
企業版
オンライン
診療の⼿引き



緑町診療所はオンライン診療で
皆さまの企業活動を支えます。

〒066-0074
北海道千歳市緑町1丁⽬3-30

めでるちとせ 担当:阿部
電話 ：０１２３−２９−３３８３
ＦＡＸ：０１２３−２９−３３８５

まずはオンライン診療のみでもご利⽤いただけます。
詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。

•産業医業務以外にも社員の急な体調不良から新型コロナ感染対策まで
•契約期間は当院から全てセットされたスマホを無料貸し出し。
•相談から予約、問診、診察、会計までスマホ１台で全て完結できます。
•LINEを使ったコンビニ⼊⾦で楽らく⽀払い。
•オンライン診療は保険診療可能。
•社員の⾃宅でもオンライン診察できます。
••企業に赴いての実地の産業医活動も従来と
同様に⾏うこともできます。
産業医費⽤については別紙をご参照ください。

企業版オンライン産業医サービス

企業さま

ご契約・専用の
LINEスマホ無料貸出し

オンライン診療を用いて、様々な
御要望にお応えしています。
• 産業医活動・面談
• 社員、顧客の健康相談・オンライン診療
• 健康診断時の面談
• 労災時の診察

利用時のお支払はコンビニでできます。
（貸し出しスマホのLINEペイで簡単です。）

緑町診療所



企業の皆様へ
1. 産業医業務・健康相談を承ります。

2. 企業のワクチン接種にも出向きます。

3. オンライン診療の仕組みを用いて
従来よりも柔軟に対応可能です。

① 社員さんのケガ、急病、早退、
にオンライン診療で対応。

② 社員さんの定期診察もオンライン
で。最短で業務に戻れます。

③ 健康診断の面談もオンラインで。
当院には検査に来るだけで
すぐに業務に戻れます。

④ 産業医出席の会議もZoomなど
各種オンライン会議で対応可能。

⑤ 書面のやり取りもオンラインで可
能。

4. 各社に専用のLINE端末(スマホ)を
無料貸出いたします。

産業医業務なしのオンライン診療
のみでも承ります。
(費用 20,000円/月※スマホ無料貸出含)



オンライン診療

• 急な病気、ケガ、この症状はなんだろう。
• どの科にかかったら良いのか分からないの
で診てほしい。相談したい。

• 新型コロナが⼼配で病院に⾏きたくないが
薬は出してほしい。

• 発熱・ケガした社員の診察をお願いしたい。

など皆さんの要望に
お応えして、当院で
オンライン診療も
始めました。



スマホが御社の医務室に

社員の急病・ケガ・メンタルヘルス
社員の定期通院まで



産業医からオンライン診療まで
企業のかかりつけ医として

１）労働安全上のメリット

2008年に施⾏された労働契約法で、「企業は従業員に対して⽣命や⾝体の安全を確保しながら
働けるように配慮する義務がある」ということが明⽂化されました。
使⽤者が雇⽤者に対して⽣命、⾝体の危険から保護するための環境を⽤意しなくてはいけない
ことを「安全配慮義務」と⾔います。
労働契約法⾃体に罰則規定はありませんが、労働契約法施⾏以前から今⽇にいたるまで、安全
配慮義務を怠った事によるトラブルや訴訟について、企業への損害賠償を命じる判決が多数存
在しています。
また労働安全衛⽣法では⽣命や⾝体の保護だけでなく、社員にとって快適な職場環境作りを積
極的に⾏うことも求められています。
安全配慮義務を守るために押さえておきたいポイントは次の４つです。
■適性労働条件措置義務
過重労働が原因となって⼼⾝の健康を害さないために、労働時間や休憩・休⽇、休憩場所、⼈
員配置などの労働条件を適正に保つ義務です。
■健康管理義務
必要に応じて健康診断やメンタルヘルス対策を⾏い、労働者の⼼⾝の健康状態の把握と健康管
理に努める義務です。ただ単に健康診断を実施するだけではなく、健康診断の結果が出た後に
ついても、企業は従業員に対して適切な処置をとる必要があります。
■適性労働義務
労働者の病歴、持病、体調状態などを考慮した業務配置を⾏う義務です。
従業員が業務によって⼼⾝の不調を訴えた場合や持病がある場合にもかかわらず、企業がそれ
に対する対応を怠った場合には安全配慮義務違反になることがあります。
適切な業務配分を⾏う他に、今現在健康な従業員でも急な⾝体不良を起こす可能性もあるため、
もしもの際に適切な対応ができるような体制を整えておくことも重要です。
■看護・治療義務
病気やケガをした場合に適切な看護や治療を⾏う義務です。
従業員が業務によってケガをしたり精神障害を発症した場合に、企業が適切な看護や治療を⾏
うのはもちろんですが、「発症した可能性」がある場合にも対応する必要があります。

当院の産業医にオンライン診療が加わることで上記の「安全配慮義務」をスムーズに履⾏する
ことができ、勤労者の⼼⾝の健康を守るとともに企業のリスクを減らします。

２）健康経営企業として

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
企業理念に基づき、従業員等への健康投資を⾏うことは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上等
の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
経済産業省では平成28年度には「健康経営優良法⼈認定制度」を創設しました。優良な健康

経営に取り組む法⼈を「⾒える化」することで、従業員や求職者、関係企業や⾦融機関などか
ら「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に
評価を受けることができる環境を整備しています。

・社員の定期通院をオンライン化することでの健康管理が可能になります。
・社員が通院のために業務に⽋員が出たり、⼈員管理の負担が軽減されます。
・出社前の社員の体調不良も、オンライン診療で判断することができます。



※オンライン半額

当院では、社員の急病、ケガなどを保険診療で
オンライン診療できます。

※オンライン半額

基本は札幌市の嘱託産業医報酬に準拠

※ZOOMなどビデオ会議各種対応



ホームページQR

来院/オンラインの
予約と問診が
済ませられます。



1993 3 愛知県⽴時習館⾼等学校卒業

1994 ４ 国⽴⼭形⼤学 医学部医学科 ⼊学

2001 ３ 同 卒業

2001 ４ 札幌医科⼤学地域医療総合診療科
同 附属病院 初期研修医

2002 ４ 札幌徳洲会病院 初期研修医
⿅児島 与論徳洲会 離島研修

2004 ４ 厚岸町⽴厚岸病院 内科部⻑

2006 ４ 市⽴函館病院救命救急センター 医⻑

2008 ４ 江別市⽴病院 総合内科 部⻑

2009 ４ ⾃治医科⼤学
地域医療学センター 臨床助教

2011 ４ 札幌医科⼤学
地域医療総合医学講座 助教

2013 ４ 厚岸町⽴厚岸病院 内科部⻑

2014 4 倶知安厚⽣病院 総合診療科 医⻑

2018 4 倶知安厚⽣病院 総合診療科 部⻑

院⻑ 略歴



医学部卒業後、救急医療に熱⼼な臨床研修病院
を経て、札幌医科⼤学地域医療総合診療科に⼊局。
北海道の地域医療を中⼼に離島医療から⾼度
救急救命センターまで幅広く従事。
⾼齢者を中⼼に総合内科・⼩児科在宅診療・
透析診療、救急災害医療の経験を積む。
⻑年研修医に対する教育にも従事。留学中
旅⾏医学・熱帯感染症を研修。
阪神淡路・東⽇本・⽇⾼沖・⼗勝・釧路群発・
胆振東部などで地震災害に対する医療経験を積む。

総合内科専⾨医/指導医
プライマリ・ケア連合学会認定医/指導医
Diploma of Tropical medicine &Hygiene
CBRNEテロ・災害医療対策担当者 1級
⽇本医師会認定産業医
⽇本医師会認定スポーツ医
JATEC/ACLS/PTLS/ICLS/JPTEC修了
がん緩和ケア医講習会終了

取得資格

臨床経験



当院の基本理念

みなさまの安⼼できる
「町のかかりつけ医」を⽬指します。

当院の基本⽅針

・⾝近な健康問題を幅広く受け⼊れ、
最適な医療のお⼿伝いをいたします。

・みなさまのライフステージ、⼈⽣
観に基づいた全⼈的医療を⾏います。

・ITを導⼊し新しい時代の診療体制を
構築します。

・地域社会の医療インフラとして、
災害に強い診療所を⽬指します。

・職員を⼤切にし「教育＝共育」を
モットーに⼈間的成⻑を⼤切にした
職場環境を⽬指します。



当院について 
1. 当院では以下の点に留意しています。 

① 患者さんの待ち時間短縮に努めます。 
② 患者さん一人あたりの診療の充実に努めます。 
③ 上記を円滑に行うために、効率的なシステムの導入を進めます。 

2. 初診終了時に「あなたのカルテ」をお渡ししています。 
① どの医療機関でも簡易カルテとして使える基本的な健康情報です。 
② 診察終了時に患者さんにお渡しいたします。 
他院受診・薬局での相談・旅先での急病・災害時などに役にたちます 
「おくすり手帳」と共に普段からお持ちになって下さい。 

3. 診察のオンライン化を進めています。 
電話以外にもホームページやQRコードからスマホやタブレット(Ipadなど)で予約 
や問診が可能です。来院する前に行って頂くことで、待ち時間が短くなります。 
新型コロナによる臨時適用でオンライン診察（事前登録制）も行っております。 

4. 「医療クラーク」を導入しています。 
① 医師の診察前にクラークが問診と基本状態のチェックを行います。 
② 医師の診察時にはクラークがカルテ記入の補助を行います。 
③ 待ち時間の有効利用と診療やカルテの充実につながります。 
④ 医療クラークは正式な講習を受け、個人情報保護の誓約をしています。 

5. 感染対策に留意しています。 
① 個人の空間を確保するため院内は余裕のあるつくりにしています。 
② チリ・ホコリを除去するため空気清浄機を設置しています。 
③ 接触での感染の橋渡しを防ぐため雑誌・絵本は設置しておりません。 
④ 院内各所に消毒用アルコールを設置しています。 
⑤ 新型コロナを含め、ウイルス感染に対する院内講習を行っています。 

6. 「災害対策診療所」です。 
① 太陽光発電システムと大容量蓄電池、電気自動車を備えています。 
② 災害時に受入れ可能な設計としています。 
③ かかりつけ患者さんの診療情報データベース化を行います。 
④ 職員一同で定期災害訓練を行っています。 

 

緑町診療所 院長 



災害対策診療所
1. 停電時も２⽇間の診療可能な
太陽光発電と蓄電池を備えて
います。

2. 院内を軽症、中等症、重症と
分けて(トリアージ)災害時診療
所として機能します。

3. 救急ストレッチャーがスムー
ズに⼊れる広さを確保してい
ます。

4. 感染症対策のため、院内を区
域分け（zoning）しています。

5. 救急出⾝で総合診療医である
院⻑が感染、災害医療と公衆
衛⽣、テロ対策、危機管理の
講習を終了しています。

6. ⾮常⾷・飲料⽔の備蓄をして
います。



オンライン診療の
手引（企業版）

〒066-0074
北海道千歳市緑町1丁目３-３０ めでるちとせ

緑町診療所
Tel：０１２３-２９-３３８３
FAX：０１２３-２９-３３８５



企業版オンライン産業医サービス

企業さま

ご契約・専用の
LINEスマホ無料貸出し

オンライン診療を用いて、様々な
御要望にお応えしています。
• 産業医活動・面談
• 社員、顧客の健康相談・オンライン診療
• 健康診断時の面談
• 労災時の診察
• 従来の実地活動も行っております。
利用時のお支払はコンビニでできます。
（貸し出しスマホのLINEペイで簡単です。）

緑町診療所

企業版オンライン診療の概要図

緑町診療所

企業に専用

スマホ貸出
（無料/通信料のみ）

利用者



企業版オンライン診療サービス
こんな時にお使いください

• 社員が急病・早退・自宅療養するがオンライン診察してほしい。
• 社員が定期通院しているが、オンライン診療でやって欲しい。
• 産業医・会社のかかりつけ医として社員の健康管理を助けて欲しい。
• 園児・学童が急病だが、保護者のお迎えまでにオンライン診察して欲しい。
• オンライン診療後や労災案件などで病院への診断書を発行して欲しい。
• 健康診断の診察・二次面談、産業医面談に社員を出向かせる暇がない。
スケジュールが合わない。

①連絡

専用のスマホに当院のホームページとLINEアカウントが登録されており、
直接予約・問診・診察に進むことができます。

緑町診療所

③電話・LINE
診察

②Web問診

②電話問診
又は

オンライン診療サービス
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初診・再診
オンライン診療

ホームページ
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midoricho.jp

検索
または

GoogleやYahooなどで検索
または

QRコードを読み込んで下さい。

千歳 緑町診療所
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予約を取る に進む

予約ページ
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オンライン診療で
予約を取って下さい

予約ページ
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オンライン診療で
予約を取って下さい
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問診をすませる

予約ページ
予約完了後
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選択して 次へ

予約ページ
から
問診開始
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問診の中から
オンライン診療
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• 電話またはLINEでの診察とさせていただきます。

• 予約した時間帯に当院から患者様に電話いたします。
• 直前にメッセージか電話でお伝えします。
• 診察時間は概ね1回あたり５～１０分程度です。
• 診察時に本人確認をいたします。

LINE	��������
• LINEビデオチャットの前に
「5分以内に診察です」とメッセージが
入ります。そのまま診療所から電話がかかりますので
ビデオ通話にして診察開始です。
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• LINE Payではクレジットカードからのチャージ
もできますが、コンビニ（セブンイレブン、ファ
ミリーマート）でチャージ（入金）もできます。
1. レジにて現金をチャージ
2. LINE Payで「診療所から来た送金依頼」に
必要な金額を入れてお支払いください。
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セブン銀行のATMで「スマートフォンでの取引」を選択し、LINEアプリからQRコードを読むと
でスマホに4桁の番号が表示されるので、ATMに番号を入力してください。
チャージする分の現金を投入します。入金が完了すると、LINE Pay残高が即時反映されます。
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「代金支払い」→「各種番号をお持ちの方」内の
「イーコンテクスト（インターネット受付）」→「番号入力画面に進む」
レシートをレジに持っていき、支払い手続きするとチャージ完了です。
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Q：事前登録するための書類はどこでもらえますか？
A：当院の窓口に直接取りに来て頂くか、電話でお問い合わせ
いただければ御自宅などに郵送いたします。

Q：初診ですが、事前登録しないで診てもらえますか？
A：申し訳ありませんが、身分証明書と保険証の確認できない方は
オンライン診療することができません。

Q：札幌に住んでいるのですが、オンライン診療可能ですか？
A：たいへん申し訳ありませんが、現状新型コロナ対策での臨時の
特例であり、今後当院に通院可能なエリアに限定させて
いただいております



	��
������
Q：新型コロナが終わったら、今まで通っていた病院やクリニック
に戻れますか？
A:はい、感染を避けるために臨時に当院を御利用いただいて構いま
せん。通常診察になりましたら、元の主治医に診療を引き継いで頂
けます。

Q:新型コロナの診察・診断はして頂けますか？
A:当院ではPCR検査も含めて行っておりません。ご心配な方は
千歳市保健所(0123-23-3175 平日：8時45分～17時30分)に
お問い合わせ下さい。

よくある御質問と回答
Q：スマホが苦手でホームページからの問診が上手くできません。
A： LINE会話のように入力は簡単ですので、一度行えば難しく
はありません。当院では訓練された医療秘書が電話
で問診して電子カルテに記録します。

Q：初診ですが、事前登録しないで診てもらえますか？
A：申し訳ありませんが、身分証明書と保険証の確認できない方は
オンライン診療することができません。

Q：ビデオでのオンライン診療は可能ですか？
A：LINEでのビデオチャットのみ対応しております。
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Q：幼い子供や老いた両親のために、代理で診察することが
できますか？

A：同じ場で患者さんご本人の診察を「補助して」診察に
立ち会う事が可能ですが、そのためには補助される方の
身分証明書を提出していただきます。患者さん本人と
補助される方が離れて代理診察する事はできません。

Q：診察時間に制限はありますか？
A：診療所での一般外来の合間に行うため、一人あたり5～10分
に制限させて頂いております。その間に処方まで行うため、
事前にホームページから問診するなど御協力をお願いします。

	��
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Q：今後もずっとオンライン診療をお願いしたいのですが？
A：今回のオンライン診療は新型コロナウイルス感染拡大に伴う
特例的時限措置です。今後は定期的に厚生労働省からの公告
により制度の継続が決定されます。

Q：オンライン診療のデメリットはありますか？
A：オンライン診療は実際の対面診療に比べて得られる情報が
少なく、すぐに検査や治療に移れないなどの限界があるため、
ある程度のリスクを伴います。
また本人確認が難しい、コンピューターの知識が必要、
診療スケジュールが厳密には組めない。支払いの手数料が
かかるなどの問題もあります。
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〒066-0074
北海道千歳市緑町1丁⽬3-30

めでるちとせ
緑町診療所

電話：０１２３−２９−３３８３
ＦＡＸ：０１２３−２９−３３８５


