秀な医師にレクチャーしてもらい、

しかし、やがて病院が建て替えら

は常勤内科医が２人の状況に追い

いた同僚医師２人が退職し、一時

ま残る選択をしたが、頼りにして

師を束ねる管理業務が重なり、臨

出される。加えて、運営母体の健

分だったこともあり、頻繁に呼び

時すぎまで仕事をし、

二度目の転機の到来である。

や生命保険の書類、レセプトの症

するスタッフがおらず、介護保険
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昭和大学第一内科助手

もともと腎臓内科が専門だった内田潤氏は、研究中心の時期を
順天堂大学消化器内科入局、石川島記念病院
（旧IHI東京病院）
2015年

総泉病院

経て臨床医になった。その後、消化器内科の医局に移り、幅

キャリアチェンジ。オンとオフの明確な病院で、本当に自分が行
いたい医療に挑戦している。

歳で定年退職。

年の開設以来、

歳からの新たな挑戦
をスタートさせた。

年４月、

入職を迷う理由は何もなかった。

発想に驚きました」

社会を見据えて病院を造る。その

「あのバブル期に、現在の超高齢

に掲げている。

が わ た し た ち の 使 命 で す 」を 理 念

ず っ と「 良 質 な 慢 性 期 医 療 の 提 供

総泉病院では、

病院の理念にも引きつけられた。

もいて話が盛り上がりました」

大学の出身で、共通の知人が何人

た、院長の大坊昌史先生は順天堂

が、印象に強く残っています。ま

とした表情で仕事をしている様子

れました。職員が非常に生き生き

なのに、きちんとあいさつしてく

ッフは、私のことを知らないはず

たことを覚えています。事務スタ

家族が非常に穏やかな雰囲気だっ

「病院の玄関に入った時、患者や

る。一目惚れに近かった。

は、１件目に紹介された施設であ

が明確な病院を探した。総泉病院

を 利 用 し 、 オ ン・オ フ の 切 り 替 え

転職活動を始めた。医師紹介会社

その後、１年契約で在籍しながら、

２０１４年、

たいと思いました」

分に見合った新しい医療に挑戦し

に無理がありました。

代は、自

代後半で体力的

昭和大学腎臓内科兼任講師
1992年

ですが、当時は

昭和大学大学院修了、医学博士号取得
1984年

内田 潤氏
1983年

ワークの増加に、体は疲弊していた。60歳の定年退職を機に

60

になりました。順天堂大学の面接
を受け、無給医局員として消化器
内科に入局させてもらいました」

れて医師が増え、管理職としての

床医としての腕が落ちることが心

康保険組合が経営不振に陥り、病
患者の急変などがあればすぐに

るようになった。

配でした」

いと思っていました。しかし実際

呼び出され、体力的にも限界に近

「平日は

重ねてきた。大学に戻って助手を

「順天堂大学の消化器内科医だっ

状詳記など、すべて自分で記載し

山梨赤十字病院内科部長
1991年
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広い診療を行ってきた。
しかし、人員削減による激務と、ペーパー

昭和大学第一内科助手
1988年

60

同大学からの派遣で、石川島記
念病院（旧：ＩＨＩ東京病院）に赴
任した。ここは前職場ほど激務で
とができる。念願だった家族とす

はなく、余裕を持って勤務するこ
てはならなかった。

１件目に紹介された病院に
迷うことなく転職。決め手は
病院理念と職員の表情だった

管理職としての業務が多く
臨床の腕が落ちることを懸念

ごす時間も実現した。

う充実させるか。一定の年齢を超

総合的な診療技術を身につけまし
大学の人員不足により、医局員が

ところが４～５年がたった頃、

代は、自分に見合った
新しい医療に挑戦したい

「軽い腎臓病から呼吸器疾患、消
化器疾患、時には小児の疾患も診

えると、頭をよぎるテーマである。

た。特に、消化器疾患の診療に関

ました。先に勤務していた若く優

総泉病院の内田潤氏は、キャリア

心を持ちました」

定年後の時間を、医師としてど

チェンジによって、やりがいのあ
１９７８年に昭和大学医学部を

仕事が増えた。

引き揚げられた。内田氏はそのま

卒業後、しばらくは研究を中心に

込まれた。自宅は病院から徒歩５

しばらくは、臨床に専念できた。

研鑽を積んできた。腎臓内科が専

「通常業務に加え、 人ほどの医

る仕事に打ち込んでいる。

門で、博士号を取得後、米国コネ
歳で帰国した。

チカット大学に留学。渡米から３
年後に、

代のうちに研究業績を残した

には難しく、一方で臨床への関心

い。当時、子どもが生まれたばか

正月も休めないこともありました。

院側から診療の収益性を求められ

が強くなっていました。今思えば、

りだったが、父親の役割を果たせ

務めたのち、医局人事で山梨赤十

た兄に相談しました。その頃、父

ていました。患者から信頼されて

また、ペーパーワークをサポート

字病院に赴任。河口湖近辺の救急

が体調を崩したため、兄が富山の

診療するのは医師冥利に尽きるの

年、

医療を一手に担う病院で、患者層

実家に帰り、私が東京に移ること

ないことも歯がゆかった。

は幅広い。専門外の疾患も診なく

以降は、臨床一筋でキャリアを
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〈富山県出身〉
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最初の転機でしたね」
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私の
キャリア
チェンジ
Vol.52

定年を機に、急性期病院から
高齢者中心の療養型病院へ。
無理なく、
やりがいある医療を追求。

私の
キャリア
チェンジ
Vol.52

高齢者医療を体系化し、
その魅力とやりがいを
発信する医師になりたい
委員長を務めてきましたが、毎回、
資料の作成が大変でした。今は非
常に助かっています」
日常のペーパーワークの負担も、
大幅に軽減された。これまで時間
を割いていたカルテ管理などは、

えた医療が必要なのです。ある意

大きく違います。教科書の枠を超

断するわけですが、一人ひとりが

のバックグラウンドなどを見て判

どが行われていましたから、実は、

「急性期病院ではミトンの装着な

をしない医療の実践だ。

して驚いたことがある。身体抑制

また、内田氏が総泉病院に入職

事務スタッフが代行してくれる。

内田氏が自宅を出て、豊かな緑
味で、まったく未知の世界ですか

複数疾患を持つ高齢者には
教科書の枠を超えた医療が必要

と木漏れ日を感じながらバスに乗
分。高台にある総泉病院

抑制をしないなど、夢物語ではな

ること

「私は富山の出身で、もともと都

飽きない、お気に入りの景色だ。

れた庭園が出迎える。毎日見ても

ました。しかし、なかなか勉強す

興味があり、書籍を買い込んでい

「かねて嚥下機能の評価や訓練に

域にも、挑戦できるようになった。

時間がなくて実践できなかった領

す。看護師やコメディカルが高齢

れる。それを丁寧に繰り返すので

点滴を抜いてしまっても、再び入

ていないのです。患者が胃ろうや

当院では本当に抑制をほとんどし

「消化器内科医だからといって、

を見据えた選択でもあった。

う。内田氏の転職は、時代の変化

したことのない超高齢社会に向か

これからの日本は、世界も経験

いかと思っていました。しかし、

会よりも自然の多い環境が好きな
者医療に誇りを持って働いている

いるからでしょう」

んです。この庭園は、入職を決め
る時間が取れず、そのままになっ

指示を出し、具合の悪い患者がい

を見て、回診をする。スタッフに
際の訓練方法などを教えてもらっ

ントゲンを使った評価方法や、実

能の専門医が在籍しますから、レ
多くの医師は、総合的な診療がで
きるようになる必要があると、ず
っと考えてきました」
き、体力的に無理はない。週１回、

れる医師になりたい。高齢者一人

「高齢者医療のやりがいを伝えら

目標を胸にする。

転職から２ヵ月。今はこうした

以前、勤務していた病院に非常勤

時すぎに帰宅で

勤務をしているが、当時の同僚か

ひとりに対応法が違うことを体系

なお、夕方は

は、立ちゆかなくなるでしょう。

た理由の一つでもありますね」

たら処置をする。患者の７割は高
ています。また、言語聴覚士もい

分に出勤し、カルテ

齢者で、慢性疾患が多い。長年、
るので、質の高い嚥下リハビリを

毎朝８時

急性期医療に従事していた内田氏

歳ぐらい若返ったんじゃ

提供できています」
面でも多々感じられると言う。
ら は「

ように優先順位をつけて治療をす
作り、スムーズに会が進行します。

時、知識の豊富な看護師が資料を
「今はオンとオフのメリハリがあ

ないですか」と言われるそうだ。

くさんあります」

まだ医師として学ぶべきことがた

化し、より深めたいですね。まだ

りがいを感じている。
「高齢者は、複数疾患を抱えてい
「例えば、感染対策委員会を開く

るかを考えなくてはなりません。
り、リラックスして仕事ができて

Welcome

定評がある。広い庭園には、池や

「医療の質や安全性、療養環境な

評価の認定を更新する予定だ。

すが、職員たちも昼休みに散歩す

よくすごしてもらうための庭園で

「もともとは、患者や家族に心地

が行き届いている。

水車小屋まで備わり、常に手入れ

「比較的、医療的な介入が必要な

どを客観的に評価してもらい、患

ることが多いんですよ」

病院としては、今年、医療機能

患者が多く、臨床医にとってのモ

者や地域住民にとってより信頼で

緑豊かな環境で、
無理のない勤務
総合的な診療能力と治療計画、
円滑なコミュニケーションが大事

きる病院になりたいと考えていま

豊かな環境で、高齢者に質の高

チベーション維持の要因にもなっ

す。また、職員がいっそう安心し

い医療を提供する。穏やかかつ、
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内田氏の印象については、こう

て仕事ができる病院であることを

ていると思います」
感じている。

目指します」

総泉病院は、医師がゆとりを持

「急性期病院で幅広い経験を積ん

少ない点も、総泉病院の特長である。

って働ける病院だ。常勤医はいわ
対ではない。受け持ち患者数は、

できたためか、総合的な診療がで

医が担うことが多い。 常勤医の負担が

時勤務で、当直も絶

無理のない範囲にとどめている。

き、的確な治療計画を立てられる

務時間は無理がなく、当直は非常勤

ゆる９時～

院長の大坊昌史氏はこう語る。

医師です。また、患者への説明能

院は比較的、医療的な介入を必要と

日数が短い患者も受け入れており、医

師はもちろん、看護師やコメディカルも

る。 急性期病院とはまた違ったやりが

高いモチベーションを持って勤務してい

する誇りを持っている。

いがあり、職員は、高齢者医療に対

また、自然豊かな丘の上にあり、広々

くれる病院である。

医師としての診療意欲も満たして

「多くの療養型病院は、１人の医

力が非常に高く、車いすの患者と

師に

話す時は、ひざをついて目線を合

▶約340人／日

もらうようです。しかし、当院は

（2015年６月時点）

わせています。すでによい評判が

▶約30人／日

聞こえています」

〈入院患者数〉

人を目

▶16人

～

〈外来患者数〉

少しゆとりを持ち、

〈非常勤医師数〉

標としています」

▶10人

高齢者を中心とした療養型病院

（療養病床305床、一般病床48床）
▶353床

最近は、がんの末期の患者や、

する患者が多い。 最近は、平均在院

大坊昌史 氏
〈病床数〉

にとって、総合的な診療に基づく

バーメンタル）
、嚥下障害外来

急性期病院に入院したものの、積

院。療養型というと、介護施設に近い

総泉病院
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ョン科、神経内科、もの忘れ外来（シル
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治療計画の決定と、円滑なコミュ

イメージがあるかもしれないが、総泉病
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極的な治療は難しい患者などが中

期医療のエキスパートとして、質の高

ニケーションは極めて重要なスキ

境で仕事に打ち込むことができる。 勤
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心となっている。

い医 療を提 供し続けている療 養 型 病

総泉病院は、療養環境のよさに

人以上の患者を受け持って

1987年の創設以来、 高齢者・慢性

ルだ。

以前、勤務した病院でも感染対策

▶内科、外科、整形外科、リハビリテーシ

服薬中の薬や過去の病歴、その方
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スタッフの優秀さは、ほかの場

て、治療の許容範囲が狭い。どの
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だが、今、高齢者医療に新しいや

専門外の疾患を診ない医療では
超高齢社会を乗り越えられない

ほかの病気を診ないような医療で

総泉病院の庭園。 水車小屋や池もあり、患者や家族、職員の憩いの
場になっている。

ことが伝わってきます」

以前から関心がありながらも、

ら、非常に頭を使います」

とした庭園を有するため、心地よい環

ていたのです。当院には、嚥下機

に到着すると、季節の草花に彩ら
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