
 

  



 

はじめに ～明医研が目指す地域医療について～ 

1.病院医療を助け、生活の場の療養を支える医療 

 1992 年浦和市立病院（現・さいたま市立病院）に地域の開放病床としての役割である地域医療支援病棟「さ

くらそう病棟」が開設されました。中根晴幸医師は、当病棟の管理医師として設立に参画。 

 その後、中根医師は「さくらそう病棟」の支援機能を最大限活用できる地域の継続医療の拠点として、在宅医

療の要になる「24 時間対応の訪問看護ステーション」を併設したハーモニークリニックを 1995 年に開設し

ました。 

 基幹病院と連携した在宅医療の需要が増す中、2000 年にはさらに南区にも、訪問看護ステーションとデュエ

ット内科クリニックの在宅医療ユニットを開設しています。以来、「地域のかかりつけ医」として、チームで

行う外来診療と在宅医療体制を整えた医療機関として活動しています。 

 近年の高齢化の進展や治療・管理への対応の増加と長期化も進む中、退院後も病気と共に過ごされる方への対

応が求められています。これらの例においても、私たちが頼れる身近なパートナーとして、在宅における医学

的管理を行い、地域医療の基盤としての責任を担っています。 

 さいたま市内にある多くの急性期基幹病院や大学病院、都内・県内病院からの紹介患者も多く、他医療機関と

の密接なネットワークと確かな信頼関係を構築し、地域医療を支えています。 

 

2.医療・ケアに対する想い 

 総合診療は「地域のかかりつけ医」に最も求め

られている医療であり、大きな責任を伴う医療

です。多くの医師、看護、介護スタッフ等と共

にチームで総合診療をさらに磨きあげて、今後

も地域に貢献していきます。 

 医療依存度の高い症例に限らず、高齢に伴う生

活能力低下への支援、多くの患者さんが望む穏

やかな最終章（ファイナルステージ）への支援

なども含め、在宅医療・ケア領域には多種多様

なニーズがあります。これらのニーズに応え最

終的に自宅での療養を支えるのは、地域で住民

の健康を支えているクリニックの役目となりま

す。 

 開設当初からの地域の患者さんだけでなく、そ

の子供の世代、さらには孫の代まで通院いただ

き、明医研もこの地域と共に育ってきました。

これからも地域の人々の健康を守り、苦悩を和

らげることに努め、人々の心ゆく日々を支えて、

現在と未来の世代に貢献していきます。 

医療法人明医研理事長 

ハーモニークリニック院長 中根晴幸 

「明医研に集う医師は、このチーム医療に共感し、共に質

の高い医療の提供に向けて未来を歩む良き仲間です」 



 

 

 

 

 

  



 

Ⅰ．明医研の４つの柱 

 

 

1.外来医療だけでない、在宅医療だけでない「地域医療」 

 外来医療においては、総合内科と各種専門外来があることにより地域の様々な疾病の患者さんが集まり、多く

の症例を経験することが出来ます。 

 さらに、在宅医療において通院が困難な高齢者の方だけでなく、手厚い医療を必要とする難病や終末期の方へ

の看取りといった患者さん・ご家族に寄り添ったチーム医療で地域医療を実践する体制にあります。 

 

 明医研では、「外来医療」と「在宅医療」は両輪のように機能 しています。在宅医療を受けている患者さんと

クリニックの外来に来院するご家族がいる場合については、双方から生活状況などを聞くことができ、よりそ

の人に合った治療の手掛かりを掴むことが出来るようになります。また、その逆に、在宅医療で培った視点を

外来医療に役立てることができ、多面的な診療経験を積むことができます。明医研には、この二つのフィール

ドを求めて多くの医師が集っています。 

 

 外来・検査部門がしっかりしていてはじめて、地域

の方々が安心できる医療を提供できます。それには

経験ある医師団が必要なばかりでなく、看護･検査･

介護･事務など各部門のスタッフ全員の協力が大切

であるとの認識のもとに実践しています。 

 在宅医療では、自宅でも病院と同じような医療・ケ

アが受けられます。患者さん・ご家族の希望に応え

る際の医療的選択肢も各種用意しています（中心静

脈栄養（ＩＶＨ）や、気管カニューレ、人工呼吸器

管理、褥瘡管理、胃ろう、尿カテーテルなどにも対

応しています）。 

 末期がんの患者さんのための在宅緩和ケア緩和ケア

も行っています。そうした患者さんを介護するご家

族の精神的なフォローも行い、地域に根差した総合

診療を実践できる場となっています。 

 登録医として地域の開放病床（さいたま市立病院、

ＪＣＨＯ埼玉メディカルセンター、共済病院）も訪

問しています。院外主治医として共同診療にあたり

病診間でのチーム医療を発揮しながら、地域全体の

医療の質を高めています。また、県域を超えた多数

の医療機関とも日常的な協力関係にあります。 

臨床 
外来医療と在宅医療による二つのフィールドがあります 

ハーモニークリニック中井秀一副院長 

「こうした在宅医療・外来医療の取り組みの中で育

ってきたメンバーと共に幅広く地域医療を推進して

います」 



 

2.チーム医療を実践するためのカンファレンス体制 

 明医研では、複数の医師が、各々診断や治療についての意見を相互に交換し、治療方針を決定しています。患

者さんにとって、複数の選択肢の中からより良い選択ができる上、医師たちも、自分たちとは違う多面的な考

えを知ることができる機会を日々のカンファレンスの中で得られます。 

 在宅医療は医師だけでできるものではありません。その理解から、明医研は 24 時間対応の訪問看護ステーシ

ョンを開設当初から併設し日々の情報連携を活発に行っています。また、サプライ部門としての協力薬局との

情報連携を積極的に行っており、より多くの職種が参画したチーム医療を実践しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.日本プライマリ・ケア連合学会指導医が４名在籍 

 明医研では、大学病院の研修だけでは経験できない診療所ならでは症例（患者さんの日常生活・地域の特性に

即した医療）や診療所の役割等について学ぶことが出来ます。 

 臨床実績豊富なベテラン医師をはじめとして、同法人内に日本プライマリ・ケア連合学会指導医を４名有して

います。 

 明医研は、自治医科大学附属さいたま医療センターが持つ日本プライマリ・ケア連合学会「家庭医療専門医」

資格を取るためのプログラム協力関連施設と、日本専門医機構が今後新たに設立する総合診療専門医の研修協

力機関に登録（さいたま市民医療センター、自治医科大学附属さいたま医療センターと提携） されています。

また、病院の初期研修施設として研修医の受け入れも盛んに行っています（さいたま市立病院、埼玉医科大学

教育 
充実した教育環境があります 



 

病院、慶應義塾大学病院）。 

 医学部・看護学部・薬学部などからの研修生・見学者の受入れ実績も豊富です。 

 明医研では、外来医療と在宅医療による幅広い症例があります。これらを用いてポートフォリオの作成を行い、

疑問点を振り返り指導を受けることが出来ます。 

 明医研と医療生協さいたま さいたま総合診療医・家庭医センター（SGFAM）の合同主催による「埼玉ポー

トフォリオ発表会」も実施しています。埼玉県内で家庭医療研修を行っている専攻医が集まり、ポートフォリ

オを発表し参加された指導医や多職種の皆さんからフィードバックをいただく形で進行し、多くの学びを得る

ことが出来ます。 

 

 

2.日本在宅医学会認定専門医資格の取得に向けた指導 

 明医研では、多職種協働を基盤としたチーム医療で地域医療を実践しています。地域薬局との連携も大切にし

ながら、軽症から医療依存度の高い患者に対応する在宅 IVH 管理や高度の在宅緩和ケアなど、幅広い内容の在

宅医療を実践しています。 

 デュエット内科クリニックにおいて、日本在宅医学会の在宅医療研修制度に則った研修を受けられます（専門

医認定試験の受験要件である在宅研修プログラム（「明医研在宅医療研修プログラム」）が用意されています）。

詳細は学会ホームページをご参照ください。 

http://www.zaitakuigakkai.org/k-sen-kensyu-ichiran.html 

 

 

＜明医研の在宅医療ポートフォリオにおいて力を入れている領域＞ 

・緩和医療：内服・舌下・貼付・坐薬・持続静注・持続皮下注での疼

痛や各症状管理、非がん患者の緩和ケアなど 

・高齢者医療：認知症に対してトータルマネジメント、全疾患に対す

る医療、IVH や胃ろうでの栄養管理、褥瘡管理 

・多職種協働：併設訪問看護ステーションや地域薬局との密な連携の

実践、大学から IPE 実習も積極的に受入れ中 

・地域づくり：さいたま市緑区を中心とした地域包括ケア勉強会の主催、

地域基幹病院開放型病棟での共同診療 

・複雑事例：生物心理社会モデルを利用した複雑事例へのアプローチ、

毎夕時ビデオ会議を利用した症例カンファレンス 

  

日本在宅医学会認定在宅専門医である 

デュエット内科クリニック大和康彦院長 

埼玉県内での「日本在宅医学会認定在宅専門医」は 11 人

（2017 年 10 月時点）となっており、デュエット内科クリニ

ックの大和康彦院長はその専門医の一人。 

埼玉県内の研修施設は 4 つあり、うち診療所は 2 カ所となっ

ています。 



 

 

 

1.学会参加・発表や論文作成等の支援 

 明医研での外来医療と在宅医療の 2 つのフィールドを用いた学会発表等を積極的に行っています。 

 医師が所属する各種学会について、学術総会・地方会の参加や研究発表についても支援します。 

 明医研中根晴幸理事長は、「日本プライマリ・ケア連合学会埼玉支部代表世話人」を務めており、明医研では、

第 6 回「日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会」のシンポジウム・ワークショップを一部

主催しています。 

 

 日本ホスピス緩和ケア協会の準会員（法人会員）であり、緩和ケアに関する情報を適宜得ることが出来ます。 

 

2.臨床研究基礎課程の学習環境 

 基礎疫学や臨床研究に関する外部の学習プログラムに明医研医師が参加し、資質向上に役立てています。 

＜参加実績＞ 

ｇＭＡＰ（小グループで学ぶ臨床研究「Midcareer Academic learning Program 臨床研究オンライン学習プロ

グラム」） 

  

研究 
臨床研究・学会参加・発表等を支援しています 

明医研医師による学会ポスター発表の様子 



 

 

 

 

 

1.海外視察/海外研修 

医師として幅広い視野での知識・技術を得るために、海外視察/海外研修を行っています。 

 過去実績 

（米国）カリフォルニア州オークランド・サンフランシスコ視察ツアー 

（Hayward Wellness Center、Family and Community Medicine Dept, UCSF など歴訪） 

 海外からの在宅医療等の視察受け入れあり 

 

2.診療所マネジメントの学習機会 

地域医療の分野で先進的な取り組みを行っている医療機関の視察を行い、優れたクリニカルスキルやマネジメント

スキル等について他医療機関と情報交換・意見交換を実施しています。 

 過去実績 

（北海道）北海道家庭医療センター更別診療所 視察 

（愛媛県）医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 視察 

 明医研の視察を希望される医療機関・医師からの研修受け入れ 

プライマリ・ケアや在宅医療で活躍される様々な先生方と交流を深めたり、明医研の地域医療・在宅医療に関

心のある医師からの見学を随時受け入れたりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.法人の経営に関する会議への参加 

 月に 1 度、臨床のみならず法人全部署合同で行われる経営に関する会議に参加し、診療所運営に関わる各種デ

ータをもとに課題を議論します。医師として組織運営管理についても携わることが出来ます。 

 医療法人は様々な専門職が働く場であり、その中で各部署・各スタッフの考えも理解し、チームとして医療を

提供していくための必要な議論が行われます。 

 医師としてのプレーヤーの立場だけでなくマネージャーとして、院内の調整と院外を含めた地域医療連携など、

経営の視点も養うことが出来ます。  

マネジメント マネジメント・コンピテンシーを学習する機会があります 

2017 年 7 月 医療法人社団三育会 

新宿ヒロクリニックより英裕雄先生の

視察を受け入れました。  

 



 

Ⅱ.医師のワークスタイル・ライフスタイル 

1.ワークライフバランス 

 明医研は、医師がチームで診療を行うクリニックであるこ

と、また外来医療・在宅医療共に力をいれていることが大

きな魅力です。これにより多くの医師の経験・知識を共有

でき、質の高い医療の提供と自己研鑽が可能です。 

 仕事も家庭も大事にする職場であり、休暇や夜間休日当番

などを分担できるのもチームで行うメリットです（コール

当番がない日と休みを併せて旅行に行く先生もいます）。 

 ゴールデンウィークや夏季休暇・年末年始等、医師の希望

を調整しながら長期休暇が取得できるよう配慮 しています。 

 夕方のカンファレンスが終了後（18 時過ぎ～18 時半頃）

には多くの医師が帰宅しており、勤務後の時間を有効に利

用して個人の学習や家族と過ごす時間等にも充てています。 

 チーム医療の体制において、１つの勤務形態に限らず、柔

軟な勤務形態や、それぞれの働き方にあった勤務を支援し

ます。 

 

 

2.「働く」「住む」に適したさいたまの魅力（浦和区・緑区・南区の周辺環境） 

 文教の地さいたま市 ～教育環境が充実～ 

さいたま市の紹介については市のＰＲビデオも是非ご覧くだ

さい 

http://www.city.saitama.jp/006/014/004/index.html 

 家族連れにもオススメのスポットが沢山 

「さいたま市の観光スポット」より http://www.stib.jp/kanko.html 

 

 都心へのアクセスが良好 

  

ハーモニークリニック 市川聡子副院長 

「多くの女性医師が活躍する職場であり、女性

にとっても働きやすい職場です」 



 

3.ドクターの 1 日の主な流れ（例） 

 

 

 

～多数の医師による定期的な外来診療と訪問診療・往診のスケジュールとなっています～ 

  



 

Ⅲ．募集 

1.求める人物像 

明医研が医師に求める人材像は以下のとおりです。 

 

 

2.見学受け入れ 

明医研の医療にご関心がある医師の先生に対して随時見学受け入れを実施しています。 

まずはお気軽に明医研（法人本部）までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティビティ 明医研の様々な取り組みについては、是非 WEB でご確認ください。 

 http://meiiken.or.jp/for-doctors/activity 

医療法人明医研 松林洋志医局長 

職種の垣根を越えた連携を通して、新しい視点を持つこと

が出来ます 



 

 

 

 

 

医師募集や見学希望のお問合せ 

医療法人明医研法人本部（経営管理室）までお願いします。 

☎048-875-7884 info@meiiken.or.jp 

 


