
クリニックの大型化によって、専門医療や
在宅医療のニーズに応えられる体制を構築。

　多摩ニュータウンの中心、東京都
多摩市の多摩センターに本部を置く
医療法人社団めぐみ会（以下、めぐ
み会）は、同センターにある本院の
田村クリニックのほか、10のクリニ
ックと在宅医療や居宅介護支援に応
じる施設、訪問看護ステーションを

都内各地に有するグループで、外来
診療と在宅診療の両方を展開する。
　めぐみ会の理事長を務める田村先
生が、田村クリニックを開業したの
は1994年。その際、田村先生は、患
者ニーズを満たす医療サービス提供
体制のあり方を考えた。
「26歳で医学部に入学するまでは会
社員でした。当時、患者の立場から
『こんな医療機関があれば、便利な
のに』といった思いがあり、その実
現をめざしたのです」
　まず、着手したのは、診療日と診
療時間の設定である。たとえば、普
通の会社員にとって、医療機関の受
診は利便性が良いとは言えない。そ
の多くが、受付時間は午前と午後で
各３時間程度しかなく、予約をして
も時間どおりに受診できるとは限ら

ない。また、土曜日は午前のみの診
療、日曜日は休診。したがって仕事
で多忙な患者も受診のために、休暇
を取らざるをえないケースも、しば
しば見受けられる。
「医療はサービス業ですから、患者
さんが受診しやすいように対応する
のは、当たり前でしょう」
　田村クリニックでは、平日９時か
ら19時まで切れ目のない診療時間を
設定し、受診しやすい診療体制を整
えている。現在、めぐみ会のほとん
どのクリニックや診療科が、土・日
曜日や祝日も診療を行う。

　次に田村先生が、患者の視点に立

Point of View

田村先生

1取材日：2018年10月２日、12月17日

Practice of Network
Network

Community Medicine

田村 豊先生
医療法人社団めぐみ会理事長
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って手がけたのは、クリニックの大
型化だ。大型化は、建物の規模を大
きくすることではなく、クリニック
でありながら、複数の診療科をそろ
え、それぞれの専門領域で質の高い
医療を提供することを意味する。
　田村クリニックだけを見ても、一
般内科のほかに、消化器内科、循環
器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、
血液内科、腎・高血圧内科、リウマ
チ・膠原病内科、脳神経外科、泌尿
器科があるといった充実ぶりだ。
「患者さんが医療機関に望む機能は
変化しており、大型化は、それに対
応しようとした結果です。
　これまでは大病院志向が強く、た
とえば、最初から大学病院で専門医
に診てもらいたいと希望する患者さ
んが多くいました。しかし、高齢患
者などが増えるにつれ、患者さんの
志向に変化が生じています。地域の
通院しやすいクリニックで、診断が
くだり、その後の専門医の診療から
フォローにいたるまで、また在宅医
療に移行しても、すべてが完結でき
れば、どんなにか便利だろうと考え
る患者さんやそのご家族が急増して
いるのです」
　こうした医療の提供には、当然、
多くの専門医を要するが、めぐみ会
には、各領域の専門医が約150名在
籍し、それを可能にしている。
「十分な人員の確保により、クリニ
ックを大型化でき、総合病院にも劣
らない専門医療を提供できる体制が
実現しました」

　もちろん、田村先生は、単に利便
性の良い専門特化した医療を提供し
ようとしているわけではない。かか
りつけ医が持つ安心感も提供したい

と考えている。
「専門医ですから、ある分野に特化
したスキルがあるのは当然ですが、
同時にクリニックの医師なので、か
かりつけ医として患者さんのあらゆ
る相談に乗る姿勢を大切にしてほし
いですね。
　患者さんは困っているわけですか
ら、『自分の専門外なので、力には
なれません』などと言ったりするの
は許されません」
　田村先生は、自らが理想とする医
師像を、わかりやすい比喩を用いて
解説してくれた。
「ひとつの分野に精通している、ま
るでひとつの方向を深くめざす１本
の線のような『I字型』の専門医が
いるとします。そこに広範な知識、
かたちにすると横棒ですね。それが
加わると『T字型』になります。
　つまり、間口が広い一方で、特定
分野の知識も深い『T字型』の専門
医が、私の理想とする医師です」
　患者のニーズは多様。専門医の受
診を希望する患者もいれば、ひとり

の医師になんでも診てもらいたい患
者もいる。
「個々の患者さんの要望に応えられ
る『T字型』の医師が多く集ってい
る点が、当会の大きな強みです」

　めぐみ会の運営において、もっと
も重要なのは、「人材の確保だ」と
田村先生は語る。同会には、常勤医
だけで約50名、非常勤医を含めると
約150名の医師が勤務する（【資料
１】）。人材の確保は、どの医療機関
でも頭を痛めるところ。めぐみ会に
は、何か秘訣があるのか。
「医師を採用するのに、近道はあり
ません。とにかく面接を根気よく、
繰り返し行うのみです。ただ、面接
では私のビジョンをしっかり伝え、
そのビジョンに共感してくれる医師
を採用するようにしています」
　医師の人数もだが、約150名もの
医師が在籍するにもかかわらず、常

（年）

出典：田村先生提供資料

総
来
院
数（
人
）

在
籍
医
師
数（
人
）

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

140

120

100

80

60

40

20

0

160

総来院数

在籍医師数

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Community Medicine

9



勤医の平均勤続年数が約10年と聞い
て、さらに驚かされた。
「勤続年数の長さを知った、病院経
営や医師の採用にたずさわる方々か
らは、『驚異的だ』との評価をいた
だきます」
　医師の勤続年数が長いのは、納得
できる働きやすさや、やり甲斐があ
るためだろう。
「第一に心がけているのは、自分の
働く職場に誇りを持ってもらうこと
です。それには、患者さんが満足す
る診療を提供できる環境が重要です
から、看護師など医療スタッフも優
秀な人材をそろえています。
　また、収益については、いっさい
触れません。診療報酬の点数によら
ず、患者さんにとって最適な診療に
集中してもらっています」

　休日の取得のしやすさも、めぐみ
会で離職者が少ない理由として挙げ
られそうだ。
「適度に休まなければ、診療に悪影
響が出ますので、働きすぎの医師に
は休むように促します。もしも、複
数の医師が休暇を取った場合は、私
が外来を担当し、できるだけほかの
医師にしわ寄せが及ばないようにし
ています」
　さらに見逃せないのが、待遇面で
の工夫である。
「仕事量が、そのまま収入に反映す
るシステムをとり入れています。あ
たかも、独立した開業医のようであ
り、それでいて開業医につきものの
診療以外の事務処理などの仕事がな
い点が好評です」
　慣れない業務への支援体制も整っ
ている。たとえば、在宅医療（【資
料２】）を手がけた経験のない医師

については、時間をかけ
て慣れてもらう。
「在宅医療に詳しい医師
とともに訪問診療を始め
て、ノウハウを少しずつ
修得していただきます。
また、当会には在宅事業
部が設置されており、医
師だけでなく経験豊富な
訪問看護師やケアマネジ
ャー、事務スタッフもい
るので、彼らからのアド
バイスのもとに高いクオ
リティの在宅医療の経験
を積めます」

　多忙な田村先生だが、2012年より
多摩市医師会会長を務め、地域の医
療政策もけん引している。1960年に
10,000人に満たなかった多摩市の人
口は、わずか30年間で約150,000人
にまで急増したが、近年は多摩ニュ
ータウン開発初期の入居者の高齢化
率が急上昇。そして生活習慣病にお
いては、高齢の糖尿病患者の増加が
著しく、今、糖尿病重症化予防が医
師会での重要な取り組みテーマにな
っていると田村先生は話す。
「透析へ移行してしまうと、患者さ
ん自身の身体的、精神的負担はもち
ろん、医療費も増大するので、糖尿
病重症化予防は急務です」
　いちばんの課題は、未受診者や治
療から脱落してしまった患者の拾い
上げだと田村先生は指摘する。
「糖尿病重症化予防では、未受診者
や治療中断者に対する地道な受診勧
奨がポイントになります。その中心
となるのは、糖尿病専門医をはじめ
とした糖尿病診療の経験が豊富な開
業医や看護師、管理栄養士などの医

療スタッフですが、多摩市では、保
険薬局の薬剤師を巻き込んだ重症化
予防策も導入しました。多摩市薬剤
師会の協力を得て、新しい試みとし
て進めているところです」
　

　クリニックの大型化という斬新な
コンセプトは今後、広がっていく可
能性がある。患者の視点に立った医
療の提供にまい進してきた田村先生
に影響を受け、同様なクリニックを
つくろうと志す医師が、現れ始めて
いるのだ。
「先日、当会の田村クリニックで活
躍していた医師が、『故郷で、新し
い田村クリニックをつくって見せま
す』と宣言し、出身地に戻っていき
ました。普通ならば、慰留するとこ
ろなのかもしれませんが、私は、そ
の心意気に感じ入り、クリニックの
立ち上げに関して、できる限りの助
言をしました。
　これは１例ですが、当会のクリニ
ックで働いてみて、クリニックの大
型化が有効だと確信し、独立した医
師はほかにもいます」
　無論、医師が独立すれば、めぐみ

出典：田村先生提供資料
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会にとっては一時的な戦力ダウンと
なる。しかし、同会の医師が臨時で
欠員の出たクリニックに応援に行く
などして、医師が補充されるまでの
やり繰りがしっかりできる体制がで
きているので、患者に不利益は生じ
ない。これも、大型クリニックだか
らこそなせる業と言えよう。
　とはいえ田村先生は、クリニック
を大型化すれば良いわけではないと
語る。
「田村クリニックを例にとれば、半

径１km以内に約30,000人の住民が
おり、人口に応じた規模で大型化を
図っています。仮にその半分の人口
しかいなければ、大型化は不要だっ
たでしょう。
 クリニックの形態は、各々の人口
規模に合わせて最適なかたちがある
と考えるべきです」
　取材の最後に、めぐみ会のこれか
らの構想について尋ねた。
「今後も、外来と在宅を両輪に、患
者さんのニーズを満たした医療を提

供し、めぐみ会を安定的に発展させ
るとともに、同様のクリニックの存
在意義を理解し、次の世代に引き継
いでくれる人材の育成にも、尽力し
ていきます」

〒206-0033
東京都多摩市落合１-35
ライオンズプラザ多摩センター３F
TEL ：042-311-2250

❖ 診療の継続性を重視した在宅医療 ❖ 職種間の垣根のない環境で良質なケアを

富澤 佐由理氏安川 清貴先生

医療法人社団めぐみ会
めぐみ訪問看護ステーション

看護師

医療法人社団めぐみ会
田村クリニック

副院長／往診部長

　めぐみ会では現在、15名の医師が在宅医療にたずさわ
っています。当会には、外来と在宅の両方の部門がある
ので、外来で診ていた患者さんが通院できなくなった場
合、我々が在宅診療で、その患者さんを引き継ぐといっ
たことが可能です。外来で長く診療していた医師が、引
きつづき在宅での診療を行うのは、患者さんに大きな安
心感をもたらしていると感じます。
　当会の在宅医療は、切れ目のない診療を提供するため
に主治医制をとっており、さらに医師は24時間オンコー
ルで待機します。こうお話しすると、いつ呼び出される
かわからず、心身ともに休まらない厳しい状況を想像さ
れるかもしれませんが、もし担当医が対応できないとき
にはセカンドコールの担当医が対応し、最終的には理事
長の田村先生が対応してくれますので心強く、チームで
働いている気持ちでいられます。
　在宅療養であっても、最期は病院で看取られる患者さ
んが少なくありません。患者さんやご家族とより密な信
頼関係の構築に努め、安心してご自宅での最期のお看取
りまでお任せいただけるよう患者さんとご家族を支えて
いきたいと考えています。

　めぐみ会在宅事業部は、居宅介護支援部門、往診部、
訪問看護ステーションの３つから成り、それらが、仕切
りのないひとつの部屋に同居をしています。患者さんに
よって訪問頻度は異なりますし、場合によっては理学療
法士にリハビリを依頼するなど訪問内容もさまざまです
が、同じスペースに多職種が集まっているので、患者さ
んの在宅医療での問題点や気をつけるべき点などについ
て、速やかに相談し、情報共有をすることが可能です。
　病院からの退院後、在宅医療への移行にあたっては、
初回訪問までに処方箋の期限が切れて薬が手配できなく
なってしまわないよう病院側に確認するなどの準備が必
要ですが、これらも各職種が協力して行っています。
　看護師としていちばん緊張するのは、患者さんのお宅
を看護師だけで夜間緊急訪問した際、すぐに医師の指示
を仰ぐか、朝まで待てるかの判断をくだす場面でしょう
か。ただ、担当の先生はいつでも対応してくださるとわ
かっているので、患者さんの容態だけを考えて最適な判
断ができます。今後とも、患者さんやご家族に「めぐみ
会に頼んで良かった」と言ってもらえる訪問看護をめざ
します。
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