづくり

42 大分県 周産期救急医療情報ネットワークシステム
構築事業

43 日向市（宮崎県） 救急自動車車載カメラ映像伝送による救急
医療支援事業

44 知名町（鹿児島県） 知名うきゃわきゃ安心ネットワーク構築事業

Ｉ
Ｃ
Ｔ
ふ
る
さ
と
元
気
事
業

45 NPO・北海道地域
ネットワーク協議会

北海道南西部・広域医療連携ネットワーク
構築事業

46 遠野市 ICT遠野型健康増進ネットワーク事業

47 米沢市 米沢市立病院を中心とする地域医療連携の
ICT化を担う人材育成事業

No 実施団体 事業名

Ｉ
Ｃ
Ｔ
ふ
る
さ
と
元
気
事
業

48 NPO・日本CT検
診学会

地域における肺がんCT検診の普及と在宅
医師の活用事業

49 ㈱横須賀テレコム
リサーチパーク

ｅメディケーション支援事業

50 連携主体（三条市、
見附市）

健康をまちづくりの核とした三条・見附市
Smart Wellness City プロジェクト

51 NPO・ｅ－ＭＡＤＯ
病気のこどもの総合
ケアネット

こどもの在宅ケア推進ICT地域医療人育成
事業

52 NPO・すずらんの
会ネットワーク

沼津市健康増進・介護予防事業

53 NPO・国際技術文
化交流センター

在宅医療・介護における地域見守りサポー
トセンター事業

54 ㈱浜名湖国際頭脳
センター

ＡＥＤ地域ステーション雇用創出事業

55 雲南市 雲南市地域健康医療ネットワーク構築事業

56 連携主体（広島市、
海田町等）

救急現場におけるＩＣＴ利活用事業（画像伝送シ
ステム等を活用した広域救急医療体制の充実）

57 連携主体（徳島県、
藍住町等）

徳島県におけるＩＣＴ活用での糖尿病疾病
予防管理サービス事業

58 連携主体（佐賀県
等）

救急医療・ＩＣＴ医療連携推進事業

59 NPO・アジアン・エ
イジング・ビジネス
センター

疾病管理普及事業

60 NPO・メッシュ・
サポート

北部ドクターヘリ活用型地域健康増進コ
ミュニティ事業

61 (財)おきなわ健康長寿
研究開発センター

ICT利用による未病ケア推進事業

【参考4-2】総務省におけるこれまでの医療ＩＣＴ委託・支援地域（支援事業別）
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No 実施団体 事業名

地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
広
域
連
携
事
業

62 連携主体（留萌市、
小平町）

ICTを活用した留萌圏域における地域連携
一生パス運営事業

63 NPO・札幌ビズカ
フェ

「食とICT」による「地域の健康と安全安
心ブランドの推進」経済活性化事業

64 NPO・医療制度研
究会

ICTを利活用した予防接種・電子母子健康
手帳・がん検診・健康診断支援を含む子育
て世代の広域連携事業

65 NPO・群馬コング
レスサポート

群馬健康クラウドネットワーク基盤構築事
業

66 ㈱横須賀リサーチ
パーク

ユビキタス型救急医療情報サービス

67 連携主体（新潟市、
三条市、見附市）

多数の住民の参加・継続を可能とするライ
フスタイル型健康づくりプロジェクト

68 連携主体（金沢市、
内灘町）

ICTを利活用した広域連携救急画像伝送シ
ステム事業

69 連携主体（福井ｹｰﾌﾞﾙ
ﾃﾚﾋﾞ㈱、さかいｹｰﾌﾞﾙ
ﾃﾚﾋﾞ㈱）

利用者参加型健康増進ネットワーク事業

70 連携主体（岐阜市、
豊岡市）

人と社会のつながり強化による地域健康づ
くり活性化プロジェクト

71 NPO・ 岐阜救急災害
医療研究開発機構

階層別トリアージ運営事業

72 NPO・ 岐阜救急災害
医療研究開発機構

岐阜県救急医療全体最適化事業

73 NPO・ 体験活動
研究会

伊豆健康保養地域情報発信ネットワーク基
盤構築事業

74 地方独立行政法人
静岡県立病院機構

「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタ
ル」構築事業

75 連携主体（NPO・
由結、NPO・燦）

ICT利活用による健康・福祉増進モデル事
業

No 実施団体 事業名

地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
広
域
連
携
事
業

76 NPO・日本サスティ
ナブル・コミュニ
ティセンター

地域共通診察券(仮称：すこやか安心カー
ド)発行による安心・安全な健康医療福祉
情報基盤整備事業

77 NPO・ヘルスサー
ビスR&Dセンター

奈良県救急医療管制支援システム（e-
MATCH）事業

78 NPO・和歌山地域
医療情報ネット
ワーク協議会

広域連携ゆめ病院

79 (財)加古川総合保
健センター

加古川地域住民健康情報活用事業

80 連携主体（新見市、
高梁市）

新見あんしんねっと広域連携事業

81 連携主体（NPO・徳
島医学研究・教育支
援機構、徳島県等）

徳島県におけるICT活用による糖尿病疾病
予防管理サービス事業

82 一般社団法人高知
医療再生機構

地域ICT利活用による幡多圏域地域医療連
携ネットワーク構築事業

83 佐賀県 疫学DB構築による地域糖尿病予防対策支
援事業

84 連携主体（佐賀県
唐津市、佐賀県玄
海町）

佐賀北部医療圏健康管理推進事業

85 NPO・ メッシュ
サポート

救急ヘリ活用型ICT広域医療連携事業

【参考4-3】総務省におけるこれまでの医療ＩＣＴ委託・支援地域（支援事業別）（3/3）
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応募主体 事業内容 得られた効果

岩手県
遠野市

東京・栗原クリニックをはじめとした専門医（循環器医師）が、遠隔健康管理
（テレビ会議、データ共有）により、遠野市地区センター等の高齢者（約300
人）に対して、循環器や生活習慣などを中心に健康維持・改善指導などを実
施

□検査項目値によって高血圧症群、糖尿病群、高脂血症群、肝機能異常値症群の4群に分類。
いずれかの症群に該当する参加者のうち、1回目測定時と2回目測定時で比較すると改善がみ
られた。

※１回目の測定は平成２１年２月、
２回目の測定は平成２１年８月
に行ったものである。

□最高血圧の有意改善者率62.7％、ＬＤＬコレステロールの有意改善者率47.1％

長野県
松本市

訪問指導・介護にて測定したバイタル情報をデータベースシステムを介して
信州大学医学部や会田病院へ伝送し、患者に対してテレビ電話による遠隔
医療相談・遠隔健康指導や、看護師を通じた医療的な処置を実施

□医師が把握可能な情報量が増大し、非通院日の慢性疾患管理が十分に可能
（→きめ細かい在宅ケアが実現し、訪問看護回数の軽減にも効果）

富山県
南砺市

富山大学や南砺市民病院等が、「南砺市情報ネットワーク」（市内医療機関
を結び、診療記録、検査記録、処方記録、画像記録を共有化）を活用して、
小児科専門医のいない地域における小児科専門の遠隔コンサルテーション
を実施

□診療所（非小児専門医）の小児受診患者数が前年比200％増加
□利賀地区の小児受診者の診療所受診割合が72％→92％増加

岡山県
新見市

携帯型診療支援端末「医心伝信」を活用して、新見市医師会が、遠隔の訪
問看護師を介して、市内の病院、診療所、介護施設などの訪問・在宅看護を
実施

□外来時間中の遠隔診療が可能になり、2ヶ月で15%（190件程度）の診療所の受入可能外来患者
数が増加 （→患者の受診機会の向上)

□各病院が入院・手術の可否に関する情報を共有し、診断支援することにより、診断結果の判明
時間が１週間程度短縮 （→早期の診断による治療計画の円滑化）

香川県
香川大学および地域診療所が、「かがわ遠隔医療ネットワーク」（電子カルテ、
在宅健康管理システム、テレビ会議システム）を活用して、脳卒中、糖尿病
など慢性期患者を対象とした遠隔指導・診察を実施

□脳卒中患者の急性期からの転院割合が上昇し40％以上を維持
（→急性期からの患者の円滑な転院に効果）

□回復期病院の在宅復帰率が73.9％に上昇、平均待機日数が30％減少（→円滑な医療連携に
効果）

北海道
旭川医科大学が、拠点病院に加えて、地方病院や診療所と遠隔医療（検査
画像読影診断、遠隔医療相談）を実施

道内９医療圏試算
□患者の負担軽減効果：総額12.1億円
□患者の在院日数短縮による医療費削減効果：0.27億円/年

北海道
函館市

札幌医科大学を中心に、遠隔医療ネットワーク「Medlka」（医療機関間におけ
るデータ共有システム）を活用して、周産期医療支援サービス及び生体デー
タのモニタリングによる在宅医療及び健康管理を実施

□平均１４回の妊婦健診のうち、３回（公費分６回の半分）の遠隔検診実施により、奥尻島の妊婦
の検診にかかる通院負担が16万円軽減／人

石川県
穴水町

穴水総合病院と金沢医科大学をテレコンサルテーションシステムで結び、脳
外科領域の遠隔診断・がん相談及び化学療法支援等を実施

□患者と家族の通院負担が1ヶ月あたり16時間、約3.3万円の軽減
□公立穴水総合病院に1ヶ月あたり77.4万円の増収効果 （→地域の中核病院の経営維持に貢
献）

島根県
「医療ネットしまね」（電子カルテ、遠隔画像診断、テレビ会議システム等）を
活用して、中核病院の医師から診療所の看護師を通じた遠隔医療（ＤｔｏＮ/
Ｐ）、慢性疾患患者の自己管理支援を実施

□患者の通院時間平均約40分節約（1回あたり）、通院費用約6,000円（1回あたり）節約、医師の
移動時間約40分削減 （→安心感の向上）

佐賀県
電子カルテシステムを連携させて地域医療機関の情報共有を図り、家庭の
テレビを活用した遠隔健康診断・相談とともに、Web会議システムを活用して、
中核病院が離島診療所等の医師に対して医療指導等を実施

□医療研修をWeb上で実施することにより、離島医師の移動が省略され、離島における医師不在
日数（週1・8時間/週）が減少
（→約25％の医療機会の向上、医師の安心感の向上、医療の質の向上）

【参考5-1】遠隔医療モデル事業（10件）の成果（平成21年度）

1回目測定時※ 2回目測定時※ 改善率（%）

4群重複該当者 6人 1人 83.3

3群重複該当者 17人 6人 64.7

2群重複該当者 36人 19人 47.2

1群該当者 13人 9人 30.8

■「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」中間とりまとめを踏まえ、平成２０年１０月より総務省の委託事業（５.４億円）として実施中
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【参考5-2】遠隔医療モデル事業の例 北海道旭川市（遠隔画像診断、在宅患者支援）

■旭川医科大学病院・遠隔医療センターが実施している拠点病院間との遠隔医療を地方病院や診療所にまで拡大
■眼科を中心に、TV会議システム等の画像伝送を中心として、専門医と看護師等のコメディカルとの間の遠隔医療支援

や患者に対する切れ目のない医療支援体制を確立するための地域の拠点病院や診療所との連携による在宅療養支援を
実施

遠隔医療の実施形態
D to D：医師 対 医師
D to N：医師 対 看護師等のコメディカル
D to P：医師 対 患者
N to P：看護師等のコメディカル 対 患者

遠隔医療の実施形態
D to D：医師 対 医師
D to N：医師 対 看護師等のコメディカル
D to P：医師 対 患者
N to P：看護師等のコメディカル 対 患者

旭川医科大学病院 （遠隔医療センター）

地方病院・診療所

地域の拠点病院(B)
地域の拠点病院(A)

DtoD

DtoD
DtoN

DtoP
NtoP

DtoP
NtoP

DtoP
NtoP

DtoD
DtoN

DtoD

遠隔医療支援システムによる
診断支援・在宅療養支援

遠隔放射線読影診断

遠隔放射線読影診断依頼
診断支援・在宅療養支援

診断支援・在宅療養支援

在宅患者

富良野協会病院 公立芽室病院

足寄町国民健康保険病院

北見赤十字病院
遠軽厚生病院

中頓別町国民健康保険病院

函館五稜郭病院 市立函館病院

留萌市立病院

北海道立羽幌病院

利尻島国保中央病院

市立稚内病院

旭川医科大学病院
遠隔医療センター

名寄市立総合病院

八雲総合病院
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【参考5-３】遠隔医療モデル事業の例 笑顔でつなぐ「新見あんしんねっと」事業（岡山県新見市）

■新見市内４か所の病院、１６か所の診療所及び希望する在宅療養患者１０名にテレビ電話を設置、さらに訪問看護師に
テレビ電話システムを携帯させ、遠隔での医師と医師間（DtoD）、医師とコメディカル（DtoN）を、テレビ電話で
接続し、双方向の医療相談やコミュニケーションを実施。

■さらに、「SNS新見あんしんねっと（ソーシャルネットワークシステム）を立ち上げ、医師会と訪問看護師の連携を
図り、中山間地域でも安心して在宅看護が可能な「新見あんしんねっと事業」を実施。
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（１）ＩＣＴの活用によって医療システムの課題を解決する可能性について：効果や優先度の高いもの

（２）ＩＣＴの活用を想定したときの、データを中心とした健康・医療への新しい取り組みについて

（３）ＩＣＴの活用についての医療費削減の可能性について

（４）ＩＣＴの活用にともなう社会的、技術的、制度的課題について

（５）「総合特区」などを活用することによる特例措置を前提とした実証実験プロジェクトの可能性

【例】

●医師不足による患者側の不安と負担の緩和のためのＩＣＴの活用

・バイタルデータ等の遠隔管理と遠隔診療 等

●医師間の相互支援によって医師不足などによる課題を緩和するためのICTの活用

・専門医による遠隔画像診断、遠隔指導・助言 等

●地域医療連携の促進のためのＩＣＴの活用

・医師の負担の軽減策、情報共有、予防から治療・入院などの流れの効率化 等

●中長期的な社会保障費の削減に資するＩＣＴの活用

・生活習慣病の予防や悪化防止に焦点を当てた遠隔医療・相談

・日常の健康情報の管理

・レセプトのオンライン申請、レセプト情報の活用 等

●「総務省タスクフォース」、「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」（総務・厚生労働両大臣懇談会）の議論・検討に反映

●「１」の検討課題の実証に資するモデル事業の実施に反映

３．成果の反映

１．検討課題

【参考6-1】グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース地球的検討課題検討部会
「遠隔医療等推進ＷＧ」概要

●遠隔医療が必要とされる範囲

・処方箋交付、生活習慣病管理等

・遠隔医療の対象範囲の明確化：厚生労働省通知別表の７疾病以外のもの

・地域範囲：離島等の交通不便地域以外の地域における有効活用

●コストへの対応（持続可能な社会システムにするための方策）

・ 経済的インセンティブシステムの作り方

・ 診療報酬改訂の可能性 等

●支援体制と技術インフラ

・地域の実施体制と広域の支援体制、国／自治体による支援

・健康医療情報の流通管理基盤、管理方法 等

秋山 昌範（東京大学政策ビジョン研究センター 教授）

秋山 美紀（慶應義塾大学総合政策学部 専任講師）

石川 真澄（インテル事業開発本部 デジタルヘルス本部長）

井上 隆 （日本経済団体連合会産業技術本部 主幹）

梶浦 敏範（日立製作所情報・通信グループ経営戦略室 ＩＴ戦略担当本部長）

◎ 金子 郁容（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授）

久野 譜也（筑波大学大学院人間総合科学研究科 准教授）

渋谷 健司（東京大学大学院医学系研究科 教授）

武林 亨 （慶應義塾大学医学部 教授）

辻 正次（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 教授）

中元 秀友（埼玉医科大学病院総合診療内科 診療科長）

水島 洋 （東京医科歯科大学疾患生命科学研究部 教授）

○ 村上 輝康（野村総合研究所 シニア・フェロー）

吉田 晃敏（旭川医科大学 学長）

２．構成員
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総論：遠隔医療の必要性、医療の課題についてのＩＣＴの活用の重要性

医療費の増大、医師不足、地域格差、市民の不安などの国民的な医療課題を解消するには、遠隔医療・遠隔相談の推進、医療データ共有システムの構築など、

ＩＣＴを積極的に活用することで、医療サービスの質の向上、効率化、全体としてコスト削減を図ることが重要である。

保健や福祉との連携、異なる職種間のギャップの解消、市民参加やコミュニティとしての取り組みなど、ＩＣＴによるコミュニケーション促進効果を活用す

ることが有効であり、また、実態の把握や事業評価なども重要である。

もとより、ＩＣＴは手段であり、ＩＣＴそのものが医療問題を解決するわけではないことに留意する必要がある。しかし、ＩＣＴは医療課題の解消に向けた

大きな変革を起こしうる重要な手段である。

【参考6-2】総務省グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース「遠隔医療等推進ＷＧ」部会報告（H22,5.11）

(1) 遠隔医療が容認される範囲の明確化

遠隔医療が十分に効果を発揮するためには、また、事業として成立するためには、「対面診療原則」の見直しが必要。

(2) 遠隔医療の継続を可能とするインセンティブ付与制度の見直し

遠隔医療の効果が大きいと認識していても、現行制度の下では、臨床現場として遠隔利用システムを継続的に維持することが困難であり、診療報酬制度などインセン

ティブ付与に関する制度の見直しが必要。

(3) 高度医療、予防医療、リハビリ段階の在宅医療への遠隔医療活用の推進

遠隔システムによる予防医療や健康向上への効果が大きいことは、かなりのエビデンスによって実証されているが、これまでのところ、個別的なケースにおける実証

に留まっており、今後、より広範囲の対象についての包括的なエビデンス収集が必要である。

遠隔医療については、現在は、実証の段階は終わり、これからは実用システムとして普及させる段階に入っているという意見もあった。高度医療へのＩＣＴの適用に

ついては、既にさまざまな取り組みがなされ、効果が確認されている。

ＩＣＴタスクフォース地球的課題検討部会による「今後の方向性（案）」に示されたように、当面は、国民が直接そのメリットを実感しやすい、Ｄ ｔｏ Ｐ（医師対

患者・利用者）や在宅モニタリングなどの分野が重要になる、ないし、それらの分野の優先度が高いと思われる。

(4) 健康情報活用基盤（医療健康クラウド）等の情報インフラ整備の推進

健康・医療情報や生涯情報の蓄積、アクセス、管理を行うための情報共有システムの構築が重要であるとともに、既に整備されている情報・データ、センサ機器、通

信の標準規格の活用を原則化し、整備されていない分野での更なる標準化を進めることが必要。

(5) 医療福祉資源の最適配分に向けた現場データの全数把握

医療サービスの提供側と利用側の相互信頼の欠如が重大な問題であり、その是正に向け、ＥＲＰ型電子カルテや医療ＰＯＳ等のＩＣＴを活用して医療福祉現場で発生

するデータの全数把握、収集分析を可能とすることが必要であり、また、市民参加、透明性確保、アウトカム提示などが必要である。

(6) これらの実証・検討に資するモデル事業の実施

ＩＣＴタスクフォース地球的課題検討部会の「これからの議論の方向性（案）」にあるように、遠隔医療等ＩＣＴの医療分野への活用については、まず、モデル事業

によって地域課題を解決する「成功例」を作り、それを他地域に普及させるというアプローチが必要。

そのためには、社会イノベーションを促進する特区などの活用が有効であろう。ＩＣＴをはじめとしたイノベーションの活用は経済成長を伴った社会福祉の拡大を可

能とする。特に、グローバルな視点と世界への貢献を重視すべき。

また、分野横断的な視点と専門的知見を駆使し政策に反映させる政策人材の育成や、地域での遠隔医療を支援する人材やservicerの育成も重要である。その際、医療

費の増大を回避する観点から、ＩＣＴへの投資や遠隔医療推進のためのコスト増大と政策効果のバランスによる政策の優先順位を考慮する必要がある。 12



診療情報
調剤情報等
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健康情報活用基盤

個 人
保健相談ｾﾝﾀｰ
地域包括支援ｾﾝﾀｰ
個人

健康サービス事業者
（フィットネスジム）
個人

健診結果等

運動記録、
食事指導記録等

日々の健康記録
（体重、腹囲、血圧等の身体記録）

保健師 運動処方箋 診療情報提供書

電子処方箋

健康サービス
事業者（フィットネスジム）

薬剤師等

医師等 医師等

日常の健康情報 健診情報

調剤情報

診療情報運動プログラム

食事指導情報

疾病管理
サービス

①地域の医療機関／
調剤薬局との情報連携

個人 沖縄県医師会
浦添市医師会
沖縄県歯科医師会
沖縄県薬剤師会

匿
名
化

市役所

③健康情報の疫学的活用

②安全性を確保した基盤

【参考7】健康情報活用基盤実証事業（沖縄県浦添市（H20～H22））の概要
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複数の地方公共団体が広域連携しつつ、ＮＰＯ等をはじめとする地域ＩＣＴ人材を効果的育成・有効
活用することにより、効率的なＩＣＴ利活用に資する取組を委託事業として実施し、得られた成果を全
国に普及することにより、全国各地域における公共的な分野に関するサービスを総合的に向上させると
ともに、「新しい公共」や「総合特区」を支援し、ＩＣＴ利活用の促進を図る。

委託対象

地方公共団体（第３セクター、地方公共団体の推薦を

受けたＮＰＯ法人も含む）

委託対象経費

① ICT人材招聘・育成

（人材研修、専門家の招聘等）

② ICT関連システム設計・構築

（プログラム設計・開発、ソフトウェア等）

③ ICT機器・設備

（サーバ、ネットワーク機器、端末等） 等

■ 効 果：自治体間の広域連携した場合における地域ＩＣＴ人材育成・活用手法及びＩＣＴシステム標準仕様を策定
し、連携によるスケールメリット、技術的な面を含めたＩＣＴの導入手法を提示することにより、ＩＣＴの円滑かつ
効率的な導入を促進し、公共的な分野に関するサービスの充実を実現するとともに、「新しい公共」や「総合特区」
を支援

■平成２３年度予算予定額： ２５.５億円

【参考8】平成23年度予算案「地域ＩＣＴ利活用広域連携事業」

要 件

○複数の自治体による広域連携が前提

○人材育成・活用を実施することが前提
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【参考9】平成23年度予算案「健康情報活用基盤構築事業」（日本版ＥＨＲ）

ＥＨＲ（Electronic Health Record）：
個人が自らの医療・健康情報（診療情報・健診情報

等）を「生涯にわたって」電子的に活用できる基盤づ
くりの必要性の高まり

○複数の基礎自治体の参画・連携の下、各地域

が保有する医療情報（例：調剤情報、健診情報）

を安全かつ円滑に流通させるための広域共同

利用型のＥＨＲシステムの確立・普及に向けた

実証実験を実施

○厚生労働省、経済産業省と連携

○平成23年度予定額：1.91億円

＜参考＞

・平成20～22年度まで、３省連携で沖縄県浦添

市において実証実験を実施

・平成２０～22年度予算額：４.３５億円

健康情報活用基盤構築事業

○過去の診療内容に基づいた医療機関間における

継続的な医療の実施、重複検査の回避

○生活習慣病予防等、医療費削減への寄与

○匿名化された健康情報の疫学的活用

○日々の健康管理による、個人の健康増進への貢献

等

健康情報活用基盤の具体的効果
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