
令和2年度地域貢献特別支援事業実施報告書

1.事業の目的 

総務省「地域課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証」の一環として，医療分野，特に，人口減
少・過疎化・少子高齢化が進んだ山間部等のへき地における通院困難患者の増加，予防医療のニーズの高まり，
医療資源の負担増大等の課題解決に 向けて，ローカル５Ｇの導入を促進するため， 医療施設等環境における
ローカル５Ｇの電波伝搬特性の解明及び課題解決システムにおける具体的なアプリケーション（中核病院の
担当する患者向け遠隔診療・リハビリ指導，地域の高齢者向け遠隔健康指導 ・災害時診療）を想定した遠隔
リハビリ指導や遠隔健康指導における高精細映像伝送等 に基づくローカル５Ｇを模擬したキャリア５Ｇの性
能評価を実施することを目的とした。 

2.実施事項 

新城市では，予防医療を担う医療従事者（総合診療医，リハビリ専門医，リハビリ専門職等）の不足，山間
部等のへき地へ医療従事者を派遣する負担の増加等の課題を抱えており，これらの課題解決システムとして，
5G，4K等高精細カメラ，モバイル超音波画像診断装置，遠隔診療支援システムを用いた映像伝送・診療シス
テムを構築した。そのシステムの地域医療への活用を想定し，本調査検討では，愛知県新城市における医療課
題に着目し以下の課題を設定し実証を行った。またこれらの技術による地域住民の意識変容について，実証に
参加した住民にアンケートを実施した。 
① プレゼンティーズム調査：地域住民の健康異常を早期検知するためのwebプレゼンティーズム調査の有

効性検証 
② 遠隔リハビリテーション：5Gおよび4K等高精細映像伝送を用いた遠隔リハビリ指導に関する有効性検

証 
③ 遠隔エコー：災害時を想定した，5Gおよび4K等高精細映像伝送を用いた超音波画像検査（下肢エコー）

有効性検証 

3.検証・評価・分析 
① プレゼンティーズム調査

【概要】 
新城市内のうち，医療資源の少ない作手南部地区在住の高齢者
住民を対象に，構築したWEB型のプレゼンティーズム調査シス
テムを介して健康状態のモニタリングを行った。プレゼンティ
ーズムとは，仕事以外の日常生活や学業での「主体的生産性」を
計測する指標の一つである。 
今回測定を行ったのは健康状態を測る指標として，労働生産

性の定量化を行う指標として主に利用されているプレゼンティ
ーズム評価指標（WHO-HPQ），痛みを感じる部位・程度につい
て回答者の主観的評価である。調査のスコアは，住民が対象地域
の同年代の他の住民の平均スコアと比較して健康状態を把握で
きることや，自身の健康状態の推移を経時的にモニタリングする
ことができることから，地域住民の健康増進に貢献する調査とし
て有用と考えた。 
実証にあたって，事前に作手南部地区自治会および作手地区で

の活動団体への事前説明を実施した。さらに，作手南部地区住民
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に対して実証の趣旨や方法を広く伝達するため，新城市のケーブルテレビ網を利用して住民説明のためのビ
デオを放送した。住民によっては，プレゼンティーズム調査を行うためのインターネット環境や端末が無い場
合が想定されるため，新城市保健師の協力のもと，集会所や居宅訪問による調査入力支援を行う。調査結果は，
webアプリを用いた場合，回答直後にプレゼンティーズム調査システム画面上にて，回答者にフィーバックさ
れるとともに，報告書（図1）を作成した。 

【結果】 
中核病院と診療所の双方に対してアクセスの悪いエ

リアである作手南部地区在住の住民を対象とした。調
査回収目標は100名程度（おおむね60歳から75歳）に設
定した。調査は，健康状態をチェックするための「1次
調査」と，「1次調査」によってさらなる調査が必要と
なった際に重症度を測るための「2次調査」を実施する。
プレゼンティーズム調査は計3回にわたり行う。なお，
調査間隔が数週間ほどであり対象者の健康状態の変化
はさほどないと想定されることから，1次調査を3回行うこととし，2次調査は初回のみ実施する。また，シニ
ア層が対象となることから，新城市保健師の協力のもと，居宅訪問を行って調査案内および入力支援を行い，
調査回答の不備や漏れを防ぐ対策を行った。回答結果のうち，回答の抜け漏れがない有効な回答について解析
を行った。絶対的プレゼンティーズム値の回答者平均は1回目62.2点，2回目64.6点，3回目66.3点と 3回測定
が可能であった対象者においては，有意な変化を認めなかった（図2）。なお，相対的プレゼンティーズム値
平均は1回目1.04点，2回目1.07点，3回目1.04点であった。なお，本調査の結果は，日本の大企業を対象に実施
されたWHO-HPQの平均値 iは絶対的プレゼンティーズム値57.3点および相対的プレゼティーズ値1.0点と概
ね同等であり，作手地区住民のパフォーマンスが特別に悪い状態ではないということが分かった。回答者にお
ける幸福度の平均値は1回目7.2点，2回目6.74，3回目6.9点であった。3回測定が可能であった対象者において
は，有意な変化を認めなかった。 
回答者のうち，週の半分以上愁訴（回答者による自覚的な訴え）がある症状で，高頻度であったのが頚肩腕
痛（19%），腰痛(19%)，高血圧(17%)であった。回答者のうち，軽度のうつ傾向・不安障害の疑いがあるの
が30%，精査が必要なうつ傾向，不安障害の可能性を有する被験者が5%であった。 

② 遠隔リハビリテーション

【概要】 
遠隔でリハビリテーション指導をする理学療法士にとって，患
者の様子全体と手などの局所的な動きを評価するためには，多
方向からの高解像度映像をもとに治療を行うことが有効と考え
られる。そこで，従来から機能訓練事業の一環として行っている
診療所での歩行訓練等のリハビリ指導について，理学療法士が
遠隔から指導が可能であるか実証を行った。 
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実証参加者として，中核病院の担当する退院患者を5名選定した。選定基準は，1)過去に中核病院への受診歴，
入院歴がある，2)現在，診療所で行われている機能訓練事業に参加している，3)認知機能が維持されており，
モニタを介したコミュニケーションが可能であること3条件を
満たす人とした。実証参加者への遠隔診療（問診）を行い，血圧・
体温・脈拍・SpO2・心電波形の各種バイタルを収集する。リハ
ビリ指導では，固定４Ｋカメラによる全体映像と，看護師のヘッ
ドマウントカメラによる局所映像の双方を遠隔の理学療法士に
向けてリアルタイム伝送を行う。また，リハビリ時において，モ
ーションキャプチャシステムによって歩行時の速度や歩幅，そ
の際の関節角度等を計測し，実証後の解析に活用する。リハビリ
指導後，効果確認のため再度遠隔診療（問診）を実施し，アンケート回答をもって終了とした。  

【結果】 
1)被験者の全身，歩行状態，局所部位の各様子が，リハビリ指導に求められる十分な映像品質であるか
理学療法士および専門医の視点で，4K映像の解像度，映像伝送の遅延時間（許容範囲内か）を評価した。映
像の圧縮率（ビットレート）を可変することにより医療従事者が映像品質を検証することとし，4Kカメラは実
証現地にて，医療従事者の意見を踏まえて有効なカメラアングルを検証する。解像度，通信方式を可変した映
像の比較検証も併せて実施した。 
映像品質については，5G回線＋/4k画質では7名中6名が「品質は良かった」と回答しており，残り1名は「ど
ちらかといえば良かった」と回答している。LTE回線では，解像度がHD，2K，4Kそれぞれにおいて，3名が
「品質が良かった」と回答している。2Kにおいて1名が「品質は悪かった」と回答しているが，LTEでは，ほ
ぼすべての条件において解像度は同程度の品質だったことが考えられる。 

2)リハビリ前後での問診が遠隔で可能であるか
3)被験者の安全が確保されていること
4)リハビリメニューごとに遠隔での指導との適正が評価されているか
これらの項目についてはアンケートにて評価を行った。医療従事者視点では，安全性に関しては，理学療法
士，看護師共に多少安全性に不安があったと回答しており，対面のリハビリと比較して，遠隔リハビリでは歩
行時にフレームに対して患者が小さく映るため，観察が難しく息遣いや微妙な表情の変化の観察ができず，負
荷量の調整の不安が挙げられている。意思疎通に関しては，画面越しでのコミュニケーションの難しさや，会
話のタイミングについて挙げられている。遠隔リハビリのメリットとしては，遠距離の方にもリハビリの提供
が可能であり，普段リハビリが受けづらい方にとって訓練の頻度を増やす事ができ，運動習慣の定着等の行動
変容に一助を果たす可能性があるとの意見が挙げられている。今後の遠隔リハビリの提供に関しては，被検者
によって，対面が良いという方と遠隔リハビリで良いと感じる方がいるため，両方を使用してリハビリを提供
することで，機会が増え予防に繋がると期待される。 
被検者視点では，全ての方が「概ね安心してリハビリができた」または，「とても安心してリハビリができ
た。」と回答しており，安心感が高いことが確認された。また，リハビリ専門職との意思疎通については，一
部タイムラグや声が聞きづらい場面があったものの，2回目の実証では全ての方が「いつも通り意思疎通がで
きた。」と回答した。遠隔リハビリのメリットに関しては，「通院が大変な場合に良い。」，「通院に時間が
掛からないため仕事が捗る」といったコメントもありメリットが大きいことが確認できた。今後の利用意向と
しては，対面と遠隔を併用したいと回答した方と遠隔リハビリを受けても構わないと回答した方が大多数で
あり，受容性も高いことが確認された。 
課題としては，被験者の方が高齢や難聴の場合はマイクを通した声が聞きづらいと言った点が挙げられてい

図 4  遠隔リハビリテーション実施の様子 



る。高齢者の方は機器を介した音声に対して聞きづらいと言った先入観もあり得るため，慣れや訓練で聞こえ
やすくなる可能性が考えられる。一方，今回の実証では，診療所のスピーカーは映像を投影する画面と逆側に
配置されていた。医療従事者の声の出る方向が画面と逆だったため，画面に映る医療従事者の視覚情報と声の
方向が一致していなかったため，聞きづらさが生じていた可能性が考えられる。今後実装を想定した場面では，
リハビリを実施する部屋のノイズを減らすような工夫や，音声が伝わりやすい構造の部屋の利用，画面とスピ
ーカーを同一方向にするなど，環境設定で対応することも一案と考えられる。遠隔リハビリの評価に関しては，
今回は映像による評価を実施したが，今後は被検者の動きをデータ化し，定量的に解析する方法も考えられる。 
今回の映像品質の検証では理学療法士の視点で4K映像の解像度，映像伝送の遅延時間（許容範囲内か）を評

価した。その結果，5G環境下では解像度，遅延時間共に大きな問題ないことが確認された。一方，LTE，5M，
HDでは5G，15M，4Kと比べるとやや解像度は粗く，画像のかくつきが発生するが，粗大運動では問題無いこ
とが確認できた。LTE環境下で解像度を2K，4Kと上げるとともに，遅延やかくつきが増えることが確認され
たため，LTE，5M，HDの組み合わせにおいて，バランスが取れていると考えられた。 
一方で，音声の遅延が少し生じているため，コミュニケーション実施時に普通の会話と比べた場合のやりづら
さを感じたとのコメントがあった。 
今回の遠隔リハビリ指導の被験者向けのアンケートでは，対面でのリハビリと比較した，不安感，リハビリ
専門職との意思疎通，移動等の削減によるメリットの有無，今後の利用意向について確認した。その結果，全
ての方が「概ね安心してリハビリができた」または，「とても安心してリハビリができた。」と回答しており，
安心感が高いことが確認された。また，リハビリ専門職との意思疎通については，一部タイムラグや声が聞き
づらい場面があったものの，2回目の実証では全ての方が「いつも通り意思疎通ができた。」と回答していた。
遠隔リハビリのメリットに関しては，「通院が大変な場合に良い。」，「通院に時間が掛からないため仕事が
捗る」といったコメントもありメリットが大きいことが確認できた。今後の利用意向としては，対面と遠隔を
併用したいと回答した方と遠隔リハビリを受けても構わないと回答した方が大多数であり，受容性も高いこ
とが確認された。一方，遅延や音声の聞き取り辛さや直接指導してもらう方が安心できるといった意見もあげ
られており，遠隔リハビリ実施時にはり留意し適応を判断必要があると考えられる。 

③下肢静脈遠隔エコー検査
山間部集落においては，災害時や積雪時等で道路が遮断され
孤立する可能性がある。災害発生時には，深部静脈血栓，不
整脈，高血圧，発熱，肺炎などの発症リスクが高く，早期の
対処が必要になる。そのため，医師が遠隔から住民の症状の
急変や増悪，さらには深部静脈血栓の検知を行い，ヘリなど
の緊急搬送が必要であるか，あるいは現場で対処可能である
かを遠隔の医師が判断できるように実証を行う。深部静脈血
栓に対しては下肢エコーを実施し，不整脈，高血圧，発熱，
肺炎等については遠隔診療システムによって診断を行う。集
会所の玄関ホールを実証フィールドとする。模擬被験者３名
に対して，順次，遠隔診療支援システムによって健康状態等
の診療を実施する。その後，モバイル超音波画像診断装置を
用いて下肢の超音波画像診断を行い，深部動脈血栓の検査を
実施する。遠隔リハビリ指導と同様に，現地の看護師の装着
するヘッドマウントカメラ映像を中核病院へリアルタイム伝
送し，遠隔の医師のプローブ指示のもと検査を行う。検査実
施後，アンケート回答を行い終了とする。 



【結果】 
1) 医療従事者側の意見
今回の下肢エコーの医療従事者向けのアンケートでは，対面でのエコーと比較した，メリットについて確認
した。対面のエコーと比べタイムラグの発生や，エコー画像のコマ抜けが挙げられている。遠隔でのエコー検
査のメリットとしては，へき地でも専門の医師に所見を見てもらうことができる，直接立ち会えないケースで
リアルタイムに画像診断が行うことができるとの意見が挙げられている。今後の遠隔でのエコー検査の提供
に関しては，「これまで通り対面でエコー検査を提供したい」と2名の回答があり，「どちらかというと対面
でエコー検査を提供したい」と1名の回答があった。フレームレートや画質に関しての指摘がされているが，
改善されれば有用であるとのコメントが挙げられている。下肢エコーの災害時使用の潜在的ニーズはある一
方で，災害時のアンテナや電波状況などといった課題も挙げられる。 
2) 被験者側からの意見
下肢エコーの安心感については1回目では「概ね安心して検査を受けられた」と回答した方が2名，「とても
安心して検査を受けられた」と回答した方が1名であった。2回目では「概ね安心して検査を受けられた」と回
答した方が2名であり，「とても安心して検査を受けられた」と回答した方が1名であった。今後の遠隔での下
肢エコー検査の利用意向に関しては「どちらかというと遠隔で検査を受けたい」と回答した方が1回目は1名で
あり，「ぜひ遠隔で検査を受けたい」と回答した方が1回目では2名，2回目は4名であった。今回の下肢エコー
の被験者向けのアンケートでは，対面でのエコー検査と比較した，不安感，今後の利用意向について確認した。
その結果，「概ね安心して検査を受けられた」「とても安心して検査を受けられた」と回答のみとなっており，
「多少不安であった」，「とても不安であった」と回答した方は0名であった。また，受容性については，是
非遠隔で検査を受けたいと回答した方が最多数であった。 
遠隔下肢エコー検査に関して，メリットとしては，へき地でも専門の医師に所見を見てもらうことができる，
直接立ち会えないケースでリアルタイムに画像診断が行うことができるとの意見が挙げられている。今後の
遠隔でのエコー検査の提供に関しては，フレームレートや画質に関しての指摘がされているが，改善されれば
有用であるとのコメントが挙げられている。課題としてはタイムラグの発生や，エコー画像のコマ抜けが挙げ
られている。また，下肢エコーの災害時使用の潜在的ニーズはある一方で，災害時のアンテナや電波状況など
といった課題も挙げられる。 

④ 予防医療におけるシステムの効果
へき地に住む高齢者住民においては，通院に係る課題から健康状
態を定期的に把握することが困難であった。そこで，このような
住民に対して，自治体が健康状態を能動的に評価し，早期に健康
状態の異常を検知，早期に介入を行うことでADL低下による再入
院といった問題の解消を図る。 
4.3.1章において，プレゼンティーズム調査によって，住民の肉体
的・精神的健康状態，幸福度，特定部位の愁訴についてデータと
して可視化でき，健康異常の早期検知に貢献することを確認した。
プレゼンティーズム調査を通じての健康に対する意識の変化につ
いては，43名が「特に変化はない」と回答しており，1名が「健康
に対する意識が高まった」と回答した。意識が高まった理由とし
ては体力の衰えを挙げている。また，未記入の2名に関しては理由
として，「特に高まったということではないが（ここ数年とても
気にしているので）確認できたとは思います。」，「父母が健在な
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図 5  遠隔エコー検査実施の様子 



ので健康でいたい」と回答した。 
「調査を通じての健康状態に対する新たな気づき」の設問に対する回答は46名全員が「特になし」と回答し
た。新たな行動変容を起こす意向については，「どちらでもない」と回答した方が30名と最多であり，「思う」
と回答した方が3名，「思わない」と回答した方が13名であった。「思う」と回答した3名は行動変容に「運動」
を挙げていた。 

⑤ 今回の調査を受けてのアンケート
調査に対する今後の協力の意向に関しては，「できれば協力したい」と回答した人が36名と最多であり，「協
力したいとは思わない」が8名，「是非協力したい」が2名であった。 
協力したいと思わない理由としては，「目的がよくわからない」と5名が回答しており，その他としては「結
果が分からない」，「インターネットをやっていない」の回答があった。1名は未回答であった。回答方法の
希望については，「紙の用紙でのみ回答」が41人，「紙とインターネットで回答」が3名，未回答が2名であっ
た。紙の用紙のみで回答した理由としては，「インターネットを普段使用していない」と回答した人が19名，
「インターネットは使用できるが紙の方が簡単」と回答した人が15名であり，未記入が9名であった。 

4. まとめ

① プレゼンティーズム調査
 プレゼンティーズム評価指標等を用いて対象エリアの住民の健康状態を可視化でき，特定症状に関して
の程度や痛みの部位について評価が得られることを確認した。今回のプレゼンティーズム調査では，調査
期間が2か月程度と短かったため，対象住民の健康状態の有意な変化を観察するには調査期間が不足して
いた。今後は，中長期での追跡調査を実施するということと，調査対象のエリアを拡大してより大規模に
行うことで，さらなるプレゼンティーズム調査の有用性を検証することにつながると考えられる。調査が
2回目，3回目と回数を重ねるたびに調査回答の回収率が低下した。これは，短期間で同一の質問項目に幾
度も回答するということに対するストレスに起因するものと考えられる。今後は，継続して回答を得るた
めの工夫として，回答者に対するインセンティブを付与する，あるいはより簡易的に回答できる仕組みを
考案するといった対応が求められる。 

② 遠隔リハビリテーション
 医療従事者の主観評価から，5Gおよび4K高精細映像を用いた場合，歩行や起立等の基本的なリハビリ
メニューにおいては映像品質および遅延時間は許容範囲内であることが確認された。本実証の遠隔健康指
導では，5名の被験者に対して同時に指導を行ったが，通常，新城市では，集団での健康指導は10名程度
を同時に実施している。今回の4Kカメラ3台の映像を介した健康体操指導を行う場合，同時に指導できる
人数は5名程度が限界であろうとの意見があった。今後，指導人数が増えた場合，4Kカメラ台数の増設に
よりより広範囲の映像をカバーする，あるいは遠隔からカメラのズームアウトや画角の変更を行うといっ
た対応が必要である。 

③ 遠隔超音波検査
 医療従事者の主観評価から，5Gを用いてモバイル超音波画像診断装置のエコー画像伝送を行った場
合，若干の映像品質の不安定さを除けば遅延時間は許容範囲であり，5Gを活用した遠隔診療の有用性が
示された。モバイル超音波画像診断装置は，今回の実証のような遠隔での利用を想定した製品ではない
ため，実証用に社外アプリケーションをインストールし，診療所のタブレット端末とデスクトップ共有
用のPC間でエコー画像の伝送を行った。予備試験として，タブレッド端末と中核病院PC間をオンライン
会議システムにより画像伝送を行ったところ，安定してエコー映像が伝送されていたことから，この社

図 6 意識変容の調査 



外アプリケーションを介した伝送を行ったことで，映像品質の不安定さが生じている可能性が考えられ
る。そのため，発生した遅延は5Gを使用したことによるものではなく，今回の実証環境や社外アプリケ
ーションを使用したことが起因となったと考えられる。 
 エコーの映像品質を安定させるための今後の対応策としては，社外アプリケーション等の複雑なネッ
トワーク構成を省略し，タブレッド端末のエコー映像を中核病院側へ伝送する仕組みを採ることで解消
される可能性がある。一方で，この仕組みはモバイル超音波画像診断装置側のアプリケーションの改修
が必要となるものであり，今後の5Gを活用した遠隔診療のニーズを見定めて開発されるべきものであ
る。 


