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生活者と医療者をつなぐ

オンライン上に、生活者と医療者をマッチングし、オンデマンドに医療を届けるプラット
フォームを提供。



ファストドクターとは

4

時間外救急の総合窓口「ファストドクター」

ファストドクターは全国の医療機関から構成されている時間外救急の総合窓口（プラットフォーム）です。
症状に応じて救急病院案内や夜間休日往診、オンライン診療などの適切な医療を選択できるよう支援しています。
地域の皆様の夜間休日の安心と健康を守るため、総勢1,300名の医師（常勤医・非常勤医）が24時間365日体制で連携、協力し活動しています。
全国の医療機関に向けて、2016年から「往診救急事業」を行い、2020年からは「かかりつけ医支援事業」を展開しています。

ファストドクターの役割

医師によるトリアージで、適切な医療に案内します。
トリアージとは患者の重症度に基づいて、治療の優先度を決定して選別を行うことです。
ファストドクターでは症状に応じて、往診医師の判断で適切な医療の選択肢をご案内します。

ファストドクターの支援内容

●119連携
●医師による緊急度判定（トリアージ）
●地域の救急病院紹介
●夜間休日往診（緊急往診）
●オンライン診療
●医療従事者による医療相談
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3部門に分かれて全国24時間の救急診療体制を整えています

①救急相談部門
②診療部門

(オンライン診療＋往診)
③健康観察部門
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①救急相談部門

• 150名の看護師が従事。

• 一般患者、自宅療養者を合わせて、1,000件/日を超える救急相談に対応。

32.4%

47.0%

20.6%

Q. お近くの夜間休日診療所/救急病院へ通院可能でしたか？

介助がないと通院
不可能だった

介助があっても
通院不可能だった

緊急性

相談の4割が準緊急以上

通院困難性

相談の8割が通院不可能

4.8%

22.1%

14.3%
58.9%

緊急
119要請

準緊急
1時間以内の
受診

準緊急
6時間以内の
受診

低緊急
医療相談

2020/12/1 – 2021/1/31の21,069相談のトリアージ結果分布 相談後の患者へのアンケート：2020/5/5 - 2020/11/1 の1,415回答

通院できた
可能性もある*
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②診療部門（オンライン診療・往診・訪問看護）

• 80人/日の医師が待機。

• 往診は、採血・X線・エコー等の検査機器、縫合・ギプス等の処置器具、80種類の処方薬、点滴等を準備。

• オンライン診療は、最短当日に処方薬を宅配
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③健康観察部門

• 20名の看護師が従事。

• ハイリスク患者や酸素投与者に、24時間の相談対応。

• 中等症1の患者へは1日3回、中等症2の患者へは1日8回の健康観察を行い、HER-SYS登録。
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アプリ等の準備が不要なオンライン診療システム
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1,300名の非常勤医をネットワークとして活用

• 全国1,300名の医師がファストドクターに登録し、救急医として活躍。

• 平均年齢35歳、主に大学病院等に従事する医師が協力。

• 患者からのフィードバックをもとに、個々の医師の習熟度を点数化し、質の担保に繋げる。

診察後の患者から
医師満足度を回収
（回収率80%）
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急激な感染者の増加が自治体にとっての大きな負担に
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全国で24ヶ所の自治体・行政向けに1年以上にわたって支援を提供
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各自治体さま向け支援内容の詳細

時期 コロナ禍における取組一覧
第1波 2020年4月14日 一般患者へ発熱診療（往診・オンライン診療）を開始

第2波 8月1日 訪問PCR検査（行政検査）を開始

第3波 2021年1月29日 パルスオキシメーターの無償貸与を開始

2月5日 東京都板橋区で支援開始

2月15日 東京都調布市で支援開始

2月24日 東京都世田谷区で支援開始

3月22日 神奈川県藤沢市で支援開始

第4波 4月20日 東京都全域で支援開始

4月23日 大阪府全域で支援開始

5月1日 東京都荒川区で支援開始

6月17日 新型コロナワクチン接種者向け専用相談窓口を設置

第5波 7月8日 埼玉県全域で支援開始

8月21日 神奈川県横浜市で支援開始

9月10日 千葉県全域で支援開始

11月1日 神奈川県茅ヶ崎市で支援開始

11月13日 東京都練馬区で高齢者等への訪問ワクチン接種に協力
第6波 2022年1月20日 高知県全域で支援開始

2月1日 兵庫県神戸市で支援開始

2月1日 東京検疫所で支援開始

2月3日 大阪検疫所で支援開始
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コロナ禍における自宅療養者支援の流れ

• 自治体さまの課題に応じて、日中・夜間・24時間、どの時間帯でも柔軟にサポートすることができます。

〜救急相談部門〜 〜診療部門〜

トリアージ

往診できるエリア

往診

往診でき
ないエリア

オンライン診療

遠隔診療

21 3

保健所

自宅療養者

連携

①
相
談

コールセンター
対応看護師

②依頼

問診・HER-SYS確認

メール・FAXにて
医療支援要請書

（HER-SYS管理番号）

相談看護師
③案件調整

④医療支援

⑥HER-SYS ID一覧の報告

ご本人・ご家族若しくは保健所に救急搬送要請
緊急を要する場合

HER-SYSの入力

〜健康観察部門〜
（24時間体制）

酸素投与例への対応

•24時間の相談対応
•3~8回/日の健康観察
•O2投与〜5L

•DEX6mg/日、10日間

•訪問看護による点滴

緊急以外の場合

⑤健康観察

連
携

薬の配送
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菅前総理・田村前厚労大臣による自治体支援体制の視察

菅前内閣総理大臣、田村前厚生労働大臣、伊原厚生労働省医政局長が2021年9月にファストドクター本社を視察されました。
視察後、前首相は新型コロナウイルス自宅療養者向けに抗体カクテル療法の投与を可能とするよう厚生労働省に検討を指示されています。

小池東京都知事より「これまでも、自宅で厳しい状況にある患
者さんを診ていただき、本当にありがとうございます。
患者さんも大変安心していると思う。色々と現場の声などを伺
い、都民が安心できるよう連携していきたい。」
とお言葉を頂きました。
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2040年の多死社会をどう乗り切るのかが中期的な課題となる

• 死者数がピークとなる2040年は、約3人に1人（50万人）の看取り場所が不足することになる。

• 第8次医療計画の議論も目前に迫っている。

グラフ：現場からみた超高齢者社会の終末期ケアの実態

https://slidesplayer.net/slide/11337329/
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コロナ禍の医療ひっ迫は2040年の課題が前倒しで表面化した
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国民が医療に最も求めていることは「夜間・休日の診療体制」

• 夜間や休日の診療や救急医療体制の整備を

国民は最も課題視している。

• 感染症や災害時に対応した医療提供体制への関心

も急激に高まった。

グラフ出所：日本医師会 「第7回 日本の医療に関する意識調査」, 2020年10月
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2024年からの医師の残業規制で医療提供体制はさらにひっ迫する

出所：ニッセイ基礎研究所「医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか」
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医師の偏在も大きな課題

出所：日本医事新報社 2019年2月

医師の偏在指数
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オンライン診療は、医師偏在・夜間休日診療の課題を解消しうる

都市部の潤沢な当直医
（1,300名のファストドクター登録医）

救急医療が不足してる
地方の患者

• 初診オンライン診療が恒久的に解禁（2022年4月診療報酬改定）

• 原則として、緊急時の対面診療の体制が必要

• 事前に現地の医療機関と連携することができれば医療圏をまたぐことができる* →自治体さまの協力が必要

*情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこ
と。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面
診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。

オンライン診療システム
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オンライン診療でもここまでの治療ができる！！

ケース① ケース②

オンライン診療から薬宅配

新型コロナ患者へオンライン診療を実施。
重症化リスクの高い患者であり、モルヌ
ピラビル※を処方。提携薬局を通じて、翌
日までに処方薬を宅配。

オンライン診療から訪問看護

新型コロナ患者へオンライン診療を実施。
重症化リスクの高い患者であり、ソトロ
ビマブ※を処方。訪問看護師が同薬を点滴。
遠隔で24時間の健康観察まで実施。

※モルヌピラビル：軽症〜中等症Ⅰの患者の入院リスクを30％低減 ※ソトロビマブ：軽症〜中等症Ⅰの患者の入院リスクを85％低減
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制度・システムが普及しても実稼働は伸び悩んでいる

医療提供側にとっての負担

• 初診における診察の難易度
→ 問診や患者との信頼関係構築などスキルが必要

• 講習を受け資格を取得する必要がある

• 保険証や自己負担金の未回収リスクが高い

初診オンライン診療の普及における課題オンライン診療対応の医療機関数

( 日本経済新聞 2022年1月26日、電話診療含む）

患者側にとっての負担

• 対面診療でないと検査ができないため、初診には
不安が大きい

• アクセスが悪くなる時間外はオンライン診療が提
供さていない（平日日中であれば近くのクリニッ
クで受診することに大きな負担がない）
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ファストドクターはすぐ稼働できるソリューションを提供可能

一般的な
オンライン診療
を自治体に導入

オンライン診療

• 平日日中の診察メイン
• かかりつけ患者の再診が中心

• 患者：アプリのインストール
が必要

• クリニック：オンライン対応
した電子カルテの導入が必要

• 各自治体にて、地場の医師
会・医療機関へ協力を要請し
て確保

医師システム診察対象

• 365日24時間の診察
• かかりつけ医がいない患者、

受診を拒否された患者への
初診が中心

• 患者：アプリ不要でSMSの
みで可能

• クリニック：ファストドク
ターが用意し、地域連携時は
紹介状を発行

• 都市部の医師を中心として
ファストドクターが用意

• 最大のボトルネックとなる医療機関へのシステムの導入と医師の確保が不要。

• とある自治体においてはファストドクターオンライン診療を検討から1週間で稼働開始。
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第8次医療計画策定の観点でもオンライン診療は活用余地が高い

医師確保 24時間の在宅医療 夜間休日の救急医療
へき地の医療

感染症対策
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ファストドクターが実現したい世界

患者情報の連携
オンライン診療・往診代行

患者情報の連携
処方箋データ連携

患者情報の連携
オンライン診療・往診代行

薬局

病院・クリニック

介護施設

情報連携

自治体 消防庁

• 日中はかかりつけ医が地域医療を担う。

• 夜間休日は「都市部の医師によるオンライン診療」が地域をサポート。薬局・病院・消防とも連携。

• 地域医療に必要な情報をデジタルでつなぐ。



東武トップツアーズ株式会社
ソーシャルイノベーション推進部
DX推進室

詳細の確認やお見積りのご依頼、ぜひお待ちしております。
お問い合わせ東武トップツアーズDX推進室もしくは最寄りの各支店までお願いします。

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-5-25
西新宿プライムスクエア16階

TEL：03-5348-3509
FAX：03-5348-2704
E-mail：dxseminar@tobutoptours.co.jp

東武トップツアーズ株式会社 全国各支店


