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医療と介護
地域に尽くすその信念は、

情熱と、正しく考えること。
医療法人社団 晴山会 平山病院
社会福祉法人 晴山会 晴山苑
理事長

平山 登志夫
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高度成長期、花見川団地の誕生とともに希
少な救急診療の受け入れ先として、市民の
拠りどころとなってきた医療法人社団 晴山会。
他県に先駆けて国内初の施設を次々に創設
し、超高齢社会の到来にいち早く勢力的に
取り組んできました。外科医師として、81歳
の今も現役で診療を続け、この国の将来に
想いを馳せる平山 登志夫理事長に、医療・
介護と歩んだ半生を語っていただきました。
（現在、千葉商工会議所 医療・介護部会副
部会長）

昭和49年、医療法人社団 晴山会に改組。 昭和52年、千葉市初・県下２番目の特別養護老人ホーム 晴
山苑（60床）
を開設。以来、数々の福祉施設を手がけ、現在晴山会グループは医療法人４施設、社会福祉
法人９施設で、それぞれ「医療・福祉・介護」の充実に貢献しています。

高度経済成長期に、“地の果て”花見川団地へ…
銀座から千葉へ。引越し時にす
ぐに患者さんがやって来た

団地創成期に診療所として開業

当時、団地の他には京成の駅まで
ずっと雑木林が拡がっていました。
私がここ花見川団地に診療所を開
最初は200坪の土地を譲ってもら
設したのが、昭和43年のこと。
い、23床の病院が完成したのが昭和
花見川団地はその頃、日本でも有
46年。ちょうど日本経済が急成長し、
数の大規模な団地の完成として注目
交通事故や工事現場での怪我がとて
され、当時約28,000人の人口を抱え
も多く、救急車の受け入れを始めて
ていた団地には診療所がたった１つ
からはずいぶん忙しかったですよ。
しかなかったんです。その頃千葉市
小児科に関してはすぐ隣に元県医
内には大学病院、国立、市立の大き
師会会長の藤森先生がいましたが、
な病院がたくさんあって、
“医療は
とにかく患者さんの数は多かったで
行政がやるもの”という認識でした。
すね。 現 在 でも 問 題 にな っ ている
しかし、そこでも救急患者の受け入
“救急のたらい回し”が頻発していま
れはなく、満足な医療も受けられな
した。今と違い、休日や夜間救急診
いコンクリートジャングルだと国会
療システムが皆無で、救急を断る病
でも問題になりました。
院が多かったんです。ピーク時は千
当時私は東京・銀座の病院で外科
葉市で年間約5,000台、うち当病院で
部長をしていましたのですが、突然
1,500 〜 1,600台の救急車を受け入れ
「千葉へ行ってくれないか」と言われ
ていました。
て…、戸惑いましたよ。お年寄りの
近年は救急医療センターも出来
患者さんは、すごく心配してね。
「帝
釈天の向こう側には鬼が棲んでいる、 て、自家用車も普及したので、だい
ぶ減っていますが。
先生、そんな所へ行ってくれるな」
救急では、どんな患者が来るかわ
と言うんです（笑）
。
かりません。 うちでも 盲 腸 で 運 ば
それでもようやく決心して、いざ
れて来て、腹膜炎でお腹がパンパン
千葉へと移ってきたものの、病院を
に膨れていると言われて引き受けた
建てるのが間に合わない。最初は団
ら、ストレッチャーの上でお産が始
地の、普通の居住棟の一室を診療所
まってしまったことがありましたよ
に、もう一室を住まいにしてスター
（笑）
。
トしたんです。引っ越しの荷物を降
ろしているときにもう 患 者 さんが
やって来て、待っていたほどでした。

医療法人社団 晴山会 平山病院
社会福祉法人 晴山会 晴山苑
所在地：千葉市花見川区花見川1494-3
（医療法人社団 晴山会）
診療科目（病院）
：外科・整形外科・内科・精神科・
神経内科・形成外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・
泌尿器科・人工透析科・人工透析外科
事業内容（介護施設）
：介護老人福祉サービス、
ケアハウス、ショートステイ、デイサービス、
訪問介護、訪問入浴介護、あんしんケアセンター、
居宅介護支援事業所、障害者支援施設、障害福
祉サービスほか

http://www.seizankai.jp/

ひらやま としお
１９３１
（昭 和６）年７月２５日生、千 葉 県 佐
原市出身。銀座の診療所に勤務したのち、
昭和43年、花見川団地内にて平山外科
診療所を開設。昭和46年、平山病院開設
（23床）
・現在地へ移転。 現在理事長とし
て、また医師として多忙な日々を送り、81
歳の今も現役で診療を続けている。
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介護分野で一石を投じる。開拓者として歩んだ「七人の侍」
初めてづくしの
特養老人ホーム

人ホームは終の住処として一生預かる
施設ですが、それでも元気になって帰
れるに越したことはないんですよ。
昭和62年には、厚生省が老人保健
救急車で運ばれて来た患者さんの
施設制度のモデル事業として、全国
入院のために、常にベッドを空けて
７カ所を選んでスタートさせ、現在
おかなければならないのですが、当
では約3500カ所と増えました。介護
時は、ベッドはたった23床ですぐに
老人保健施設 晴山苑はその国内第
塞 が っ てしまいました。 病 院 を 大
きくするわけにもいきませんでした。 １号となったのです。ここでは、私
たちが目指した寝たきりの人を家に
そんなとき、退院後、自宅に戻って
帰すことが実際に可能だったので、
いたお婆さんの家に、近所の往診つ
介護保険制度の誕生に一石を投じら
いでに行ってみたんです。玄関で呼
れたと思っています。
んでも声だけで出てこないので家の
行 政 がまだそんなものはいらな
中へ入ってみたら、お婆さんが押入
いと一点張りの時代、特別養護老人
の中で寝ていたんですよ。団地の間
ホームを始めるとき、マスコミには
取りは核家族向け、寝たきりのお年
寄りが寝る場所がない。あの光景は、 「そんなことは出来やしない、やっ
ても金にならない」と笑われ、職員
本当にショックでした。
７人でのスタートを「七人の侍」
「七
病院は治療する場、回復した人の
人の特攻隊」と言われたものです。
お世話までしていたら、救急患者を
傍目には立て続けに新たな施設を
受け入れる余裕がない。当時すでに、
作 っ てきたように 見 えるかもしれ
特別養護老人ホームの制度はありま
ませんが、他に誰もやる人もいなく、
したが、病気があったら入れないんで
ただただ強く求める利用者の声が
す。
これでは寝たきりの患者はどうに
あってできたことでした。
もならない、自分で作るしかないと
感じたんですね。
家族の支えで今の晴山会がある
昭和52年、千葉市で２番目、民間
初の特別養護老人ホームを開設。こ
１階が診療室、２階が病室、３階
れは全国的にも先駆けでした。
が自宅だった頃、忙しいときは診療
脱・寝 たきりでお 年 寄 りを
後に病室を診て、うちへ上がるのが
自宅へ
夜11時頃。２階から３階への階段の
途中で、眠ってしまったこともあり
ました。次から次へと救急車が到着
病気があっても入れる介護施設は
し、診療に明け暮れていました。
うちが国内初でした。私には医師と
お金になる・ならないは二の次で、
して本業の診療もあったので、社会
困 っ ている 人 がいれば 何 とかして
福祉事業は看護師である家内がずい
やらなくちゃ、という一心でしたね。
ぶん手伝ってくれました。特別養護老
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でも私の家族は誰も反対しなかった
から、ここまでやって来られました。
救急患者を受け入れ始めて、夜中に
起きて出掛けていくたび、家内はま
だ一緒に寝ている幼い子を起こさな
いよう、私が帰ってくるまで寝ない
で待っていた。今は２人の息子も医
師となってくれていますが、家内は
大変だったと思いますよ。
押入に寝ているお婆さんの姿が脳
裏から離れなかった私が、周囲から
馬鹿馬鹿しいと言われることに人生
をかけてきた。それに文句も言わず
つきあってくれた家内には、本当に
感謝しています。

平山理事長

Q&A

Q1 １日の平均的なスケジュールは？

６時起床。７時15分頃病院へ。８時ミー
ティング、９時朝礼。午後はさまざまな会
合や審議会などに参加。就寝は23時頃。
夜中２時頃に目が覚めると２時間程原稿
を書くことも。インターン時代から寝る時
間が少ないのは習慣になっていて、空き
時間が10分もあれば仮眠します。

Q2 愛読紙・書は？

朝日、毎日、読売新聞、千葉日報。

Q3 仕事以外でハマっていることは？

昔はゴルフでしたが、今は歩くのが好
きで夫婦でトレッキングへ行くことも。
５〜６年前までスイスやニュージーラ
ンドなど海外の山歩きを楽しみました。

Q4 座右の銘（好きな言葉）は？

スウェーデンのフォーベが視覚障害者
施設を作ったとき「障害者の手助けを
する仕事は、情熱がなければやってい
けないが、それよりもっと大事なのは、
正しく考えること」
と言った言葉。

Q5 ストレス解消法は？

家内と一緒に日フィルやN響など、ク
ラシックの音楽会へ行くこと。

Q6 「やる気の源」は？

困っている人が目の前にいたら、と
にかく何とかしてやらなきゃ、とい
う想い、そして何をしてやればいい
のか、正しく考えること。それに尽
きます。喜びです。

