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医療サービスの提供に際し、オンライ

ン診療が長期的に実行可能かつ好ん

で選ばれる選択肢として普及してきま

した。本書では、臨床的価値を確保し

体験を改善するビデオ通話ソリューシ

ョンを、消費者の要望や組織の優先事

項に沿って戦略的に選択することの重

要性に光を当てます。

注：フロスト＆サリバンは本書において、 
「オンライン診療」および「遠隔医療」という用語
を、モバイルヘルス、テレヘルス（遠隔医療）、テレ
メディスン（遠隔診療）、遠隔患者モニタリング技
術の発展に関連する用語全体を示すものとして使用

しています。
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オンライン診療の促進にはグローバルな戦略が不可欠オンライン診療の促進にはグローバルな戦略が不可欠  

地政学的混沌から 地政学的混沌から 
戦略への移行戦略への移行

 f 医療機関は、標準治療を提供するために、オンライン

診療能力を獲得して、限られた予算の中で質の高い診

療を行わなければなりません。

 f オンライン診療モデルへの移行を支えるために導入し

たインフラストラクチャとツールを、今後に向けて、批判

的な目で見直す必要があります。

 f テクノロジーは、その場しのぎではなく長期的なニーズ

にマッチしていなくてはなりません。

消費者の要望を満たす 消費者の要望を満たす 
インフラストラクチャの実現インフラストラクチャの実現

 f 対面式の診療が「対面式とオンライン診療の組み合わ

せ」に移行することにより、製品とサービスの競争がこ

れまでと異なる様相を見せ始めています。

 f オンライン診療と遠隔患者モニタリング（RPM）の普及

により、革新的な新製品でオンライン診療体験を改善

しようとする企業が、新たに市場に参入してきているの

です。

 f 医療におけるすべての利害関係者が、 

最先端のデジタル医療インフラストラクチャを 

強化および導入する必要があります。

成長が加速する世界市場成長が加速する世界市場

$28.6 Bn 

$218.9 Bn 

$4.4 Bn 

$20.7 Bn 

$2.0 Bn 
$3.71 Bn 

2019 2025

2019 20252019 2025

米国のオンライン 
診療市場 
$286$286億億（（20192019年）から年）から
$2$2,,189189億億（（20252025年）年） 
への成長が見込まれているへの成長が見込まれている

$28.6 Bn 

$218.9 Bn 

$4.4 Bn 

$20.7 Bn 

$2.0 Bn 
$3.71 Bn 

2019 2025

2019 20252019 2025

オーストラリアでは現在オーストラリアでは現在1,000万人
の患者がが遠隔医療サービスを利遠隔医療サービスを利
用中用中

$28.6 Bn 

$218.9 Bn 

$4.4 Bn 

$20.7 Bn 

$2.0 Bn 
$3.71 Bn 

2019 2025

2019 20252019 2025

欧州のオンライン
診療市場   
$44$44億億   
(2019(2019年年) ) から から 
$207$207億億（（20252025年） 年） 
への成長が見込ま への成長が見込ま 
れているれている

$28.6 Bn 

$218.9 Bn 

$4.4 Bn 

$20.7 Bn 

$2.0 Bn 
$3.71 Bn 

2019 2025

2019 20252019 2025

APACのオンライン 
診療市場  
$20$20億億からから 
$37.1億億（（20252025年） 年） 
への成長が見込まれているへの成長が見込まれている
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遠隔医療ソリューションは今や、医療提供のギャップを埋めるための重点分野に遠隔医療ソリューションは今や、医療提供のギャップを埋めるための重点分野に

出典：CNBC社、フロスト＆サリバン

 f 世界各国の政府は、

遠隔医療の普及を促

進するために、遠隔

医療に対する診療報

酬を増額し、規制の

ハードルを下げてい

ます。

 f COVID-19の流行以

前、遠隔医療ソリュー

ションは、欧州、アジ

アなど世界の各地域

で散発的に利用され

ていました。

カナダカナダは、は、20202020年後半に年後半に$1$1,,340340万万の予算を計の予算を計
上し、トロントに拠点をおく上し、トロントに拠点をおく33社とイノベーショ社とイノベーショ
ンハブに資金を提供して、遠隔医療を含むデジンハブに資金を提供して、遠隔医療を含むデジ

タル診療の推進を支援しました。タル診療の推進を支援しました。

十分な医療を受けられていない人々がいる状況を改善するために、政十分な医療を受けられていない人々がいる状況を改善するために、政
府はリモートアクセス/遠隔医療ソリューションへの財政支援を継続府はリモートアクセス/遠隔医療ソリューションへの財政支援を継続

中国中国ののCOVIDCOVID--1919流行後の遠隔医療予算は推流行後の遠隔医療予算は推
定定$86$86億億で、で、20232023年度に米国の市場を抜き、年度に米国の市場を抜き、  

20252025年には年には$542$542億億に達するものと見込まれてに達するものと見込まれて
います。います。

オーストラリアは、遠隔医療にオーストラリアは、遠隔医療に  
$8$8,,800800万の予算を万の予算を確確保し、保し、 

20212021年末まで遠隔医療サービス提供の年末まで遠隔医療サービス提供の  
拡大を続ける方針です。拡大を続ける方針です。

 f COVID-19の流行が

始まると、医師と患

者の双方で、オンラ

イン診療の利用が拡

大しました。

 f 健康の社会的決定

要因（SDoH）によ

り、医療ニーズが満

たされていない人々

のマッピングが可能

になりました。

世界各国の国立医療機関の財政支援により 
遠隔医療の普及を大幅に促進

  
時間給ブルーカラー労働者時間給ブルーカラー労働者

地方の医療と遠隔地地方の医療と遠隔地

都市部の貧困層と十分な医 都市部の貧困層と十分な医 
療が受けられていない人療が受けられていない人

健康保険に加入して 健康保険に加入して 
いない人いない人

慢性疾患を抱える人慢性疾患を抱える人

シングルマザーとその子供シングルマザーとその子供

在宅療養者在宅療養者

交通弱者交通弱者



5オンライン診療のサステナブルな成長の維持

オンライン診療の用途は今後も拡大オンライン診療の用途は今後も拡大

出典：フロスト＆サリバン

当初、質的な問題から、遠隔医療は支持や評価を得られま

せんでした。

しかし医療提供者らは、遠隔医療に関して、競争上の新し

い要件や要望に適応しなければならないことにすぐに気付

きました。遠隔医療技術が、経験に即した要望を満たし、コ

スト、相互運用性、使いやすさに関する組織のニーズを満

たす必要があると悟ったのです。

2020年には、世界中で遠隔医療の利用が促進され、それ

に関するデータが利用可能になりました。そして最良の条件

下でのエビデンスから、遠隔医療を導入したことで、医療機

関が医療の4つの目標（Quadruple Aim）の取り組みを達成

できたことが示されました。

これにより、遠隔医療を採用することへの抵抗が薄れ、ビ

デオ通話テクノロジーソリューションの改良を含む、オンラ

イン診療ソリューションの新たなパラダイムが示されたので

す。

オンライン診療などの遠隔医療により、医師と患者の双オンライン診療などの遠隔医療により、医師と患者の双
方にメリットがもたらされましたが、継続的な利用をサ方にメリットがもたらされましたが、継続的な利用をサ
ポートするインフラストラクチャは現在も見直しが行わポートするインフラストラクチャは現在も見直しが行わ
れ、アップグレードが検討されています。れ、アップグレードが検討されています。

医療提供者は、従来の対処療法から予防医
療に重点をシフト。これに伴い、遠隔医療ソ
リューションは、より継続的かつ予防的な
医療に不可欠なものに

患者の体験を 
改善

一般的な患者に 
より良い医療を 

提供

医療従事者の体験
を改善

1人あたりの 
医療提供コストを 

削減

オンライン診療の オンライン診療の 
導入で 導入で 

医療の医療の44つの目標を つの目標を 
達成達成
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エンドユーザー（医療提供者と患者）の課題に対処エンドユーザー（医療提供者と患者）の課題に対処

出典：フロスト＆サリバン

最優先事項最優先事項  --  患者と医療提供者の体験を 患者と医療提供者の体験を 
改善する改善する

 f 遠隔医療は、はるかに広範なオンライン診療体制へと進化し、

直接対面式診療の代替手段として最もよく用いられるようにな

りました。その背景には、財政支援と、患者にとって好ましい標

準治療として医師が受け入れたことがあります。

 f オンライン診療におけるすべてのイノベーションで目指すべき

は、医療提供者と患者が、当事者全員のための確固とした医療

体験を得られるようにすることです。

 f 患者は、強化されたビデオベースのコミュニケーション ソリュ

ーションといった遠隔医療テクノロジーに、大きな期待を寄せ

ています。

患者中心のオンライン 患者中心のオンライン 
ビデオ通話の普及ビデオ通話の普及

 f 接続に関する技術的問題が発生せず、診察の質が高ければ、

患者はオンライン診療を高く評価します。一方、ビデオ通話の

質が低いと、評価はマイナスになります。

 f 医療提供者は、技術的なハードルを気にすることなく質の高い

診療を提供できなければなりません。使いやすいシステムと、

プラグ&プレイのビデオ通話機器が求められています。

 f 医療機関や医療系のIT企業は、即座に患者の信頼が寄せられ

る高品質な映像/音声を実現するという、よりパーソナライズさ

れた最終目標に取り組む必要があります。

患者の患者の6262%%が が 
オンラインビデオ診療の質は オンラインビデオ診療の質は 
実際に病院を訪問したときと 実際に病院を訪問したときと 
変わらない変わらないと回答しと回答し  
2121%%はビデオ診療の方がはビデオ診療の方が  
質が高かった質が高かったと回答と回答

  オンラインビデオ診療を提オンラインビデオ診療を提
供している供している医療従事医療従事
者の者の5959%が、%が、オンオン
ライン診療と実際の通院にライン診療と実際の通院に
大きな差はないと回答大きな差はないと回答

患者の患者の6868%%    
がオンラインビデオ診療をがオンラインビデオ診療を  
1010点中点中99点または点または1010点と評価点と評価

マサチューセッツ総合病院の マサチューセッツ総合病院の 
調査結果調査結果
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出典：フロスト＆サリバン

臨床、財務、臨床、財務、ITITに関するニーズを満たす拡張性の高いソリューションに関するニーズを満たす拡張性の高いソリューション

コラボレーションを可能にする医療ソリューショコラボレーションを可能にする医療ソリューショ
ンを見つけるンを見つける

 f これまで遠隔医療を制限してきた規制は、徐々に緩和されてきて

います。多くの利害関係者がそのメリットをすでに得ていることを

考えると、パンデミック後にそれらが完全に元に戻ることはないで

しょう。

 f 世界中の医療機関が革新的なビデオ通話を採用しています。こ

れにより、ビデオコラボレーション サービスを提供している信頼

のあるブランドは、患者の診療にビデオ通話を活用する方法を示

し、さらなる使用方法の開拓を支援しています。

 f シンプルなUSBプラグ&プレイに対応したソリューションは、シー

ムレスな接続を可能にし、パーソナライズされた体験で患者の関

与を高め、必要性が最も高い場所で医療サービスへのアクセスを

拡大し、あらゆるコミュニティの健康を向上させます。

新たな遠隔医療の標準治療新たな遠隔医療の標準治療
 f シンプルさを追求し、使いやすいソリューション、エコシステムとの

互換性、容易なデバイス管理で、医師らの抵抗感を克服します。

 f 患者の関与の促進、質の高い診療、シームレスな連携と相互運用

性、採用/運用開始の容易さという、臨床リーダーシップにおける

目標を満たしています。

 f 柔軟なコスト構造で、質の高い体験という組織リーダーおよび財

務リーダーの目標を満たしています。

オンライン診療ソリューションは オンライン診療ソリューションは 
組織の要件を満たさなければならない組織の要件を満たさなければならない

安全安全

エコシステムとの互換エコシステムとの互換
性あり性あり

導入と 導入と 
管理が 管理が 
容易容易拡張可能拡張可能

手頃な価格で 手頃な価格で 
効果的効果的患者の関与の患者の関与の

促進促進
医療 医療 
機関機関

経営幹部
—

臨床リーダーシップ
—

ITリーダーシップ
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オンライン診療を推進する際の課題オンライン診療を推進する際の課題

出典：フロスト＆サリバン

既存および新興のオンライン既存および新興のオンライン  テテ
クノロジークノロジー  プラットフォームは成プラットフォームは成
長に対応できるか？長に対応できるか？

 f 率直にいえば、オンライン診療は、世界中

のあらゆる医療ニーズに対する万能薬的な

手段ではなく、今後もそうなることはありま

せん。

f COVID-19が医療機関の日常業務や標準

治療に深刻な影響をもたらしたことから、

オンライン診療が導入されて、世界中の医

療機関が、文字通り一夜にして変わること

を余儀なくされました。

検査や治療は今後も直接対面で検査や治療は今後も直接対面で
行う必要がある行う必要がある
f オンライン診療は、常にすべての患者にと

ってのソリューションとなるわけではありま

せん。特定の検査や治療は直接対面で行

う必要があります。

 f ビデオベースのコラボレーション ソリュー

ション。

 f しかし、先進的な5Gブロードバンド、大幅

に機能向上したビデオカメラ、シームレスな

ビデオ生成といったイノベーションのたび

に、これまで不可能だったオンライン診療

における臨床目標が、達成可能になってき

ています。

高画質なカメラと映像を駆使したオンライン診療が 高画質なカメラと映像を駆使したオンライン診療が 
標準治療の幅を拡げる標準治療の幅を拡げる

感染症のオンライントリアージ感染症のオンライントリアージ

世界保健機関（世界保健機関（WHOWHO））

腫瘍治療腫瘍治療

心疾患治療心疾患治療

慢性創傷の治療慢性創傷の治療

理学療法理学療法

国民健康保険の請求国民健康保険の請求

サイバーセキュリティサイバーセキュリティ

WiWi--FiFiとと5G5Gの使用の使用

健康情報のセキュリティ健康情報のセキュリティ

EHREHR認証認証

米国疾病対策予防センター（米国疾病対策予防センター（CDCCDC））
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連携およびビデオコラボレーションのビジョン連携およびビデオコラボレーションのビジョン

出典：フロスト＆サリバン

新しいオンライン診療ビジネスモデル新しいオンライン診療ビジネスモデル
の登場の登場
f ビデオ通話を介した遠隔医療能力のニーズは急ビデオ通話を介した遠隔医療能力のニーズは急
速に拡大していますが、速に拡大していますが、高品質なカメラ/ビデオ

通話の新たなテクノロジーおよび利用方法を随時

取り入れていくのは、容易ではありません。

f 診療所では、遠隔医療を通じて遠隔医療を通じて2020%の収益増加%の収益増加
を達成できます。を達成できます。また、ビデオ通話を利用したオ

ンライン診療を採用することで、控え目に見積もっ

ても年間でさらに$45,000の収益を上げることが

できます。

f 患者の患者の5050%は、オンライン診療を常時利用でき%は、オンライン診療を常時利用でき
るのであれば、るのであれば、医療機関を変える意志があると回

答しています。

世界レベルのソリューションを推進す世界レベルのソリューションを推進す
る必要性る必要性
f 米国では、年間約米国では、年間約$2$2,,500500億の医療費が億の医療費がオ

ンライン診療またはオンラインビデオ診療

に移行可能と推定されています。この金額

は、MedicareMedicare、、MedicaidMedicaid、民間の保険に加入し、民間の保険に加入し
ている人のている人の直接対面診療、外来診療、在宅医療の

費用全体の20%に相当します。

f オンライン診療が世界的に普及するにつれ、オンオン
ライン診療ライン診療の実施や医療の質と効率の向上にの実施や医療の質と効率の向上に
おいてビデオ会議サービスが果たすべき役割おいてビデオ会議サービスが果たすべき役割
は、ますます大きくなってきていますは、ますます大きくなってきています。

現行の遠隔医療技術 現行の遠隔医療技術 
にビデオ診察を にビデオ診察を 
追加したことで 追加したことで 

医療相談の件数が医療相談の件数が  

11,,000000%増加%増加    
したことが したことが 

報告されている報告されている

ビデオ会議は質の高い医療の適用範囲が拡大する将来に向けて、オンライン診療ビデオ会議は質の高い医療の適用範囲が拡大する将来に向けて、オンライン診療
の普及を支援していますの普及を支援しています

今日、患者はオンラインビデオ会議今日、患者はオンラインビデオ会議
を利用することで、 を利用することで、 

最大15分以内に、最大15分以内に、
専門医と連絡を取る専門医と連絡を取ることが可ことが可
能になっている。従来の 能になっている。従来の 
通院では通院では考えられない考えられない  
ことであることである
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オンライン診療へのパラダイムシフトをサポートするために必要なインフラストオンライン診療へのパラダイムシフトをサポートするために必要なインフラスト
ラクチャラクチャ

コスト効率に優れたソリューションはすぐに手に入ります。しかし、個々のニーズに最も適した幅広いソリューションを提供できるベンダーパートナーを、慎重に検討する必

要があります。今こそ、オンライン診療イノベーションの次のステップに進み、オンライン診療の新しい用途とビデオコラボレーション テクノロジーを活用するときです。

出典：フロスト＆サリバン

 f 遠隔医療の付加価値を高め、その用途を拡大

するためには、医療機関は、適切なインフラス

トラクチャの構築を急ぐ必要があります。

 f ソリューションやデバイスは、すべてが同じ

ように作られているわけではありません。し

たがって、標準治療と医療の実践方法を再

検討し、ソリューションの価値、相互運用

性、コスト効率、拡張性を見きわめる必要が

あります。

 f 質の高い医療を提供するために、資産や資

本準備金を清算する必要はありません。オ

ンライン診療は、拡張性を考慮しながら利

用しやすいように導入する必要があります。

それには、組織の目標を満たす適切なハー

ドウェアの調達が欠かせません。

• より質の高い成果の実現 

• 医療提供コストの削減

• 医師にとっての使いやすさ

• 質の高い医療の提供

オンライン診療は、拡張性を考慮しながら利用しやすいように導入する必要があります。それには、手頃な価格と高いパフォーマンスのオンライン診療は、拡張性を考慮しながら利用しやすいように導入する必要があります。それには、手頃な価格と高いパフォーマンスの
両方を兼ね備えた適切なハードウェアの調達が欠かせません。両方を兼ね備えた適切なハードウェアの調達が欠かせません。

短期的な短期的な  
焦点：焦点：

ビジネスのビジネスの  
継続性継続性

長期的な長期的な  
焦点：焦点：
成長の成長の
機会機会

顧客関与モデルの変化顧客関与モデルの変化

手頃な価格のカメラを使用した 手頃な価格のカメラを使用した 
直接対面に劣らないビデオ通話直接対面に劣らないビデオ通話

ハードウェアとソフトウェアハードウェアとソフトウェア  プラットフォープラットフォー
ムに関して	強い協力関係を持つベンダームに関して	強い協力関係を持つベンダー

さまざまな用途のための	 さまざまな用途のための	 
さまざまなデバイスさまざまなデバイス

「ワンストップショップ」型の	 「ワンストップショップ」型の	 
ベンダーを選択するベンダーを選択する

標準規格に準拠した標準規格に準拠した
デバイスデバイス

標準的な標準的なUSBUSB接続による	 接続による	 
プラグ&プレイプラグ&プレイ

EHREHR、臨床システムとの	 、臨床システムとの	 
連携実績連携実績

セキュリティとプライバシーに関する	 セキュリティとプライバシーに関する	 
豊富な経験豊富な経験

ソリューションやデバイスは、すべてが同じように作られているわけではありません。拡張性、コスト、品質、体験の一貫性を重視しましょう。
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会社情報会社情報

ロジクールでは、「地域や環境を問わず、医療提供者が患者と自然に信頼

関係を構築していけるように支援されるべきである」と考えています。当

社のミッションは、医師が治療法について患者に説明したり、医療提供者

が互いに相談したり、家族が愛する人とコミュニケーションをとったりする

際に、障壁なく真につながれるよう、支援することにあります。当社は、一

貫性があり、信頼性が高く、医師と患者に遠隔医療の利用を促進するよう

な、強化された遠隔医療体験を提供します。これにより、オンライン診療

の新たな基準を定め、未来の医療エコシステムを構築します。

デジタル医療が変化しつつある今、ロジクールは、高品質なエンタープライ

ズグレードのビデオ通話ソリューションを手頃な価格で提供します。これ

により、高いコスト、一貫性のない体験など、遠隔医療を導入する際の課

題を、IT部門が解決できるよう支援します。当社のソリューションは、あら

ゆる主要なビデオ会議アプリケーション、遠隔医療プラットフォーム、医

療機器ベンダー製品などとシームレスかつ安全に連携し、医療提供者と

患者が、きわめて重要な人間的つながりをリアルタイムで持てるようにしま

す。病床で、医療提供者の自宅で、あるいはそれ以外のどこかで何ができ

るかを、医療提供者が再考できるよう支援します。

詳細については、wwwwww..logicoollogicool..coco..jpjp//promopromo//healthcarehealthcareをご覧ください。

成長パイプライン企業。

成長とは、旅のようなものです。私たちがそのガイドを務めます。フロス

ト＆サリバンは、60年以上にわたり、企業、政府機関、投資家に実用的

なインサイトを提供し、革新的な成長機会を次々にもたらしてきました。

これにより当社のお客様は、経済性を最大化し、新たなメガトレンドに

乗り、持続可能な成長を基盤として未来を形作っています。

当社の成長パイプラインは、実用的な情報、きわめて有用なサードパー

ティからの推奨事項、世界レベルのサポート、豊富な経験に基づくコラ

ボレーション、革新的な市場進出戦略、実証されたベストプラクティス

を通じてリーダーシップチームを指導し、お客様が潜在的な成長力を

発揮できるよう支援します。

どのような課題でも、フロスト＆サリバンはそのすべてを見てきました。

世界各地に散らばる当社の1,200人の業界エキスパートは、35の分

野、300の市場、そして数えきれないほどの業界で確かな経験を積んで

います。その経験を基に、個々のお客様に合わせて成長パイプラインを

構築し、お客様によるその実施をサポートします。

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/promo/healthcare.html
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