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令和３年度オンライン診療活用検討事業の実施状況について 

 

１ 要旨・目的 

  医師の不足する地域に居住する県民や，コロナ禍において医療機関の受診を控える県

民，感染拡大期において自宅療養等を行う新型コロナウイルス感染症患者等に対し，オン

ライン診療※・服薬指導を行う体制を整備するため，今年度新たにモデル事業を開始した

ことから，その実施状況を報告する。 

  ※医師と患者間において，情報通信機器を通して，患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や

処方等の診療行為をリアルタイムに行う行為 

（H30.3月 厚生労働省策定「オンライン診療の適切な実施に関する指針」抜粋） 

 

２ 現状・背景 

 〇 オンライン診療は，これまで離島・へき地など医師の不足する地域において有用とし

て調査研究が進められた。（H28～国家戦略特区における遠隔診療・服薬指導を実証） 

 〇 国の指針によると，オンライン診療は，患者から得られる情報が限定されることなど

から，初診や急患については原則禁止とされるなど様々な制約がある。 

 〇 コロナ禍において，国が時限的・特例的な対応として，初診からのオンライン診療を

認めるなど要件が緩和されており，現在，国では恒久化を検討する方針を示しつつ，診

療の在り方や安全性，信頼性に関する検討が継続的に議論されているところである。 

 〇 中国５県におけるオンライン診療・服薬指導の実施状況（Ｒ3.7.1） 

 〇 県が令和３年２月に医療機関を対象に行ったアンケートによると，診断の難しさや診

療報酬に課題を感じるものの，生活習慣病の継続治療などに有効との意見があった。 

 

３ 概要 

(1)  対象者                 

オンライン診療・服薬指導を実施する医療機関・薬局 

オンライン診療を受けた県民 

 

 

 広島 鳥取 島根 岡山 山口 

オンライン診療料届出

医療機関数と割合 

222 

（8.9％） 

23 

（5.0％） 

42 

（6.9％） 

99 

（6.6％） 

56 

（4.8％） 

オンライン服薬指導を

行う薬局数と割合 

217 

(13.6%) 

33 

(12.2%) 

44 

(13.3%) 

101 

(12.4％) 

35 

（4.5%） 
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(2)  事業内容（実施内容）                              

ア 事業内容 

オンライン診療・服薬指導を実施する医療機関・薬局に対し，診療等に必要な経費

の補助を行い，医療機関・薬局・患者それぞれに，有効性や安全性についてのアンケ

ート調査を実施し，オンライン診療等の活用に向けた検討を行う。 

【補助基準額及び対象経費】 

補助対象施設 補助基準額 補助対象経費 

200床未満の病院 500千円 ・情報通信機器の購入経費 

・オンライン診療等システム導入に係る

初期費用，月額使用料 等 診療所・薬局 250千円 

 

イ 医療機関・薬局の応募，選定状況 

 医療機関 薬局 計 

応募施設数 95 60 155 

選定施設数 35 20  55 

 

ウ 課題の抽出，検証 

  補助事業者に対しては，実施前，中間，実施後の３回アンケート調査を行う。 

また，オンライン診療を受けた県民にもアンケート調査を行い，実施前後の比較や

課題の抽出及び好事例の共有により，実用性や実効性，医療安全等の観点から検証す

る。 

 

エ オンライン診療・服薬指導のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  スケジュール 

時 期 広島県 医療機関・薬局 

４～６月 補助金交付要綱策定 

参加医療機関・薬局募集 

検討会議開催（医療機関選定等） 

 

参加申込 

補助金交付申請 

７～９月 補助金交付決定 実施前アンケート調査 

10～12月 課題の抽出，検証（中間） 中間アンケート調査 

１～３月 検討会議開催（課題の抽出，検証（実施後）） 

補助金額確定，補助金交付 

実施後アンケート調査 

実績報告提出 
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(4)  予算（国庫） 

18,213千円 

   

４ その他（関連情報等） 

(1) 県ホームページへの掲載 

   「広島県オンライン診療活用検討事業について」 

    https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/onlineshinryou.html 

 

（2） Covid-19 自宅療養者に対するオンライン診療の実施体制 

〇 自宅療養等を行う新型コロナウイルス感染症患者に対し，医療機関と行政が連携し

ながら電話や情報通信機器を活用した診療を実施する仕組みを構築した。 

（協力医療機関数：160施設 R3.8.1現在） 

〇 ７月 29日に，医師や保健所職員等を対象とした Web研修を開催し，コロナの症例

や治療法，連携フロー等を説明した。（参加者数 180名） 

 

（3）オンライン診療活用検討事業 対象施設一覧 

  ア 医療機関（35施設） 

圏域 名称 所在地 

広島 

広島共立病院 広島市安佐南区中須 2-20-20 

新でしお病院 広島市南区出汐 1-3-9 

安芸太田病院 山県郡安芸太田町大字下殿河内 236  

徳永呼吸睡眠クリニック 広島市中区幟町 13-4広島マツダビル 2F 

女性クリニック ラポール 広島市中区大手町 5-3-1 

津谷内科呼吸器科クリニック 広島市東区牛田早稲田 1-6-3 

堂面医院 広島市南区皆実町 2-8-4 

川本内科呼吸器内科クリニック 広島市西区東観音町 5-6 

廣本クリニック 広島市安芸区矢野南 3-1-2 

平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前 1-11-39 

西原セントラルクリニック 広島市安佐南区 8-33-3 

吉見内科小児科医院 広島市安佐北区口田 3-28-11 

豊田レディースクリニック 安芸郡熊野町川角 4-30-1 

佐々木クリニック 安芸高田市吉田町山手５８５ 

広島西 
あわや内科クリニック 廿日市市佐方 4-4-13 

じごぜんクリニック 廿日市市地御前 3-16-20 

呉 

吉田病院 江田島市江田島町津久茂 2-6-2 

豊田内科胃腸科 呉市伏原 1-8-13 

かわの内科胃腸科 呉市本町 4-2 

上田耳鼻咽喉科医院 呉市広大新開 1-2-4 

 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/53/onlineshinryou.html
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圏域 名称 所在地 

広島 

中央 

東広島記念病院 東広島市西条町吉行 2214 番地 

馬場病院 竹原市下野町 1744 

下山記念クリニック 東広島市西条寺家 7432-１ 

尾道 

須波宗斉会病院 三原市須波ハイツ 2-3-10 

村上記念病院 尾道市新浜 1-14-26 

藤田医院 尾道市因島中庄町 4934 

みはらえきまえクリニック 三原市城町 1-8-7 

福山・

府中 

三宅会グッドライフ病院 福山市東町 1-1-18 

府中市民病院 府中市鵜飼町 555-3 

石田内科・循環器科 福山市東川口町 4-4-12 

平木耳鼻咽喉科医院 福山市今津町 4-1-20 

佐々木内科糖尿病クリニック 福山市三之丸町 11-11 

はしもとじんクリニック 福山市松永町 3-7-39-3 

備北 
戸谷医院 庄原市西本町 2-15-31 

三次市国民健康保険作木診療所 三次市作木町下作木 1503  

 

 イ 薬局（20施設） 

圏域 名称 所在地 

広島 

仙境堂薬局戸坂店 広島市東区戸坂千足 1-22-9 

ぶんぶん薬局 広島市南区出汐 1-4-7-1-101 

サザン薬局 広島市西区南観音 6-1-6 ﾄﾞﾏｰﾆﾀｾｲﾋﾞﾙ 

ぶどう薬局 広島市安佐南区西原 8-33-3 

ドレミ薬局 広島市安佐南区中須 2-20-40 

薬局ドラッグスソウ 広島市佐伯区旭園 4-29 

なのはな薬局 広島市安芸区中野東 4-18-1 

殿賀薬局 山県郡安芸太田町下殿河内 710-5 

広島西 エース薬局 廿日市市宮内 1520-8 

呉 中本薬局 呉市本通 5-1-28 

広島 

中央 

山陽堂薬局 東広島市西条町吉行 2219-1 

杏薬局豊栄店 東広島市豊栄町乃美 3240 

尾三 

スナミ薬局 三原市須波西 1-1-11 

重井薬局 尾道市因島重井町 2953-2 

ホワイト薬局 尾道市因島土生町 2201-1 

福山・

府中 

日本調剤赤坂薬局 福山市赤坂町赤坂 1283-1 

ぞうさん薬局 福山市神辺町川南 1120 

日本調剤 上下薬局 府中市上下町上下 970-3 

備北 
あかね薬局 三次市作木町下作木 1510-2 

エスマイル薬局あおぞら店 庄原市西本町 2-15-32 

 


