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舩木良真
医療法人三つ葉代表

複数医師によるグループプラクティスも増えている。
在宅医療においては、雇用している医師が訪問先でどんな診療をしているのか、
自院の方針にあった対応をしているのかがわからないという課題がある、医師 人、登録患者７５０人を抱える医療法人三つ葉三つ
葉在宅クリニックの舩木良真代表に、
グループプラクティスを実践するうえでの工夫について話を聞いた。
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人の医師のベクトルを合わせ
医療の質を維持・向上する仕組みを構築

在宅医療の
挑戦者

在宅維新

◎在宅医療の挑戦者
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2002年、名古屋大学医学部卒業後、同附属
病院での研修、ホスピス研修、在宅専門診療
所での研修を経て05年、仲間の医師とともに
三つ葉在宅クリニックを開設

