日本のクリニック最前線を訪問

診療活動や経営管理
いろいろ

医療法人やすらぎ会

いがらし内科外科クリニック
福島県 郡山市

「和を以て尊しと為す」
を大切に
医療と介護で
住み慣れた地域での暮らしを支援
JR 郡山駅から車で 15 分ほどのところにある医療法人やすらぎ会 いがらし内科外科クリ
ニック。約 1,700 坪の広い敷地には 2 年前にリニューアルしたクリニックを中心に、デイケ
アなどの介護施設や、雨の日でもクリニックから傘を差さずに行ける調剤薬局が集まって
います。同法人理事長の五十嵐忠行先生
（68 歳）
は自医院での診療に加え、地域の医療レ
ベルの向上や、医療と介護の連携にも尽力。その取り組みなどをご紹介します。

五十嵐先生は、
山形県尾花沢市の銀山温泉に近い、
無
医村の出身です。
「当時、お年寄りの看取りはすべて自

りにも役立っているとのことでした。
さらに、消化器科の開業医と勤務医との少人数で、
「GUT
（消化管）研究会」も立ち上げました。
「郡山市の
胃がん検診に内視鏡検診が導入されたことをきっか

●

内視鏡診療と在宅訪問診療を軸にした
クリニックを開業

診療所と総合病院との連携の窓口となるきっかけ作

けに、消化器専門以外で開業した先生にも声をかけ、
内視鏡による基本的な検診診断技術の向上を図りま
した。また、総合病院の消化器専門医の先生方にも加
わっていただき、時には極めて珍しい症例の検討まで
行うこともあり、楽しみながら会を続けています」
。会

2017 年に建坪 500 坪のクリニックを新築し、2019 年 4

員は 25 人、年に 6 回開催し、5 年前からは、その時の研

月には歯科を開設、
さらに10 月には整形外科を新設予

究会でのいち押し症例の内視鏡写真をもとに、カレン

定と、
新たなステージへと入っています。
「外来患者 1日

ダーも作成しているとのことです。

150 人、在宅医療患者 200 人、上部下部内視鏡年間 5,000

介護部門では、介護保険制度の施行と同時に、介護

件以上、マンモグラフィー年間 5,000 件以上。相当がん

保険サービス事業を開始。訪問看護ステーション、通

ばっているかなぁ」
と語る五十嵐先生。
現在のスタッフ

所リハビリテーション、居宅介護支援事業所、地域包

は、
医師 7 人、看護師 23 人、
臨床検査技師 6 人、放射線技

括支援センターを開設しました。さらに、これらの各

師 3 人、医療事務 8 人、理学療法士・作業療法士・言語聴

種事業所の連携を深めるため、
「在宅医療支援、住み慣

覚士 3 人、ケアマネージャー 8 人。介護スタッフを含め

れた家での看取りまで」をキャッチフレーズに、
「チー

ると、
全体で 70 人を超える大所帯となっています。

視鏡としては、内視鏡的止血、ポリープ切除、十二指腸

ムやすらぎ」を立ち上げました。また、年に 4 回の講演

乳頭切除術、胆道鏡などに取り組み、腸管洗浄液を用

会と事例検討会を開催し、多職種の連携を深めるとと

。患者さんや家族への寄り添い
「和を以て尊しと為す」

いた前処置法を県内で初めて導入したのも自分たち

もに、介護レベルの向上に努めています。会には、在宅

方、
「EBM 研究会」
「GUT 研究会」
「チームやすらぎ」な

でした」
と振り返ります。

診療を行っている開業医、歯科医、調剤薬局、地域包括

ど、院内外のさまざまな取り組みは、まさにこの言葉

支援センター、居宅介護支援事業所を中心に、さらに

の実践といえるでしょう。

ようやく実績が認められてきた 1991 年の春、突然、

宅で行っていました。
また私自身も、4 歳の春に敗血症

五十嵐先生に大きな出来事が起こります。自身が胃が

は介護施設までも含む、郡山市内の 300 を超える施設

から慢性骨髄炎を患い、小学・中学・高校時代は病弱で

ん全摘手術を受けることとなったのです。その後、完

から、
毎回 100 〜 150 人の参加者があります。

入退院を繰り返し、
大変な苦労をしました。
そのことが

治とされる 5 年を経過した 1996 年に開業を決意。
「消

医師になる動機となりました」
と振り返ります。

化器がんの早期発見」と
「看取りまで行う在宅医療」の

開業前の 1988 年から、郡山市内の基幹病院に勤務
し、消化器科の充実に努めました。ここでは、同時に着

ソファーには、同クリニックのテーマカラーであるグリーンを使用。中待合室
も、
ゆったりとした落ち着いた空間になっている。

2 つを、事業目標としました。出身地の医療環境や、自

五十嵐先生がスタッフにかける言葉があります。
●

医療法人やすらぎ会

いがらし内科外科クリニック

診 療 科 目：内科／胃腸・消化器内科／乳腺外科／外科／
循環器内科／神経内科／漢方内科／歯科
理 事 長：五十嵐 忠行
院
長：二瓶 光博
所 在 地：福島県郡山市並木二丁目12-7
U
R
L：http://www.yasuragi-web.com/

建物を増改築、
整形外科、
歯科を
新規開設するなど新たなステージへ

身の闘病生活から導いた開業だったのです。



任した若い 5 人の医師たちで、①上部内視鏡による診
断と治療内視鏡、② 1 人法による大腸内視鏡検査、③
肝臓がんの選択的血管造影法を用いた早期発見と血
管内塞栓療法 ─ の 3 つを目標にかかげ、福島県内で
はいち早く電子内視鏡を導入しました。
「 上部治療内

地域の医療と介護レベルの向上を
目指して勉強会を立ち上げる

趣味は幅広く、
県大会に出場するほどの腕前の囲碁のほか、
将棋や麻雀など。
「今は時代

「開業すると勉強する機会が減り、閉じこもってし

小説、
特に同郷の藤沢周平の作品が好きで、
代表作
『蝉しぐれ』
は10回以上読みました。
ま

まう人が多い」と、強く感じていた五十嵐先生は、数人

た、
池波正太郎の3部作は3回以上、
北方謙三の
『水滸伝』
から始まる全51巻は、
10年かけ

の仲間と
「EBM 研究会」を立ち上げました。
「EBM の
E は
『evidence』ではなく
『experience』の頭文字です。
研究会は年 3 回程度、おいしい料理を食べながら行っ
ています。いろいろな診療科の開業医が、科を問わず
に経験しておくべき症例を中心に始めました」
。現在、
2017年増改築した、
いがらし内科外科クリニック。1日150人ほどの患者さん
が訪れる。
中でも乳腺外科には、
遠く仙台や宇都宮から来院する患者さんも。
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囲碁に読書、
野菜作りと、
好奇心旺盛で多趣味

理事長
Profile

会は 50 回を超え、会員は開業医のほか病院勤務の医
師も含め、40 人程度となりました。この会は、会員の

て読破。
このほか、
陶芸品収集や草花をはじめとする園芸、
山菜採りも好きです。
ゴルフにも
随分熱をいれましたが、
下手になりました」
とのこと。最近は野菜作りに興味があり、
取材時に
クリニックの脇で売られていた大根は、
関連施設の利用者と一緒に作ったものでした。
「リタイ
アしてすることがないおやじたちを集めて
『おやじ野菜』
を作りたい。売れれば小遣い稼ぎになる
し、
彼らの生きがいにもなるかな」
と、
いろいろ考えるのが楽しいのだとか。
「 東京に住んでいる
たった一人の孫に、
会いに行ったり来たりするのも大きな楽しみ。年寄りを元気にするのは孫
や

が一番」
と笑みを浮かべる五十嵐先生は、
すっかり一人の好々爺になっていました。

い が ら し

ただ ゆき

五十嵐 忠行

理事長

1951年山形県生まれ。1978年福島県立
医科大学卒、
同大学第一内科入局。1988
年財団法人星総合病院内科に勤務。
1996
年いがらし内科クリニック開業、
1998年医療
法人やすらぎ会設立、
1999年いがらし内科
外科クリニックに名称変更。医学博士、
日本
内科学会認定内科医、
日本消化器内視鏡
学会専門医、
日本医師会認定産業医、
郡山
市漢方研究会会員、
介護支援専門員。
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