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はじめに 

 

在宅酸素療法（home oxygen therapy）は，長期酸素療法を必要とする患者さん

が住み慣れた自宅で療養し，生活の質（QOL）を改善できる重要な治療法であ

る．日本においても 1985 年に社会保険が適用され，現在，約 16 万人の患者さ

んが在宅酸素療法を受けている．特に慢性呼吸不全患者さんに在宅酸素療法を

行うと生命予後の改善に有用である 1,2)．酸素吸入時間に関して，慢性呼吸不全

を伴った慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease: COPD）患者さ

んに対する研究によると，1 日連続酸素吸入群と夜間酸素吸入群の比較では，連

続して酸素吸入した群の生命予後が良かったと報告されている 3)．  

 在宅酸素療法を受けている患者さんの大多数は，酸素ガス供給源として酸素

濃縮器を用いているが，使用状況の確認は容易ではなかった．残された課題を

解決するため，遠隔モニタリング（tele-monitoring）に対応した酸素濃縮器が開

発された．全国の在宅酸素療法を受けている患者さんは，本システムを使用可

能である．しかし，使用法に関しての周知は十分ではなかった． 

 この操作マニュアルは，遠隔モニタリング利用の在宅酸素療法の普及と診療

に使用していただくために，科学研究費補助金（基盤研究（C），17K12454）の

助成を得て作成したものである．第 3 版として改訂を行った．利用していただ

けるならば幸甚である． 

 

 

２０１９年８月吉日 

鰤岡直人 
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１．使用前の留意点 

使用前に，必要な条件と準備がある． 

（１） 医療機関による酸素濃縮器の申し込み 

現時点においては，フクダ電子株式会社の酸素濃縮器が遠隔モニタリングに対

応しているため，医療機関による酸素濃縮器申込時に該当機種が指定されてい

なければ使用できない． 

（２）遠隔モニタリングには，インターネット接続したコンピュータが必要 

（３）在宅酸素療法の遠隔モニタリングを行うためのアクセス許可を得る 

遠隔モニタリングを利用して，使用状況などを確認するためには，コンピュー

タからアクセスするためのアカウントと認証パスワードが必要なためである． 

２０１８年５月からクライアント証明書のインストールも必要であり，証明書

のインストールのないコンピュータでは，アクセスできない．詳細については，

フクダ電子株式会社の在宅部門のフクダライフテックに相談が必要である． 

クライアント証明書のインストールは容易である．フクダライフテックに申し

込み後，指定したメールアドレスに情報が届くので，それに従ってインストー

ルする． 

（４）在宅酸素療法の遠隔モニタリングは急性増悪を把握するものではない 

在宅酸素療法の遠隔モニタリングは，継続性向上と吸入酸素流量の有効性の確

認に有用である．在宅酸素療法を受けている COPD 患者さんは最重症であり，

複数の併存症をもっていることが多く 4)，体調変化によっては速やかに対面受診

するように指導することが重要である．患者さんと家族に対しては，本装置を

用いた在宅酸素療法の遠隔モニタリングは常時監視する医療技術ではなく，急

性増悪を見つけるための方法ではないことを説明して同意を得る必要がある 5,6)． 
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２．遠隔モニタリングとは何か 

 

遠隔モニタリングは，情報通信技術の発展に伴って実現できた新しい医療手

段である．概念的には遠隔医療（tele-medicine）内の遠隔診療（tele-care）に含ま

れる（表１）5-8)．より大きな概念として，機器にインターネットを接続して情

報を得る Internet of Things (IoT) に含まれる．２０１８年４月から，在宅酸素療

法に遠隔モニタリング加算として診療報酬が適用された 9)．診療報酬で認められ

た遠隔モニタリングは，常時，患者さんの状態を監視するものではない．オン

ライン診療とも異なる．医療機器にインターネット接続の機能を持たせて，機

器の作動状況や生体情報を専用サーバーに自動保存させ，手持ちコンピュータ

を用いて，いつでも参照できる仕組みである 5-7）（図１）．その結果を参考にし

て，より良い診療を行うための新しい医療技術である．患者さんの病態を外来

診察時の「点」ではなく，遠隔モニタリングを行うことによって，測定点をお

互い関連させて「面」として病態把握できる 7）． 

 

表１．診療報酬を伴う遠隔医療の主な分類（文献 6 から引用） 
２０１８年４月時点の診療報酬適用 

 
１．狭義の遠隔医療（専門医が他の医師を支援） 

遠隔画像診断，遠隔病理診断 
 

２．遠隔診療（医師が患者に診断・診療を行う） 
（１）オンライン診療 
医師が自宅等で療養する患者にビデオ通話などを介して診療 

（２）遠隔モニタリング 
遠隔モニタリング対応の心臓植込み型デバイス 
遠隔モニタリング対応の酸素濃縮器（在宅酸素療法） 

遠隔モニタリング対応の持続気道陽圧装置（在宅持続陽圧呼吸療法）  
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医師間で行われる遠隔医療は，狭義の遠隔医療であり，主治医が専門医に診

断を依頼する方法である．診療報酬が適用されているものとして遠隔画像診断

や遠隔病理診断がある．自宅等の患者に対して，主治医から医療を提供する遠

隔医療を遠隔診療と呼称する．遠隔診療において診療報酬が適用されているの

はオンライン診療と遠隔モニタリングである 6)． 

遠隔医療の概念は情報通信技術の発展に伴って変遷してきた．広義の遠隔医

療は，遠隔診療と狭義の遠隔医療に大別される 8)．広義の遠隔医療が遠隔診療の

上位概念であるため，実際は混同して使用されていることが多い 6)． 

診療報酬は 2 年に一度の改定がある 9)．本マニュアルでは，2018 年 12 月時点

における在宅酸素療法の遠隔モニタリングの実際について説明する． 

 

 
 
図１．遠隔モニタリングの概念図 
患者さんが自宅で使用している医療機器に通信装置をつけて，インターネットのデータ通

信を介して定期的に作動状況と測定値を専用サーバーに自動記録・保存する．これは，い

わゆるクラウドシステムである．保存された時系列データを客観的に判断するため，サー

バーに実装した解析ソフトが図表を作成する．それらの結果を医師，医療スタッフが手の

空いた時間に確認して患者のより良い療養生活に役立てる新しい医療技術である．  



5 
 

３．在宅酸素療法の遠隔モニタリングで何ができるのか？ 

 

2018 年度から在宅酸素療法にも遠隔モニタリング加算が認められた 9)（表２）． 

在宅酸素療法を受けている患者さんは１ヶ月に１度の受診に疑問や不満を持っ

ておられる場合もある．一方，医療側としては受診間隔が開くと病態の把握が

難しい実態もあった．遠隔モニタリングを適用することによって，通院間隔を

安心して延ばすことができる． 

課題もある．適応疾患が慢性閉塞性肺疾患（COPD）に限られているのと遠隔

モニタリング加算の点数が 150 点と低い点である（表２および補足１，１７ペ

ージ）．また，加算は対面診療がない月が発生しないと算定できない．今後，臨

床実績を蓄積していくことによって診療報酬点数が高くなることを期待してい

る．補足であるが，遠隔モニタリング機能をもつ酸素濃縮器は遠隔モニタリン

グ加算を算定しなくても利用できるし，通院間隔を延長しなくても，医療機関

で使用していただける．先生方に御利用いただき，有用性を実感してもらえた

ら幸甚である．（個人情報保護と厚生労働省，経済産業省，総務省から提示され

たガイドラインを遵守する必要がある 5,6)） 

 

表２．在宅酸素療法の遠隔モニタリング加算の概要 
１． 施設基準がある． 
（呼吸器領域で 3 年以上の経験のある医師，看護師がいることなど．厚生局に届け出） 
２．COPD（Ⅲ，Ⅳ期）が対象疾患． 
３．開始前に緊急時の対応，機器操作，測定計画を説明して同意を得る． 
４．対面診療のない月には必ず遠隔モニタリングを行う． 
  脈拍数，酸素飽和度，血圧などを遠隔モニタリング 
５．少なくとも月 1 回，遠隔モニタリングの結果をカルテに記載する． 
  電話などで指導する．必要に応じて電話などで受診を促す 
６．指導を行った際には，その都度，カルテに記載する． 
７．遠隔モニタリング加算は対面診療のない月に 150 点を加算． 
８．遠隔モニタリング加算の算定は対面診察の月に行う． 

 ９．原則，救急受診時に３０分以内で来院できる患者が対象．  
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インターネットを介して，遠隔モニタリングシステムの「f’Rens（フレンズ）」

内の “ほっとけあらいん.com” にログインし，遠隔モニタリングを用いて，① 

酸素濃縮器を使用した時間帯や総使用時間，② 処方された吸入酸素流量の過不

足に関する確認，③ 低酸素血症状態の有無，④ 吸入酸素流量ごとの専用パル

スオキシメータを用いて自己測定した経皮的動脈血酸素飽和度（percutaneous 

arterial oxygen saturation: SpO2）と脈拍数の散布図表示など多面的解析を行え

る 5-7, 10,11)．携帯電話網を利用したインターネット通信機能を機器自体が有して

いるので，患者さんは専用パルスオキシメータで自己測定するのみで煩雑な操

作は必要ない．医療機関が，この酸素濃縮器を採用すれば，在宅酸素療法を受

けている患者さんは本システムを使用可能である． 

図 2 にまとめたものを示す．遠隔モニタリング加算を算定するためには，対面

診療のない月に，必ず遠隔モニタリングの結果を少なくとも 1 回，カルテ記載

が必要である 9)． 

 

 
 
図２．遠隔モニタリングを利用して何ができるのか？  
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４．遠隔モニタリングを利用して何をチェックするのか？ 

 

（１）酸素濃縮器を使用しているか否か（１１ページ） 

（２）使用している吸入酸素流量の確認（１１ページ） 

（1），（2）は診療において，最も重要なポイントである．遠隔モニタリングに

よって容易に確認できる．（測定システムの概要は補足２，１８ページ） 

 

（３）吸入酸素流量ごとの SpO2，脈拍数の確認（１３ページ） 

専用パルスオキシメータを用いて患者さんが SpO2と脈拍数を自己測定している

と確認できる．（補足３，２０ページ） 

医師が処方した酸素流量は必ずしも適切でない場合がある．入院中のような労

作が少ない状態での処方設定も多いためである．自宅などに帰って，日常生活

をすると相対的に吸入酸素流量不足になっていることがある． 

 

患者さんが，勝手に吸入酸素流量を変更しているときには，理由を聞いてみる

ことが重要である．「息苦しいから」と返答があるときには酸素流量の見直しが

必要な場合がある． 
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５．遠隔モニタリングシステム，f’Rens にログインする． 

 

インターネットを接続して，IE，Firefox, Chrome などのブラウザに， 

https://www.hotcareline.com/Dr/administrator/ を入力して，図３の画面を出す． 

メーカーから発行される証明書がないとアクセスできないので注意が必要であ

る．お気に入りに登録しておくと，次回からのアクセスに便利である． 

 

 
 
図３．ログイン画面 
遠隔モニタリングシステム，「f’Rens（フレンズ）」内の在宅酸素療法に対応した 
「ほっとけあらいん」をクリックする． 

  

https://www.hotcareline.com/Dr/administrator/


9 
 

６．初期画面 

 

あらかじめ，情報を得ているアカウントと認証パスワードを入力してログイン

する．メーカーから発行される証明書がインストールしていないとアクセスで

きない．ログインすると図４のように登録された患者さんの選択画面になる．

個人情報保護の面から患者名を ID にして，ID のみ表示する方法もある．この場

合，あらかじめ ID と患者名の対応表を手元に作成しておく必要がある． 

 

患者 ID か名前部分をクリックすると１０ページの解析画面を表示できる． 

多くの解析が可能であるが，重要な項目のみを説明する． 

 

  

図４．ログイン後の患者選択画面 
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７．解析画面 

 

最初に表示される解析画面である（図５）． 

画面，右上の部分に処方内容が示されている． 

医師が在宅酸素療法を受ける患者さんに吸入酸素流量を決定するが，そのこと

を「吸入酸素流量を処方する」と表現する．少なくとも，安静時，労作時，就

寝時の３状況において設定することが多い． 

この患者さんは，安静時 2L/分，労作時 3L/分，就寝時 1.75L/分にしていること

が分かる． 

遠隔モニタリングによる解析を行うため HOT をクリックする． 

 

 
 
図５．解析画面 
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８．使用状況の確認画面 

 

使用状況の確認画面（図６）． 

最近１ヶ月間の酸素濃縮器から吸入した酸素流量（L/分）を色別で示し，使用時

間帯も確認できる．表示区間の数値部分をクリックするとカレンダー表示にな

って，任意の期間の設定も可能である． 

 

使用していない時間帯は，黒色で示される． 

使用していない時間帯（黒色）は携帯用酸素ボンベ使用時かもしれないので，

患者さんに聞く必要がある．もし，使用していなければ在宅酸素療法の効果が

低下する．重要な確認・指導ポイント である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６．使用状況の確認 
この患者さんは十分に使用している．  
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９．SpO2（経皮的酸素飽和度），自己測定の時刻帯の確認画面 

 

患者さんが専用パルスオキシメータを利用して自己測定した SpO2を確認するた

め，上段の SpO2をクリックする．（測定システムの概要は補足２，１９ページ） 

縦軸が SpO2，横軸が時刻の図７が表示される． 

測定時の吸入酸素流量も色分けされている．SpO2の平均値などは，吸入した酸

素流量ごとに上段の表にまとめて表示されている． 

  

 
 
図７．SpO2（経皮的酸素飽和度）と測定時刻の確認画面 
測定時の吸入酸素流量も色分けされているので容易にわかる．SpO2の平均値などは，

吸入した酸素流量ごとに上段の表にまとめて表示されている．3 L/分の酸素流量は使用

されていないことが分かる．  
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１０．SpO2と脈拍数の散布図 

 

SpO2の状態で下部にある「Pulse」を選択すると，SpO2が縦軸，脈拍数が横軸の

散布図が表示される（図８）． 

SpO2は 90％より大きな値かつ脈拍数は 100 回未満が良好な状況である．散布図

の左上の領域に収まれば，良好な状態と考えられる．低酸素血症や頻脈の把握

ができる．低酸素血症部分（SpO2は 90%以下）が多いと設定した吸入酸素流量

不足も疑われる．重要な確認ポイント である（補足３，２０ページ）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図８．SpO2と脈拍数の散布図 
吸入酸素流量は色別で表示されているので解釈が容易になる．  
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１１．SpO2の流量別平均値 

 

図８の右端の ＞＞ をクリックすると吸入酸素流量ごとの SpO2の平均値（標準

偏差）グラフが表示できる（図９）．縦棒は最大値と最小値を表している． 

効果を直感的に把握できる． 

 

 
図９．吸入酸素流量別の SpO2の平均（標準偏差）グラフ 
平均においては酸素飽和度が 90％以上であり，まずまずと思われる．  
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１２．レポート出力 

 

各画面の下部にある「レポート表示」 をクリックすると印

刷用のサマリーが作成される（図１０）．これで１ヶ月間（あるいは任意の期間）

の動作確認と自己測定された SpO2と脈拍数の確認終了である． 

担当医は，これらの結果を参考にして，電話などで患者さんに連絡・指導する． 

遠隔モニタリング加算を算定するためには，このサマリーレポートをスキャン

して電子カルテに記載して取り込めばよい． 

 

図１０．レポート出力  
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おわりに 

 

在宅酸素療法の指導に遠隔モニタリングを利用すると，これまで確認が難し

かった酸素濃縮器の利用状況や使用している吸入酸素流量の把握が容易にな

る 12,13)．さらに，患者さんが専用パルスオキシメータを用いて，自己測定した

SpO2，脈拍数から，処方された酸素流量が適切かどうかも解析可能である．遠

隔モニタリングに対応した酸素濃縮器は，携帯電話網を利用したインターネッ

ト通信装置を有しているので，患者さん自身は何ら難しい処理は必要なく，専

用パルスオキシメータを酸素濃縮器本体に充電のため差し込めば，測定データ

と酸素濃縮器の使用状況はクラウドシステムを介してサーバーに自動的に蓄積

される．在宅酸素療法のより良い運用に寄与することができる新しい医療技術

であり，継続性向上と吸入酸素流量の有効性の確認に有用である 12)． 

一方，注意も必要である．遠隔モニタリングの実施時，電子化された医療情

報をクラウド上などの外部に保存する際に，厚生労働省，経済産業省，総務省

から提示されたガイドラインを遵守する必要がある．セキュリティー面でも個

人情報保護に注意が必要である．現時点において，本装置を用いた在宅酸素療

法の遠隔モニタリングは，常時，患者さんを監視する方法ではないこと，COPD

の急性増悪を見つける方法ではないことなどを説明することも重要である 5,6)．

また，在宅酸素療法を受けている患者さんは，合併症・併存症を複数認める重

症患者が少なくないので，通院間隔延長は総合的な臨床判断が必要である．今

後，在宅酸素療法の遠隔モニタリングが普及すれば，患者さんの療養生活の QOL

改善に役立てることができる．訪問看護，訪問診察や対面診察前にも確認すれ

ば，より良い指導が行えると思われる．ご利用いただき，有用性を実感しても

らえたら幸甚である．  
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補足１ 

 
遠隔モニタリングを行う前に，患者さんに今後の計画を説明して，同意を得て，

カルテに記載する必要がある．これは初回のみでよい． 

図１１は２ヶ月ごと，3 ヶ月ごとに対面診療を行い遠隔モニタリングも行ってい

る例である．遠隔モニタリングは，適時，コンピュータで行える．対面診療の

ない月は結果の概要を必ずカルテに記載する．担当医は，結果を基に電話など

で指導する．オンライン診療との関連では，ビデオ通話等で診療を追加しても，

オンライン診療料を加えて算定することはできない 9)．在宅酸素療法における遠

隔モニタリングの規定は，オンライン診療を前提にしていない． 

   
遠隔モニタリング 

 
図１１．２ヶ月または３ヶ月ごとに対面診療を行い，遠隔モニタリングも行っ

ている例． 
これまで，対面診療がない月は管理料を算定できなかったが，遠隔モニタリング加算を

算定できる．２ヶ月おき及び３ヶ月おきの対面診療例を示す．遠隔モニタリング加算は

対面診療のない月に 150 点×【対面診療なしの月数】を算定する．（最大２ヶ月の算定

が許されている 6)）（厚生労働省保険局医療課ホームページより改変引用）  
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補足２ 

 

説明したフクダ電子の酸素濃縮器（図１２）は，療養生活中の患者が使用する

酸素濃縮器の作動情報と患者自身が測定したパルスオキシメータの生体情報を

統合させる装置群として開発されたフクダホームケアマネージメントシステム

（FHM-O2，フクダ電子，東京）が基礎となっている（図１３）．専用パルスオ

キシメータ，エニィパル （Anypal, フクダ電子）は，測定データを本体に自

動記録する．エニィパル を酸素濃縮器に接続すると酸素濃縮器内のメモリー内

に蓄積した作動状況データが自動転送される（図１２，１３）． 

 

 

 

図１２．遠隔モニタリングに対応した酸素濃縮器と専用パルスオキシメータ 

（A）遠隔モニタリングに対応した酸素濃縮器．右上に（赤丸）専用パルスオキシメー

タを差し込む部分がある． 
（B）専用パルスオキシメータ，エニィパル  

 カラー画面のオレンジ色の数字が酸素飽和度（SpO2），水色の数字が脈拍数 
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図１３．システムの概要 

２つのサブシステムによって構成されている．生体情報として専用パルスオキシメータ

を用いて酸素飽和度を測定してもらう．酸素濃縮器本体に充電のため差し込むことによ

って，酸素濃縮器の作動情報を統合する．携帯電話網を利用したインターネット通信装

置を有しているので，定期的に自動でクラウドシステムに統合した情報をアップロード

する．結果を参照することで確実な情報に基づき指導できる． 
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補足３ 

 

評価法のポイント 

 

在宅酸素療法の遠隔モニタリングにおいて，最も重要な評価法の１つは，酸素

飽和度（SpO2）と脈拍数の散布図である（図１４）．（１３ページ参照） 

 

図１４．酸素飽和度と脈拍数の散布図 

縦軸が酸素飽和度（SpO2），横軸が脈拍数の散布図．吸入酸素流量は色分けで表示されてい

る．酸素飽和度が 90％より大きく，脈拍数が 100 回/分未満が正常範囲である．縦軸がSpO2，

横軸が脈拍数の散布図の左上の領域に収まれば，良好な状態と考えられる．また，色別で測定

時の吸入酸素流量を確認できる．  
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