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 当面の活動につきまして 

既にメールでもご連絡をさせて頂いておりますが、

新型コロナウイルス蔓延防止の為当面の間交流会・

総会・講演会の開催を無期限延期とさせて頂きます。 

治療等につきまして、主治医の先生とよくお話頂

き、自身で判断する事の無いようにお願い致します。 

 オンライン交流会につきまして 

 既にメールでご案内させて頂いておりますが、オ

ンラインでの交流会開催に向けて準備を進めており

ます。オンラインという特性を利用しつつ、色々な

形での開催を模索しておりますので、もう暫くお待

ち下さい。 

 総会につきまして 

 正会員向けのご案内になりますが、同封の資料と

委任状のご確認をお願い致します。 

 開催はオンライン会議システムのZoomを利用し、

9 月 20 日を予定しております。時間については、

午前 1０時から開始とさせて頂きます。 

 詳細の開催方法につきましては、追ってメールに

てご案内をさせて頂きます。携帯でご参加の方は事

前にZoomアプリのインストールをお願い致します。

メールアドレスの登録をされていない方や最近メー

ルが届いていない方などは事務局までメールアドレ

スの変更依頼として会員番号と氏名を明記の上ご連

絡をお願い致します。 

 第 4回 関連疾患情報(糖代謝) 

関連疾患情報の第４回、今回のテーマは「糖代謝」

についてです。我々の疾患との関連性につきまして、

熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病・代謝病態解

析学寄附講座特任講師の河島淳司先生に教えて頂き

ました。 

下垂体のホルモン分泌異常により全身の糖代謝が

変化することが知られています。なかでも成長ホル

モン（以下、GH）と副腎皮質刺激ホルモン（以下、

ACTH）が糖代謝異常（糖尿病の発症）に関与する

ため、この 2 つのホルモン分泌異常と糖代謝の関係

について知っておくことが重要です。 

一般的に、血糖を下げるホルモンであるインスリ

ンの分泌が低下したり、インスリンの効きが弱まる

と（インスリン抵抗性と呼びます）、血糖が上がり

やすくなります。GH はインスリンが作用する肝臓

や筋肉、脂肪組織に影響を及ぼし、インスリン抵抗

性を高めるため、GH の分泌量が増えると血糖が上

昇しやすくなります。一方、GH によって肝臓での

合成が増えるソマトメジン C（IGF-1とも言います）

は、インスリンと同じような効果があり、血糖を下

げる作用があるとされています。 

下垂体の病気で GH が過剰に分泌される先端巨大

症・巨人症では、GH だけではなく、血液中のソマ

トメジン C 濃度も高くなっていますが、日本人では

先端巨大症の約 7割の患者さんに糖代謝異常が合併

していると報告されています。インスリン様の作用

があるソマトメジンCが高くなっているにもかかわ

らず、先端巨大症・巨人症の患者さんが糖尿病にな

りやすくなるのは、ソマトメジン C の血糖低下作用

がインスリンほど強くなく、インスリン抵抗性をも

たらす GH の血糖上昇作用がより強く現れるためと

考えられています。 

GH の分泌が低下している GH 分泌不全の患者さ

んも糖代謝異常が生じやすいことがわかっています。

GH の分泌が少なくなるとインスリン抵抗性が減弱

するため血糖が下がりやすくなりますが、長期的に

GH の分泌が低下すると逆に血糖が上がりやすくな

ります。これは GH 分泌の低下が筋肉量の減少と体

脂肪量（特に内臓脂肪）の増加をもたらすことで、

糖尿病になりやすいメタボ体質になるためと考えら

れています。従って、GH 分泌低下症の患者さんで

は糖尿病予防のためにも GH の補充が重要であると

言えます。 

ACTH は副腎を刺激し、コルチゾールの分泌を促

進します。コルチゾールも GH と同様に、インスリ

ンが作用する肝臓、筋肉、脂肪組織などに影響を及

ぼし、インスリン抵抗性を高めることで血糖を上昇

させます。ACTH が下垂体で過剰に産生されるクッ

シング病では、副腎からコルチゾールの分泌が増え

ることで糖尿病になりやすくなります。逆に ACTH

の分泌が低下している下垂体機能低下症の患者さん

では、コルチゾールの分泌が低下しているため低血

糖になりやすくなります。ACTH の分泌が低下して

いる患者さんは、不足しているコルチゾールを補う

ためにコートリル®などのステロイド薬を服用され

ていると思いますが、必要以上に多くの量のステロ

イド薬を服用し続けると血糖が上がりやすくなるた

め注意が必要です。 

その他、先端巨大症とクッシング病の治療薬であ

るシグニフォー®の投与により糖尿病を発症するこ

とがあることを知っておいてください。 

下垂体疾患のほとんどの患者さんは、採血の時に

血糖が測定されていると思います。主治医の先生に

現在の血糖の状況を聞いてみると良いでしょう。 
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 ～第 7回 先生による下垂体 etc.～ 

性腺について 

神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 

福岡 秀規先生 

相変わらずコロナは広がるばかりで、先が見えず、

生活上不安を感じながらお過ごしの方も多い事かと

思います。また、猛暑が続きますが、皆様には脱水、

熱中症などにお気を付けてお過ごし頂きたいと思い

ます。 

さて、今回は性腺についてお話したいと思います。

性腺の話はなかなか診療の場でも話しにくいことが

多く、情報も散乱しているため、正確な情報が得に

くいかもしれないと考え、このテーマといたしまし

た。思春期の患者さんや妊娠をお考えの方のみなら

ず、中高年から高齢の方でも関係のない話ではあり

ません。 

下垂体は性腺を調整するセンターでもありますし、

実は成長ホルモン分泌不全の次に障害を受けやすい

場所でもあります。つまり、下垂体機能異常の患者

さんは、多くの方で性腺機能が低下している可能性

が高いのです。下に下垂体と性腺の関係を男性、女

性に分けて図でお示しします。主に LH/FSH という

ホルモンがその調節を行っております。 

 

男性    女性 

   たなか成長クリニックホームページより 

性腺機能低下は子供、大人、男性、女性でそれぞ

れその役割が異なってきます。まず子供では思春期

よりこのホルモンが本格的に分泌するようになり、

二次性徴を促します。同時に性ホルモンが出てくる

ことにより、身長がぐっと伸びるようになります。

これをグローススパートと言います。そして数年後

には背が伸びなくなります。これは性腺ホルモン、

主に女性ホルモンによって骨端線が閉じるからです。

逆にこの時期に性腺機能低下があり、骨端線が閉じ

ないと、身長の伸びが止まらないですが、なかでも

手がどんどん伸びて長くなってしまう事があります。

男女の違いはよく知られた男性ホルモン(テストス

テロン)と女性ホルモン(エストロゲン)によるところ

が多いですが、子供を授かるためにはほかにも男性

では元気な精子がたくさん作られる必要があり、女

性では卵子を作ってしっかりと排卵する必要があり

ます。下垂体機能低下がある人はこれらの機能が落

ちている事が多いですが、適切な治療により性腺ホ

ルモンの補充を行う事やそれだけでなく、精子、卵

子を成熟させる治療により子供を授かることも可能

である場合がありますので主治医にご相談ください。

その場合は内科や脳神経外科から泌尿器科や産婦人

科をご紹介いただいて対応して頂く事が多いと思い

ます。性腺機能の低下は子供を作る事や女性らしさ、

男性らしさを維持する事に加え体の代謝面でも大き

な役割を担っています。特に放置しておくと骨粗鬆

症となり、骨折しやすくなりますので、もし成人の

患者さんで骨密度を測定したことのない方は主治医

にご相談いただければと思います。性ホルモン補充

や適切な性腺に対する治療、骨粗鬆症に対する治療

により骨密度を上昇させたり、骨粗鬆症を予防した

りする事ができる可能性がありますので、放置せず、

しっかりと治療を継続される必要があると思います。

骨以外にも、性腺機能低下により、内臓脂肪がたま

りやすくなったり、筋肉量が落ちたりという、いわ

ゆるロコモティブ症候群やメタボリック症候群につ

ながる可能性があります。男性ではホルモン低下は

鬱の原因となっている可能性もあります。単なる年

のせいにせず、下垂体疾患によるホルモン低下のせ

いでないか、しっかりと検査を受けられることをお

勧めします。 

本日は性腺のお話をさせていただきました。コロ

ナに負けず、是非皆さんが前向きに健康に過ごされ

ることを祈っております。 

 オンライン診療につきまして 

コロナ禍におけるオンライン診療の現状 

NPO 法人 地域診療情報連携協議会 

酒巻 哲夫先生 

１．はじめに 

2020 年は新型コロナウイルスの世界的流行が起

こり 100 万人規模の死者（ジョンズ・ホプキンス大

学の 7 月末集計で死者は 80 万人超）を出した年と

して、これからの歴史に深く刻まれるに違いありま

せん。日本は今のところ感染者数や死者数が少なく

経過していますが、外来での二次感染を恐れて全て

の診療科の受診者数が著しく減りました。厚生労働

省はそのような受診忌避からくる患者さんの病状悪

化を少しでも軽減するべく、電話やオンラインによ

る診療の制度的規制を一時的に緩める対策をとりま

した（「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての

電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例

的な取扱いについて」令和２年４月10日事務連絡）。 

この原稿は、「下垂体患者の会」が会員の皆様およ

び診療して頂いている医療機関の先生方に遠隔診療

についてアンケート行い（アンケート期間は 2020

年 8 月 1 日から 8 月 21 日まで）、その回答をもと

に現状をまとめさせて頂いたものです。また、枠内

の文章は下垂体患者の会のある会員さんの体験を載

せたものです。大変分かりやすくまとめて頂きまし

たので、前半にその体験談に沿う形でこの原稿を進

めていきます。 

 

２．オンライン診療改定とコロナ禍における特例措置 

平成 30 年度の診療報酬改定においてオンライン

診療が制度化され、指定難病および慢性疾患の患者



さんが在宅から診療を受けることができるようにな

りました。しかし、オンライン診療は初診から 6 ヶ

月を経ないと受けられないこと、対象疾患が限られ

ていることなどの制限から、利用者の数は限られた

範囲内であったことも事実です。 

令和 2 年度は診療報酬改定年度でしたから、初診

からの期間を 3 ヵ月とすること、対象疾患を少し拡

大すること、近隣の医療機関を受診しながら遠方の

専門医のアドバイスを受ける（いわゆる D to D の

遠隔医療）ことが新たに可能になったこと、オンラ

インでの服薬指導を受けることが新たに可能になっ

たこと、など制度的な変更がなされました。 

一方、新型コロナウイルス感染症が全国的に蔓延

する事態から、特例措置として電話およびオンライ

ンによる診療が可能になりました。診療報酬制度に

は「電話等再診」と「オンライン診療」の二つがも

ともとあったものですが、今回の措置は上記の制度

の枠を超えて電話やビデオチャットでの診療を初診

や再診として認める（多少の制限はある）ものです

（4 月 10 日の厚生労働省事務連絡）。 

オンライン診療の改定と特例措置が同時にあった

ため、現状が少しわかりにくいものとなっているか

もしれません。今回の原稿ではこの特別措置も含め

て全体を「遠隔診療」と呼んでいます。 

 

３．体験談 

まず、それぞれの患者さんがどのように遠隔診療

にエントリすればよいのか、なかなかわかりにくい

のも事実ではないかと思います。 

そこで、ある会員の方の体験をご紹介します。こ

の方の受けられている診療はおそらく特例措置によ

るものだと思われます。 

＜きっかけ＞ 

今年 5 月に初めて、電話診療で受診しました。き

っかけは、コロナ禍で通院手段が使えなくなったか

ら、でした。 

私は現在、クッシング症候群の術後フォローと原

発性アルドステロン症治療の為に、離島から本土ま

で飛行機で通院しております。朝イチの便に乗るた

めに 6:00 に自宅を出発し、飛行機と電車を乗り継

いで(たまにレンタカー)、病院へ着くのは大体

10:00 頃、片道 4時間ほど掛かります。一昨年 9

月の初診から 1 年ちょっと、検査の関係で月に 2 回

のペースで本土まで通っておりました。昨年 11月

からは｢3ヶ月に 1度の通院で大丈夫｣とのお話でし

たので、今年 2 月初めの外来時に｢次回は 5 月に｣と

予約を入れて帰りました。 

その頃はまだ、コロナは都会の一部の人が罹る病

気で、地方に住む私には関係の無いものだと思って

おりました。 

そのうち、あれよあれよという間に日本全国に拡

がってしまい、私の住む地域も、本土からの流入を

制限しなければならない状況になってしまいまし

た。実際、予約した飛行機は何度も欠航となり、予

約の日にちも何度も後日へ変更していかなければな

らなくなり… 

本土からの来島者は 2週間の自主隔離を経てから

でないと入域できない、などと聞くと、自分自身も

基礎疾患持ちの上、同居する高齢者家族も居るので、

簡単に移動できる状況ではなくなっていました。 

手元の薬も少なくなってきて、そこで｢どうすれば

良いのかな｣と考えるようになりました。お薬の処方

だけであれば、自宅近くのホームドクターにお願い

すれば処方して下さいますが、5 月の受診で術後 1

年半の検査を受ける予定でしたので、さてどうした

ものか、と 4 月に病院へ問い合わせしたのが、電話

診療のきっかけとなりました。 

  

今回の新型コロナウイルス感染症拡大にさいして、

厚生労働省からの事務連絡に従い、多くの医療機関

が電話での診療を受け付けるよう準備を整えていま

した。 

準備には、電話の受付役への周知、医師への連絡

と承諾手順、診療報酬請求事務の整理など全病院的

な対応について混乱なく整える必要があります。こ

の方の以下の体験談では受け入れ態勢が十分に整っ

ていたことが窺えます。 

<実際の電話診療> 

今回の受診で病院への電話は、３回やり取りする

事となりました。 

１度目は、病院への問合せ。病院自体電話診療が

可能なのか、確認することでした。こちらは先に、

同じ病院を受診している友人から話を聞いていたの

で、大丈夫と言うのは分かっていたのですが、一応

きちんと病院の方に確認しておこうと思ってお電話

し、手順を教えて頂きました。 

・電話診療の可否 

・受診の流れ 

・支払い方法 

・処方箋の fax 送付先薬局の確認 

上記をお聞きし、その日は終了となりました。 

◎受診の流れ 

私の受診した病院では、主治医の外来日当日に、

先生から患者へ直接お電話下さる形でした。 

２度目の電話となるのですが、まず患者から午前

中に窓口となる科へお電話し、看護師さんへ電話診

療希望の旨を伝えます。その時に再度、支払い方法

と処方箋送信先薬局の確認が一緒にありました。 

その後３度目の電話となりますが、先生から直接

お電話頂きました。私の場合は午後から、時間の指

定はなく、先生のタイミングでお電話頂く形でした。

確実に電話を取れる様、午後からは携帯電話を握り

締めて移動しておりました。 

体調の報告や前回の採血の結果、処方して頂くお

薬の種類と日数の確認が主な内容となります。ちょ

うど体調不良な時期でしたので、その辺りの相談と、

次回いつ頃受診すれば良いか、も相談しました(結局

病院へ行けたのは 7 月に入ってからでした)。 

先生に｢何かあればいつでも電話して来てくださ

いね｣と言って頂けて、とても安心しました。 

◎支払い方法 

私の受診した病院では、基本的に電話診療の料金



は、次回の外来受診の時に一緒にお支払いする事に

なっているそうです。ただ私の場合、2 月の受診時

に別の病院へ転院する事が決まっており、電話診療

受けたこちらの病院へ出向く予定が無かったので、

銀行振込の形でお願いすることにしました。 

診療後、会計から請求書を自宅へ郵送して頂き、

銀行へ振込み確認後、再度領収書を郵送して頂きま

した。 

診療点数の詳しいことは分からないのですが、文

書料も入っておらず、恐らく通信費も入っておらず、

届いた封筒を開けて金額を見て、拍子抜けしたのを

覚えています。 

先生とのお電話で、20分はお話しさせて頂いてい

たので、ちょっと申し訳ない気がしました。 

◎処方箋薬局の確認 

こちらは２回目のお電話した時に、看護師さんへ

お伝えしました。薬局名、電話番号、fax 番号を確

認しました。電話診療の翌日以降の受け取りになり

ます、と看護師さんからお聞きしていましたが、実

際には先生からの電話を切った 30 分後には薬局か

らご連絡頂き、その日のうちにお薬を受け取る事が

できました。 

 

どの病院でも同じ手順ではないと思いますが、電

話で問い合わせが可能であること、日時が病院から

指定されること、病院の医師から患者さんに電話が

あることなどは共通でしょう。 

会計のやり方には幾つかの方法があり、その中か

ら患者さんが選べる場合もあるし、ひとつしか方法

を示されない場合もあるでしょう。問い合わせの時

に間違いの無いようメモを取ったほうが良いと思い

ます。 

院外薬局については、患者さんが指定することが

原則です。所在の市町村名と薬局名を前もって確か

めておく必要があります。実際にはかかりつけ薬局

があると思いますし、お薬手帳や薬袋に印刷されて

いますので、それを手元に用意して電話をすると良

いでしょう。 

院外薬局に直接行けるのであれば、薬の受け取り

と支払いに支障はありませんが、もし薬局まで外出

できないようであれば、かかりつけ薬局に電話で問

い合わせして手順を確認しましょう。 

 

＜受診後の感想＞ 

体験談をそのまま掲載させて頂きます。 

電話でのやり取り、ということで本音を言うと、

当初は「どんなモンだろうか」と訝っておりました。

｢病院へ行けない｣不安感が先行していたのもありま

す。 

通院していて感じるのは、先生とお会いするだけ

でちょっと治ってきた気がすること。お顔を拝見し

て、お話を聞いて頂けるだけで、患者の不安は解消

されて、回復した気分になります。プラシーボ効果

かもしれませんが、患者にとってお医者さんの力は、

それくらいパワーのあるものだと思っています(残

念ながら逆のパターンもありますが…)。 

電話だとその視覚効果もなく、どうなんだろうと

思っておりましたが、全くの杞憂でした。 

相手が見えない分、言葉だけの説明になるので、

わかりやすく丁寧に説明して頂けました。先生の方

でも言葉を選んで、しっかりとお話しして下さった

のでは、と感じています。 

注射や検査とかも無く、近況報告とお薬の処方だ

けでの通院であれば、今後もオンラインだったり電

話診療で充分なのではないかな、というのが正直な

感想です。外来での待ち時間や他の病気の感染リス

クも減り、その分、予約外でも緊急性の高い患者さ

んが待ち時間少なく早く診て貰える事例もあり、メ

リットも多いのではないでしょうか(素人考えです

が)。 

オンラインや電話での診療が広まれば、私のよう

な地方在住者でも本土の専門性の高い先生に診て頂

くことが出来、安心して治療を続けることができる

のでは、と思いました。 

 

体験談は以上ですが、私としては思いのほか満足

して頂けたことを喜ばしく思っています。 

 

４．患者さんへのアンケート調査 

遠隔診療が「オンライン診療」として制度化され

て 2 年以上が経過しましたが、この 4 月まではまだ

社会に十分に認知されたものではなかったと思いま

す。今回のコロナ禍において患者さんが外来受診を

恐れ、何らかの代替え手段が無いかというときに厚

労省が「電話やオンラインによる診療」の事務連絡

を出しましたので、患者さんの認知の度合いや利用

の現実を知ろうと、「下垂体患者の会」が新型コロナ

ウイルス感染拡大のピーク時である 8 月にアンケー

ト調査をしました。その集計結果をご紹介します。 

アンケートにお答えいただいた方は「下垂体患者

の会」の 100 人（回収率 38.6％）です。短期間に

しては非常に良い回収率で、皆様の関心が高かった

ためと思います。 

以下にその概要と若干の私の感想を記します。 

 

＜お答えいただいた方の所在地と通院時間＞ 

所在地 人数  通院時間 人数 

北海道・東北 13  30 分以内 25 

関東・甲信越 50  30 分～1 時間 45 

東海・近畿 21  1 時間～2 時間 26 

中国・四国 4  2 時間以上 4 

九州・沖縄 12    

 

日本全国から地域の偏りなくお答えいただいたこ

とで、この調査の結果は価値の高いものだと思いま

す。多くの方は概ね一時間以内の医療機関を受診さ

れておられるようですが、それ以上かかる方も 3 割

になりますので、通院の負担は相当に高いと言わざ

るをえません。遠隔診療を受けることの時間的およ

び経済的メリットは大きいと思います。 

 



＜質問；オンライン診療(電話診療)を知っています

か？＞ 

オンライン診療（電話診療）を実際に受けている

人は 6 人おり、それ以外の人は「知っているしどう

いう事かも理解している」49 人、「知っている(名前

は聞いた事ある)」＝36人であり、「知らない・聞い

た事もない」と答えた人は 9 人のみに止まりました。

９割以上の人が知っており、既に利用している人も

一部ではあるが存在しているという結果でした。 

利用している人 6人は全て、この新型コロナウイ

ルス感染症の蔓延以後の利用であることをアンケー

トの後半の問いで答えています。今回のコロナ禍が

世界を変えるかもしれないといわれていますが、そ

の小さな扉は既に開いているのではないでしょうか。 

 

＜質問：オンライン診療を利用してみたいですか？＞ 

オンライン診療を利用したいかの質問には「利用

してみたい」人が 58％でした。なお、回答しなかっ

た人のうち

6 人は既に

利用してい

る人でした

から、6 割

以上の人が

利用してい

る若しくは

利用の希望

があると言

えます。 

 

利用したくない人のコメントは全体で 33 件あり

ました。約半数の 18 人が血液検査や MRI などがで

きないからと答えており、病状によっては当然の回

答であると思います。残りの方々は通院に問題がな

いから、あるいは通信環境が整っていないから、と

いった理由でした。 

一方、利用したい人のコメントでは、感染の恐れ

があることを理由としてあげる方が 28 人と約半数

を占めていました。次に多い理由は通院の手間を省

けることで 13 人です。 

また、「数カ所の医院、病院への通院があり、今ま

では自分で自由に動けたが、現在は歩行困難で車の

運転を控えている為、現在は遠方医院への通院は無

理と思われる。オンライン診療が可能であれば周り

への負担や自身へのストレスも軽減される。当日結

果の出る血液検査は県内 1 カ所だが、それを診断で

きる医師は県内に一人で、その医師は他の病院も受

け持っているので、私が戻れる空きがない。検査血

液は県外に出し、結果を専門医に診てもらえればあ

りがたいし家族も安心する。」と、詳細な事情をコメ

ントしてくださった方もおられます。複数の医師が

関与するオンライン診療（D to D）は、この 4月か

ら制度として可能になっていますが、人それぞれに

状況が違うことを考えると、その個別の解決をコー

ディネートする機関や専門家が必要なのかもしれま

せん。 

＜既に利用している方への質問について＞ 

「いつから利用されていますか？」に対しては、

全て新型コロナウイルス蔓延以降との答えでした。

また「オンライン診療をされるきっかけは？」に対

しては、医師から勧められた方が 4人、自分から自

発的に働きかけた方が 2 人でした。 

また、「オンライン診療の内容について」は電話で

のやり取りと処方という回答でした。「オンライン診

療を利用して感じたこと」についてのコメントを要

約すると、採血が出来ないことへの不安、病状の変

化を見落とされるのではとの不安、医師と看護師の

説明が少し違っていたことへの不満などがそれぞれ

2 名ずつでした。 

多くの質問の集計結果をみて、このコロナ禍の中

で遠隔診療にどのような需要と不安があるかよく理

解できました。原稿を書く機会をくださった下垂体

患者の会の皆様に御礼申し上げます。 

 

５．医師へのアンケート調査 

今回は同時期に行われた「下垂体患者の会」の主

治医や後援者として縁のある医師の方々からのオン

ライン診療についてのアンケート調査も結果を紹介

させて頂きます。患者側からはある程度のニーズが

あることは予測できていましたが、医療機関や医師

はどのような状況なのか興味のあるところです。 

 

＜アンケートに回答した医師の専門と所属＞ 

調査票の配布数は 135でしたが、回答を頂いた数

は 53（回収率 39％）でした。新型コロナウイルス

感染拡大第２波の対応でお忙しい中をお答えいただ

きましたことから、あらためて「下垂体患者の会」

と医師の方々の強い絆を垣間見る思いがしました。 

お答えいただいた医師の専門性については、内科

３１名、脳神経外科１２名、外科５名、小児科３名、

産婦人科１名、病理１名でした。 

また、お答えいただいた医師の所属機関は、大学

病院４０人、大学病院以外の総合病院９人、地元の

クリニック４名でした。下垂体疾患の患者さんの多

くは大学病院に通院されていると思いますので、以

下の集計結果は興味深いものと思います。 

 

＜質問：オンライン診療（電話診療）をされていま

すか？＞ 

医療機関毎の対応状況を集計すると表のようにな

ります。 

所属機関 対応している 対応していない 

大学病院 29 11 

大学病院以外の総合病院 5 4 

地元のクリニック 2 2 

計 36 17 

 

予想に反してですが、遠隔診療に対応する医療機

関は 36 機関（68％）に及びました。実は、厚生労

働省は今回のコロナウイルス感染拡大に対処するた

め、オンライン診療の対応医療機関を都道府県別に

公表しています。 

図１：「オンライン診療を利用して

みたいですか？」に対する回答 



 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui

te/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_0

0014.html）。医療介護データ研究所がこれを分析

した結果 4月初めの時点での普及率は 10％未満で

したから、この数か月の間に対応医療機関が著しく

増えた可能性があります。 

なお今回の集計では、対応している 36 医療機関

のうち 33 機関は電話のみの対応であると答えてい

ます。映像を伴うオンライン診療については、医療

機関内にビデオチャットが可能な専用端末を備えな

ければならず、ハードルが高いためだと思われます。 

 

＜質問：オンライン診療について負担となっており

ますか？＞ 

通常の診療に加えて遠隔診療を行うことについて、

医師の負担は如何ばかりかと心配です。そこでその

負担を「大変負担になっている」「少し負担になって

いる」「負担になっていない」の３択で医師に選んで

頂いています。 

集計しますと、「対応している」と答えた医師 36

人のうち 28人は「負担になっていない」と答えて

います（77.8％）。一方「少し負担になっている」

と答えた医師が 12人でした。対応している医師の

中に「大変負担になっている」と答えた先生はおら

れませんでした。このアンケートの回収率は 4割弱

ですので解釈は慎重にしなくてはなりませんが、院

内の体制をうまく整えれば多くの医師に受け入れら

れるものになるのではないかと期待します。 

 

＜オンライン診療についての医師のコメント＞ 

21 人の医師から様々なコメントを頂きました。制

度についての要望が最も多く、下垂体疾患をはじめ

多くの難病の方々をオンラインで診療する上での示

唆を頂いていると思います。 

「近医で採血し、診察のみ online など臨機応変な

システムが下垂体疾患には必要」「電話だけでなくテ

レビ電話を使用した対面式で、また地方の病院と連

携して採血や検査は近医で行い結果を当院と共有で

きるようなシステムを作れたらよい」とのご意見は、

D to D のオンライン診療が今回の診療報酬改定で

可能になりましたので、実現可能な仕組みです。と

は言え、システム構築や医療機関と医療機関の連携

構築に大きなコストと労力がかかるでしょうから、

少し時間がかかるのではないかと思います。 

「紹介受診などであれば、初診でもオンライン診

療が可能なのではないか、制度の拡大を求める」と

の意見も 3人の医師から頂いています。現在のコロ

ナ禍における特別措置ではオンライン診療を初診か

ら認めているのですが、常態に戻れば初診およびそ

の後 3 ヵ月は対面診療が原則と定められていること

への懸念だと思います。D to D での初診であれば難

病等の診療で可能なのですが、実社会の中での運用

がまだ進んでいない状況ですので今後に期待せざる

を得ないと思います。 

「自己注射用の物品（注射器や血糖測定チップ・

針など）も薬局で処方できるようにしてほしい」と

のご意見も 2 名の医師から頂きました。制度上は可

能だと私は理解していたのですが、実際には医療機

関や調剤薬局の運用上の取り決めなど調整が必要な

ことなのだろうと思います。 

 

６．まとめ 

「下垂体患者の会」からご依頼を受け、アンケー

ト調査の結果をご紹介する機会を頂きましたことを

改めて御礼申し上げます。と同時に、大変長い原稿

になってしまいましたこと、しかも必ずしも十分な

意見を述べられずに稿を終えることをお詫び申し上

げます。 

今回のコロナ禍のなかで遠隔診療の使いやすい部

分、利便性の部分が明らかになりつつあると思いま

す。制度は患者さんが使いやすいものでなければな

らないと常々思っておりますので、多くの希少疾患

の患者会の方々が自らの経験をまとめ、社会に示し

て頂ければと思います。 

 消毒用アルコール配布につきまして 

既にメールではご案内させて頂いているのですが

少量にはなりますがアルコールをお分けする事が出

来ます。ご希望の方は事務局までご連絡(出来ればメ

ールにて)をお願い致します。 

 詳細情報登録のお願い 

特に以前よりずっと下垂体患者の会を支えて下さ

っている会員の方に多いのですが、疾患情報の登録

が無い方がいらっしゃいます。今後、オンラインで

の交流会等にも利用をさせて頂きたい為、生年月日、

病名(機能低下症の場合は詳細も含めて)などを事務

局までご連絡頂きますようお願い致します。 

 メールアドレス確認のお願い 

最近、特にキャリアメールの方に多いのですが、

メールが届かなくなっている会員の方がおられます。

メールアドレスは登録しているはずなのに最近メー

ルが届かないと言った方は、迷惑メールフィルタの

設定などを今一度ご確認頂きますようお願い致しま

す。「＠kasuitai.lolipop.jp」からのメールを受信出

来るように設定をお願い致します。 

 問い合わせ先 

〒270-2261 常盤平駅前郵便局留 

下垂体患者の会 事務局 

info@kasuitai.lolipop.jp 

070-5660-7182 
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