
 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） 
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 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） 

Vol.１ 

第1章  ティーペック設立前夜 

 1982（昭和57）年12月20日午後4時頃、とある家庭から119番通報が発せられた。患者は
砂原社長の母。突然自宅で倒れたのである。まもなく救急車が到着し、近くの2次救急で
あるA病院へと搬送された。 
 翌日の朝10時、救急病院院長が付き添いの家族にこう告げた。 
 「当院では手に負えません。総合病院を紹介しますのでそちらに転院して下さい」 
 患者と家族は再び救急車に乗り、車で10分ほど離れたB総合病院へと転院した。 
 砂原ら家族は、A病院は分をわきまえたなんていい医者だろうとの感想を持っていたが、
CTスキャンを取り終えた医師の説明を聞いて愕然とする。 
 「くも膜下出血です。ここがこういう具合に出血しています。倒れて3～4時間までであ
れば適切な応急処置が取れるのですが、これだけ時間が経っているとできることも限られ
てしまいます。なんでもっと早く連れてこなかったのですか」 
 「なんでもっと早く連れてこなかったのか…」当時、医療に関して素人同然だった砂原
には信じられない言葉であった。 

『最初の病院というのはね、ベッド数30程度の2次救急病院で、内科、外科、整形外科の
3科目だけの病院です。脳外科がない。なのに救急車は、あと10分走って脳外科のある病
院に母を搬送してくれなかった。しかも脳外科の処置ができない病院が、17時間以上母
を放置したんです。確かに2次救急の病院でしたが、脳外科がないのであれば、それは自
動車を自転車屋に持ち込んで、直してくれというのと一緒で、医学的にはまったく意味の
無いことです。救急隊員といっても名ばかりで、救急救命士の制度がなかった当時、彼ら
に“医療の専門家”としての意味づけは無く、スペシャリストらしいですがタクシーやト
ラックの運転手と何ら変わらなかったんです。』 

◆「東京民間救急協議会」の設立 

 急いで転院するも、手術はできなかった。救急病院で放置された時間が長すぎたため
に適切な措置をとることができず、止血のための点滴などの対処療法が施されるにとど
まった。しかし2週間後、なんとか意識を取り戻し、一命を取り留めることができた。 
 戻りつつある意識の中で彼女は、「隣にだれか寝ている」と訴える。自分の感覚のな
くなった右足を他人と間違えたのである。右半身が完全に麻痺していた。 
 その後少しずつではあるが、症状は改善していった。介護が付けば自力でベット脇に
あるトイレを利用できるようになったし、背中に当てものをすれば、麻痺していない左
手でどうにか食事はとることも可能になった。さらに後には介護人の助けを借りてベッ
ドから下りることもできるようになった。しかし、右半身の麻痺は重く残ったままで
あった。 
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『在宅ケアは限りなく寝たきりに近いものなので、ウチの家内が付きっきりになる。ま
た、介護老人ホームに関しても確かにMSWの言うとおりでした。そこで理学療法を行う
ことにした。しかし、病院が紹介してくれた2病院を訪れたところ、排泄物の臭いがひど
く、半分痴呆のご老人があちこち徘徊しているような病院でした。とても母を預ける気
にはならなかったので、市役所や都庁に問い合わせたり、電話帳や本などを調べて、首
都圏にある20軒の理学療法可能な病院を探し出したんです。1軒ずつアポを取り、仕事
を休んで見学に行きました。すると、当院では在宅ケアが可能な方に限り、3ヶ月間だけ
預かりますとか、1年預かりますが、当院は痴呆が中程度の人が多いんですとか、皆、環
境や受け入れ条件が違うわけですね。結局、週3日、家族が来て、一緒に理学療法をやる
患者ならば引き受けます、という病院に決めました。なぜなら退院後、在宅ケアになっ
てからもリハビリをする必要があるからです。例えば、スキーで骨折してギブスをはめ、
1ヶ月もすると足が細くなるように、風邪を引いて4、5日寝込んでも、患者の機能は衰
えます。そういうとき医師の代わりに家族が、病院で学んだ方法でリハビリをさせてあ
げる必要があるんですね。病院には家内が付き添い、歩行訓練はじめ様々な機能訓練を
受けることになりました。』 

 半年後、メディカルソーシャルワーカー（MSW）が家族に「お母様は症状が固定（後遺
症）しており、これ以上の回復はありません。そろそろ退院です」と告げる。 
 砂原はショックだった。時間を掛ければ治癒も夢ではないと思い込んでいたからであ
る。 
 MSWは退院後のケアには、一つには家族が付き添う在宅ケア、二つ目は残った機能を生
かして生活できるようにする理学療法、三つ目が特別養護老人ホームという三つの方法
があるという。三つ目は経済的に困窮している世帯でないと入れないから、砂原には無
理だろうと付け加えられた。 

 合わせて17ヶ月の入院生活を経て母親が家に帰ってき、在宅ケアが始まった。しかし以
前は活発で活動的な母が、まるで人が変わっていた。何をするにも「すまないね」を連発
し、消極的になっていたのである。こうした2年余りの経験が、砂原の心に日本の医療に
対する抜きがたい不信感を植え付けていった。 
 なぜ救急隊員は脳外科のない病院に母を搬送したのか。脳外科のない病院が母を受け入
れ、かつ17時間も適切な処置をせずにいたのか。あのとき適切な処置さえすれば、母もこ
こまで大きな後遺症が残らず、昔どおりの活発な母でいられたかもしれない。これは犯罪
行為に近いのではないか。真剣に告訴を考え、日本の医療制度を調べたり、友人の弁護士
に相談したりした。 
 結局、日本の医療制度のしくみでは、病院にも救急隊員にも落ち度（違法）がないこと
がわかってくる。むしろ、母のケースの場合における日本の医療制度の欠陥が、まざまざ
と見えてきたのである。 
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 そういった経験の中から、患者の立場に立った医療関連のサービスなど、そんな事業
やシステムはできないか……。砂原は1985（昭和60）年4月、意を決して勉強会『東京民
間救急協議会』を立ち上げた。 

Vol.2へ続く 

『日本の医療の資格は「医師」と「歯科医師」の二つしかありません。例えば、医師の
国家試験にパスし、卒業後は医大の精神科の医局に入って勉強することで医学博士にな
ります。ところがいざ開業というとき、医療コンサルタントの「今だったら○○の××
駅周辺でアトピーのクリニックを出せば当たりますよ」というアドバイスに従い、専門
外の科を開業できる。「医師」が何科の病院を開業しても合法なのだから、脳外科のな
い病院がウチの母を受け入れてもなんの問題もない。 
 さらに調べていくと、むしろ日本の医療制度はましな方だということがわかってきま
した。例えばアメリカの場合は民間救急です。救急車は有料で、お金のない患者を運び
ません。「シッコ」という映画の冒頭のシーンにもありましたね。救急車がダウンタウ
ンのような町並みに入ってきて停まる。走り出すとそこにお金の無い患者が置き去りに
されてしまう。日本の医療は貧富の差なく受けられるんです。 
 確かに日本の医療制度は世界に冠たる制度で、無料の救急搬送もその一部ですが、母
のケースのようにいくつか欠点もあります。 
 母が戻って1年くらい経って、告訴を諦めたとき、それなら行政の救急システムを補完
する事業はできないだろうか、と考え方が変わってきたんです。同時に、その頃には21
世紀には“超高齢化社会”が訪れることがはっきりしていました。この人類史上かつて
無いほど大きな社会情勢の変化の中で、医療・介護・福祉を支える事業を行いたいと思
いました。』 
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  勉強会『東京民間救急協議会』は、「21世紀に入って人類史上経験したことのないよう
な超高齢化社会を迎えるにあたり、わが国の医療システムは大きな変革を迫られる。そ
こに民間のビジネスチャンスを見いだすこと」をテーマとし、最終目標を事業の立ち上
げに置いた。 
 当時砂原は、9つの保険会社の代理店、「Ｓ総合保険事務所」を東京都武蔵野市で経営
していた。しかも多摩地区では業界ナンバーワンの売上を誇る代理店で、各保険会社と
のパイプは太い。勉強会を開催するに当たり、代理店契約を結んでいる保険会社に参加
を呼びかけた。 
 過去前例のない民間の医療関連サービス事業開発ではあったが、砂原の説得に応え、
AIU、アリコジャパン、大東京火災など、大手損保の商品開発室、営業推進室などが参加、
その他、グリーンナンバーの民間救急会社数社が勉強会に加わった。 
 勉強会は定期的な会合の他、滋賀の高級老人ホーム「アクティバ琵琶」など、最新の医
療・介護施設の見学も行った。また、厚生省（現厚生労働省）の専門官を招き、わが国
の医療事情について講演していただくこともしばしばであった。 

『当時、医療については素人ですし、コネもありませんから、分からないことがあると
すぐに市役所や都庁等に聞きに行きました。で、結局は厚生省なんですよ。勉強会を立
ち上げてからティーペックを設立する4年半の間に、延べ87回厚生省を訪問しました。 
「今日はこういうことで健康政策局のAさんを訪ねてきたんですけど…」「こういう勉強
会があるので、老人福祉についてどなたかお話ししていただける方はいませんかね」と
いうことを繰り返しているうち、省内に親しい方や応援してくださる方ができてきまし
てね。「Bさんが、砂原さんの活動に興味があるそうだから行ってみたら」という声がか
かるようになりました。最終的にはノンキャリア、キャリア含めてかなりの方が応援し
て下さるようになりましたね。』 

 こうした勉強会を通して、事業計画は、24時間の電話相談サービスと患者の搬送の全国
ネットワークに絞られていく。 

 砂原の熱意が通じたのか、事業化の概要が明らかになっていくにしたがって、多くの協力
者が集まってきた。 
 AIUの故荻原常務からは勉強会立ち上げ当初から惜しみない協力を得ることができた。大
東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）のＨ氏の存在も
大きく、老人問題に詳しい社団法人長寿社会文化協会創設者、Ｔ氏と引き合わせてくれた。
これらの人脈は、医療業界に有力なコネクションを持たない砂原にとって、実にありがた
い財産となった。 

◆ 事業計画が固まる 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.2 

◆ 東京民間救急センター開設準備室 
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『僕は言い出しっぺだけど、それほどお金があるわけじゃない。人脈もない。ところが七
人の侍というか、里見八犬伝みたいなもので、いろいろな方が加わって下さった。ドク
ターオブドクターズネットワークの時もそうですね。東大の大島先生や聖路加の日野原先
生、東京医科歯科大の藤田先生、順天堂大の北川先生など、ティーペックは本当に人に恵
まれた会社だと思いますよ。』 

 1989（平成元）年1月8日、日曜日。大まかな目鼻がついたところで、砂原は「東京民間
救急サービス設立準備室」を国際ビルの3階にある25坪のオフィスに開設する。事務所に
は椅子と机が一組、ワープロが1台。4月開業を目指し、砂原は事業計画書の作成、会社
設立に伴う諸作業に取りかかった。 
 故小渕首相が「平成」の年号を掲げて見せた翌日、すなわち平成第一日目のことである。 

 一方、資金面では砂原が1,000万円を出資、砂原の友人で不動産業を営むＭ氏が500万円、
さらにＭ氏の友人、Ｎ氏が500万円の出資と開業までのオフィスの提供を確約してくれた。
さらに勉強会に出席していた民間救急3社、東京民間救急サービスが1,000万円、Ｔ商事
が500万円、Ｙ花壇が500万円をそれぞれ出資することになり、新会社の資本金4,000万円
の目処が立った。 

 また、「医療の現場は悪く言えば村意識が強く、封建的で閉鎖的なところがありますか
ら、影響力のある厚生省OBを看板に据えてはどうですか？」という厚生省のアドバイスを
受け、館山氏に会長職を要請したところ、「私でできることがあれば応援しますよ」と快
諾していただいた。 
 砂原の友人、Ｋ氏もティーペック設立におけるキーマンの一人。彼は国内に1,100名しか
いない「アクチュアリー」の資格を保有。アクチュアリーとは保険商品などを企画する際、
リスク等を計算し、保険料を割り出す保険数理の専門家のことである。当社の商品は、保
険のような体系を取ったため、彼のスキルは大きな力となった。 

Vol.3へ続く 
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 砂原が書き上げた事業計画書をもとに週に1～2回、出資者や協力者が集まり、内容を煮
詰めていった。そして、最終的にできあがったのが「まごころ24」であった。 
 これは「患者搬送サービス」、「24時間の健康相談サービス」をパッケージした商品で、
保険や共済のような月々1,800円の掛け捨て制となっている。健康に不安を持つ人々や高
齢者など、個人契約者が主なターゲットとして想定された。 
 「24時間の健康相談サービス」は、24時間いつでも医師や看護師による適切なアドバイ
スが受けられること。「患者搬送サービス」は、退院時の搬送、転院、リハビリの際の
送り迎えなどが年12回（片道：30km以内か2時間以内）利用可能であるというものであっ
た。全て、砂原の母のケースや、砂原自身の経験から生まれたビジネスアイデアであっ
た。 
 その他、介護に関する相談、福祉サービスや施設情報の提供、情報誌の提供なども計画
に盛り込まれた。 

『ウチの母をリハビリ病院に連れていったとき、理学療法士が伸びきった母の右足を見
て言うんです。「伸びきった状態から、地面に足をおけるようになるまで、どれほど大
変で辛いか総合病院の人は分かってない」と。本来なら麻痺している足に靴状のものを
はかせ、曲げておくと、筋肉もあまり落ちないので歩行訓練がしやすいんだそうです。
病院はリハビリを考えた処置をしていないんですね。病院とリハビリ病院の連携が取れ
ていない。 
 それから、母が退院してから行政サービスを受けるために市役所に行きました。例えば
バリアフリーに関する補助金について聞こうとするでしょう。福祉課に行っても「知ら
ない」、老人福祉課でも「分からない」。縦割りなんですよ。民間なら課が違っていて
も「もう3ヶ月にもなるんですか？ それは大変ですね。バリアフリーについては社会福
祉協議会の担当になります。場所は3階のつきあたりですよ。お大事に」くらいは言いま
すよ。もうなんのために税金を払ってるんだという…。 

 ですから、新会社は利用者の立場を考えた医療・介護サービスの会社にしようと思って
いました。』 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.3 

第2章  ティーペックここに誕生 

◆まごころ２４が誕生 

 4月設立の予定は、出資金が揃うのが遅れ、6月にずれ込んだが、6月15日、無事船出を
果たす。社名は「東京民間救急センター」（1991（平成3）年にティーペックに社名変
更）、ロゴマークは清楚で若い女性看護師とした。ちなみに看護師のイメージモデルは
往年の名女優、オードリー・ヘップバーンである。 
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 東京民間救急センター設立時の経営陣は、常勤役員は砂原一人である。これにＮ氏の
会社から移籍した女性事務員2名が最初の戦力であった。 
 早速同年10月のサービス開始に向け、営業社員と各種スタッフの募集、マスコミへ
のニュースリリース活動、各種パンフレットの作成、搬送のためのネットワークと代
理店網の構築がスタートした。 
 また、開業1ヶ月後には資本金を一挙に1億2,000万円に引き上げた。Ｎ氏が出資分を
50％超の6,500万円に増額し、新たにAIU保険会社、アリコジャパン、大東京火災海上
保険（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）などが出資したのである。 
 さて、社員募集の方は古橋、根本が採用され、いよいよ顧客開拓がスタートする。 
 営業はまさに手作り。実績がないから、加入希望者の質問にも答えにくい。「どん
な相談が多いんですか」「どんな方が加入されているんですか」という定番の質問に
も答えようがない。営業マン全員で頭を付き合わせ、想定問答集のようなものを作っ
たりした。 
 営業マンの教育も手作りであった。まず、砂原に同行しトークを丸暗記する。これ
を客先で話すのだが、上手にできなければ途中で砂原が話を引き継いでしまう。新人
の営業マンは、こうして少しずつ、自分のトークの時間を伸ばしていった。 
 まず最初にアプローチしたのは老人会であった。全国の老人クラブを通して巨大
マーケットである高齢者を取り込もうと考えたのである。館山氏の紹介で全国老人ク
ラブ連合会のＦ専務理事に会い、「まごころ24」を売り込んだ。反応は実に良かった。
さらに東京都の老人クラブ連合会を紹介してもらうことに成功した。 

 『老人クラブは、例えば新宿区に新宿区老人クラブ連合会があって、その傘下に200
の単位クラブがある。一つのクラブに約50～200名の会員が所属しています。そこで
まず東京都老人クラブ連合会から新宿老人クラブ連合会を紹介してもらい、営業をか
けました。すると「これはいい、今度の三役会で時間をとるから説明してくれない
か」ということでした。三役会でも評判が良く「我々だけでは決められないので、今
度の総会の席で説明して欲しい」と言われたわけです。そこで新宿区役所の大会議室
で説明しましたが、加入は個人の任意になるので各単位クラブでも説明しなければな
らない。ですから新宿区の単位クラブを回って説明し、申込用紙を配布しました。そ
の他練馬、中野、杉並、三鷹、所沢、志木も同様に回りましたね。 
 新宿区の場合、説明後約2週間後に申込用紙の回収が行われるわけですが、結果は0、
1、0、0、1、0、0、0…。事業計画では1年間で5～10万人の加入者を見込んでい
たんですが、1年弱やって、わずか200名ほど。このペースでは100年やっても採算
がとれないことがわかってきました。』 

◆個人会員獲得の誤算 

Vol.4へ続く 
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 老人クラブを目標とした加入者獲得はこうして壁にぶつかる。が、1989（平成元）年10
月からサービスはすでに動き出しており、ドクターや看護師などの給与は出ていく一方
である。日中は常駐、夜間を電話転送で医師の相談員を置いたが、この11名の医師の年
間経費が約9,000万円。資本金1億2,000万円をあっという間に食いつぶしてしまう。 
 1990（平成2）年4月末日までの初年度の売上はわずか249万円。多少まとまった契約と
しては、富士火災の介護費用保険に付ける介護相談と、AIUの介護費用保険の健康相談で
あったが、これらは翌年度からのスタートであった。 
 そこで急遽、1990（平成2）年9月に、第三回の増資を実施。AIG、日本ダイナースクラ
ブ、ニチメン、大同生命保険などの出資を受け、資本金を1億9,000万円とした。 

 『とにかくやってもやってもうまくいかない。入ってくるお金より出ていく方が多い。
資金がなくなると増資、増資です。経理の社員に「あといくらある？」「2,500万円く
らいですかね」「なら1ヶ月半だな。しばらく営業ストップして増資のお願いに回るか」
という感じ。 
 創業3年間は本当に辛かったですよ。僕はもともと健康なんだけど、2年半で尿管結石が
4回。2回は救急車で運ばれたんですが、これが痛い。それに痛みが収まっても、石が膀
胱に下がってくるまで血の尿が出る。トイレが真っ赤になってとても恥ずかしかった。
「これが血の小便て言うんだ！」 
 また、当時僕はへビースモーカーだけれど咽が弱く、ストレスが溜まると1週間39℃く
らいの高熱が出るんです。3年間で6回は寝込みましたね。 
 当時は長いトンネル、出口の見えない上り坂のトンネルを歩いているような感じ。しか
も歩く度に荷物が重くなる。トンネルの出口なんて全く見えない。 
 冷静に考えると悪い予測しかできないので、途中から冷静になるのをやめました。なる
べくいい加減に楽観的に、です。「かのごとく哲学」でね。自己暗示をかけて、さも元
気「かのごとく」振る舞う（笑）。 
 とにかく、せっかく設立まで4年やり抜いてきたんですから、資金がなくなるまではや
り続けようと思ったんです。』 

 やがて出資者からも先行きを懸念する声が出始める。Ｎ、Ｍ両氏は経営から手を引きた
いと言ってきた。砂原は保険代理店時代にお世話になっていたAIUの故荻原氏を通じ、当
時のAIU Ｔ社長、板倉経理担当常務を説得、追加出資を頼み込んだ。また、アリコジャパ
ンのＦ社長にも働きかけ、両社の親会社であるAIGのＳ東南アジア担当副会長の説得に当
たった。特に板倉常務のこの事業に対しての理解とAIGの中の積極的な働きかけがＤ会長
などAIG NY本社を動かし、増資引き受けを実現させた。 
 こうして1990（平成2）年の秋までには、Ｎ氏、Ｍ氏に代わってAIGがメインスポンサー
となり、1991（平成3）年秋の最後の増資で、50％超の筆頭株主になったのである。板倉
常務はＭ氏に代わって2代目社長となった。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.4 

◆AIGが新スポンサーに 
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 流れが変わり始めたのは1991（平成3）年の春頃からである。 
 個人向け契約に見切りを付けた砂原は、1989（平成元）年末頃から新たな営業対象を模
索する。砂原が企業の福利厚生に売り込みを考えていると、館山会長から「健保を狙っ
ては」とのアドバイスがあった。館山会長は厚生省在籍当時、国民健康保険課の課長を
経験しており、健保には詳しかったのである。当時砂原には「健保」の知識はなく、全
く想定していなかった分野であった。さらに館山会長は厚生省のＴ氏（当時厚生省国民
健康保険課長）及び社会保険研究所のＫ部長に会う手はずを整えてくれた。 
 Ｔ氏の意見は、健保向けには「まごころ24」を電話相談と患者搬送を分け、電話相談だ
けでも採用可能にするべき、とのことであった。さらにマーケティング等で相談に乗っ
てくれたのである。 
 Ｔ氏とＫ氏のバックアップを受け、営業を展開したところ、電話相談のみの「ハロー健
康相談24」が5つの健保で採用になり、1991（平成3）年春からのサービス提供が決まっ
たのである。 
 さらに1991（平成3）年秋、同時に営業をかけていたカード会社との契約に成功した。
JCB、VISAなど４社のゴールドカードのユーザーサービスとして「ハロー健康相談24」が
採用されることになったのである。こちらも健康相談を選ぶのが大半だったのである。 
 業績は一挙に好転した。1991（平成3）年度（平成3年5月～平成4年4月）の契約会員企
業・団体は55社、1992（平成4）年度には念願の単年度黒字化を達成した。  

 『出資者に何度も店じまいを勧められたり、AIUからも出資のたびに「ホント大丈夫な
の？」と言われてましたからね。 
 古橋や根本もそう。1990（平成2）年の2月、3人目の営業社員として田代が入社し
たとき「今度入社の田代さん、結婚してるんですってね。そういう人採用して大丈夫な
んですか？ 僕らは独身だからいいけど」と言っていました。 
 立て続けに健保の採用が決まったときは、やったというより「これで潰れずに済んだ、
事業を続けられるぞ」という思いが強かったですね。 
 まあ、時にも恵まれました。1991（平成3）年にバブルが崩壊しましたが、最後の増
資が同年9月。もう1年早くバブルがはじけていたら4回目の増資はできず、ティーペッ
クは潰れていたと思います。』 

◆健康保険組合をターゲットに 

Vol.5へ続く 
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 当社はサービスを拡大する前に、当初、東京限定だった搬送サービスの全国化を図る
必要があった。そこで営業の合間を縫って、全国の民間救急センターを調べては説明
して回った。当時は資金がタイトだったため、砂原、古橋、根本、田代は1台の車で現
地入りし、それぞれアポを取った企業を訪問。徐々にネットワークを拡大していった
のである。 
 なお、全国の搬送サービスネットワーク（約160社）については思ったほど需要が伸
びず、最盛期でも売上5,000～6,000万円止まり。利用する民間救急業者も大都市圏の5
～6社程度で済むことがわかってきた。ただ、海外旅行先でのけがや病気で、成田から
病院や自宅への搬送ニーズは多く、年間最大200件の利用があった。最も利用が多かっ
たときには、新幹線や国内航空路線を利用したり、救急ヘリと提携するなどし、サー
ビスの向上に努めている。 
 また、人間ドックのネットワークも構築した。これはダイナースカードで採用され、
その後他のサービスと併用で利用されている。 最も苦心したのは、24時間の電話相
談システムの構築であった。初期には退職した医師、若手医師の団体と契約したが、
いずれもうまくいかなかった。高齢の医師の場合は、最新の医学情報に疎い方が多く、
むしろ相談者の方が本を何冊も読んでいて、はるかに詳しいケースも少なくなかった。 
 しかし最大の問題は、医師＝良き相談者ではない、という点であった。 

 『医師やヘルスカウンセラーはまず聞き上手であることが求められます。「そうですか、
大変でしたね」というだけで、相談者の不安は半分消えるものなんです。 

 しかし、医師も看護師も相談されるのが苦手。学校で教わっていませんからね。電話口
でも病院と同じような対応になっちゃう。「今何時だと思ってるの？」「そんなの電話
で分かるわけないだろ」「病院行けよ」――。これには本当に苦労しました。』 

 医師や看護師の採用にあたってはしっかり厳選「わかりやすく、懇切丁寧に、とこと
ん相談に乗る」をモットーに1991（平成3）年入社の奈良岡が中心となって、育成プロ
グラムを整備して教育採用に当たった。現在、ヘルスカウンセラーは200時間に及ぶ新
人研修のあと、さらに業務指導や事例検討会、定期勉強会によるスキルアップ研修を
行っているが、すでに創業間もない頃から原型はあり、以後手を加えつつ現在の形に発
展している。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.5 

◆サービス体制を整備する 

◆利用者の声を反映したサービス体制づくり 

 もうひとつ、サービス向上に当たって経営上、心がけたのが利用者の声のフィード
バックである。 
 前述した電話対応の改善に見られるように、なにげないクレームにも徹底的に、迅速
に対処した。電話による健康相談は世界でも初の事業だけに、むしろクレームの中にこ
そサービス向上や事業化のヒントが隠されていると考えたのである。 
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 出たクレームは、すぐに会議を開いて内容を検討し、対応策を話し合った。現在では
オペレーターが受けたクレームに対し、営業担当、メディカルコールセンターを加えた
3部門で即座に対策を立て、全部門に回覧させる体制を敷いている。 
 クレーム処理だけでなく、相談者のニーズの吸い上げも積極的に行った。創業時から、
電話相談者の性別、時間、相談内容など、すべてデータ化し、サービスの充実や新商品
の開発のヒントにしたのである。 
 これらデータが最も生かされているのは、スタッフ構成である。 
 当初、11名の内科ドクター、10名の正看護師、6名のオペレーターでローテーションを
回し、24時間いつでもドクター、正看護師、オペレーターがそれぞれ1名以上いる体制
を敷いていた。ところが相談を開始してみると、総相談件数の約80％と、女性の相談者
が圧倒的に多いことが分かったのである。内容は妊娠・出産・育児に関するものが大変
多い。そこで、産婦人科や小児科のドクター、保健師、助産師を厚めに採用し、対応し
た。 
 以降、相談者のニーズに従って、医師やヘルスカウンセラーの数、専門分野が拡充さ
れていった。主だったものでは、臨床心理士や精神保健福祉士、さらに介護保険制度が
始まってからはケアマネージャーの資格を持った看護師などを採用している。ちなみに
この考え方はmeficsやRainbow systemに継承されている。 

 単年度黒字を達成した平成4年度以降、ティーペックは順調に拡大を続けた。 
 1992（平成4）年2月には、現在の本社ビルであるSビル5階に移転する。25坪、3ブース
が、新ビルでは一挙に55坪15ブースに拡大した。だが、それもつかの間、同年9月にはそ
れでも間に合わなくなり、同ビル6階を借り受け、フロアの総面積110坪、23ブースへと
拡張した。わずか8ヶ月間のできごとであった。 
 このときオペレーションシステムにも大幅に手を加えている。国際ビル時代は、例えば
AIUのサービスなら、電話に「AIU」と、ダイナースであれば、「ダイナース」と書いた
札を電話に貼っておき、それぞれ対応していた。つまり、1ユーザー1回線だったわけで
ある。ところが顧客が増えるに従い、机の上は次第に受話器で混乱するようになった。 

 『契約を取る度にどんどん電話を増やしていたら、チャップリンのモダンタイムスみた
いになって。どの電話が鳴っているんだって状態になりましたよ。そこでNTTに相談し、
ビジネスフォンにコンソールボックスを導入しました。これは1台の電話に約40個のボタ
ンが付いており、ボタンの点灯でどの契約先向けの通話か判断するもの。話し中の状態を
作らないため、一つの契約先に2回線割り当てたので、20個ですね。ビジネスフォンのコ
ンソールボックスは当時「オベントバコ」と呼んでいました。Sビルに引っ越した頃は
「オベントバコA」「オベントバコB」の二つがあり、計40契約に対応していました。』 

 また、フリーダイヤルを導入し、遠距離ユーザーの負担を解消したのもこの頃である。 
 さらに1995（平成7）年からは、回線増加に対応して、NTT TS-200システムを導入した。
これは小型のPBX（構内交換機）と、20文字表示が可能な液晶が搭載されたビジネス
フォンによるもので、最大278回線を扱うことができる。ビジネスフォンの液晶には契
約先ユーザの表示が出るようカスタマイズした。これが初代Rainbow systemである。 

◆事業規模を拡大 

Vol.6へ続く 
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 「ハロー健康相談24」を「まごころ24」から切り離し、健康保険組合をターゲットに
してから、契約数は急速に伸びた。1992（平成4）年には約30組合、1993（平成5）年
には約60組合と契約した。 
 こうした契約の中には102万世帯、235万人が加入する巨大な組織もあった。 
これらのサービスが始まると、従来わずか年数十件だった相談件数が、最初だけで月
850件に跳ね上がった。利用者の評判は上々で、他でも採用の動きが強まり、 
関東・関西における大手私鉄健保の契約も一時期あらかた受注している。 

 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.6 

◆大型契約を続々成約 

このように、当社のビジネスは前例がないため、採用に踏み切るまでは時間がかかる
が、一度利用するとその良さが口コミ等で広がり、あっという間に契約が拡大して
いったのである。対象のマーケットも増えていき、カード会社、デベロッパーにも拡
大していった。 

◆時代に合わせた商品・サービスを拡充 

 積極的な営業活動を続ける一方、サービスの拡充に試行錯誤を繰り返していた。中に
は短期間でサービスを終えたものもあれば、今も継続しているものもある。 
  
 主な新サービスとしては、海外総合医療サービス（1990（平成2）年12月）、メンタル
ヘルス相談（1993（平成5）年4月）、「ウエルネックスセブン」（1994（平成6）年10
月）、「スカットエース」（1995（平成7）年11月）などがある。 
 
 メンタルヘルス相談は「ハロー健康相談24」の一部としてスタートしたサービスであ
る。当初は身体の相談だけだったが、次第にメンタルな相談が増加し、これに対応すべ
く新たに臨床心理士などをヘルスカウンセラーに加え、24時間のストレス相談を行った
のである。ストレス相談はやがてメンタルヘルスの専門家による面談カウンセリングへ
と充実していく。 
 
 Windows95の登場以降爆発的に普及し始めたPCに着目、コンピュータによる問診システ
ムサービスを提供した。これが、健康チェックを行う「ウエルネックスセブン」とメン
タルチェックのための「スカットエース」である。「ウエルネックスセブン」は国民健
康保険の加入者向け事業として、多くの自治体から採用していただいた。 
 同サービスは介護保険制度の導入と各市町村に対する助成金がうち切られた1999（平
成11）年に終了、2000（平成12）年からは高齢者向けの健康調査票、「にっこり健康づ
くり」にシフトしている。 
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 『1994（平成6）年頃からインフォームドコンセントや病院の機能区分、介護保険
制度の設立、2004（平成16）年の臨床研修医制度改革など、医療制度は大きく様変
わりしています。その都度、相談者のニーズも変化し、相談内容として顕在化するわ
けです。これが新しいサービスや商品のヒントになってきたんですね。 
 
 その最たるものが医療機関情報です。日本の医療制度は長寿国日本を支える優れた制
度ですが、欠点がいくつかある。 
医療機関情報がないこともその一つ。「国民皆保険制度」、つまり日本国中、どこに
いても平等な医療サービスが行われるという建前上、医療機関の広告、医療機関の評
価は制限されてきました。 
患者の立場に立った医療情報がないんです。当社に寄せられる専門医療機関・専門医
の問い合わせは非常に多かったんです。』 

 当社の医療機関情報はその後進化を続け、メフィックス（mefics＝Medical 
Facilities Information Center System）として開花するが、これについては後述する。 

 

Vol.7へ続く 

  
さらに1993（平成5）年4月から医療機関情報の提供を開始した。創業当初は、相談者近
辺の医療機関の診療時間情報だけだったが、医療関係データベースの専門会社と提携し、
各診療科目毎の医療機関データを提供するようになったのである。 
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 当社の経営が軌道に乗った1992（平成4）年頃から、当社の成功に刺激されてか、にわか
に24時間の健康電話相談に新規参入する企業が増加してきた。 
 1992（平成4）年、ダイヤルサービス株式会社が1987（昭和62）年から行っていた健康電
話相談を24時間化したのを皮切りに、1993（平成5）年には安全センターが同様のサービ
スを、保健同人社も1995（平成7）年から24時間の健康相談を始めた。その後、法研
（1996（平成8）年～）、東京海上メディカルサービス（1997（平成9）年～）、ライフケ
アパートナーズ（2001（平成13）年～）と、参入が相次いだ。 
 これらの後発組はいずれも当社の半分から1/3と契約金額が安かったため、当社も苦戦を
強いられた。特に相談利用率の低い団体がこうした後発組に流れるケースが続出したので
ある。 
 しかし、医師が常駐する電話相談サービスは当社しかなく、また、スタッフの質や膨大
な医療機関のデータベースなど、サービス面では当社が一歩も二歩も抜け出していたため、
大きく崩されることは少なかった。 
 例えば、年末年始の当番医情報は、現在でも他社にはないデータである。 

 『1994（平成6）年頃からでしょうか。ドクターやカウンセラーが「正月4日間の全
国の当番医や医療機関を調べて下さい」と言うんです。正月はどこの病院も、退院でき
る患者は退院させ、なるべく医師や看護師を休ませます。地区の医師会が正月中の当番
医を決めるんですが、その情報を提供できないと、正月にやっている意味がない、とい
うんですね。当時は全国で3,250ほどあった自治体にかたっぱしから電話して聞き出し
ました。採算など度外視です。営業も経理も全社員動員しましたね。』 

 このようにCS度の高いサービスを提供することで、競合との差別化を図った。その結果、
質の高いサービスを求めている団体向けの契約は当社が独占した。また、健康保険組合
以外では当社の独壇場が続き、銀行、デベロッパー向けの受注は大きく伸びていったの
である。 

 1995（平成7）年12月、当社はSビル4階を追加で借り、メディカルコールセンターを計32
ブースに拡充した。さらに翌1996（平成8）年10月には12ブースの大阪センターを開設、
計44ブースとした。1992（平成4）年年初の3ブースと比べれば約15倍である。内容的にも
メンタルヘルスケア相談件数増に対応し、1997（平成9）年には心理士相談枠を大幅に増
強した。 
 1998（平成10）年は中小企業からの脱皮の時期だった。成長が全体をイビツな状態にし
た。特に経理・総務の管理部門が営業やMCの足を引っ張った。ティーペックは本当にタイ
ムリーに人材に恵まれた会社である。 
 このタイミングで入社したのがAIUで総務部長、システム部長を歴任した宇津木氏である。
ティーペックに来てから数年間で管理部門を建て直し、そして規模の拡大や増設に合わせ、
IT化を積極的に推進していった。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.7 

◆競合他社の参入と企業からの受注増 

◆ブースの拡充とRainbow system3の稼動 
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 大阪相談業務部開設のタイミングで、コールセンターの情報システムを「Rainbow 
system2」に一新した。同システムはPCと電話を一体化、PC画面に契約内容等、3枚の情
報を表示可能にしたものである。 
 このシステムは2000（平成12）年、3年間の開発期間を経て、より高度なRainbow 
system3にバージョンアップされた。新システムは会員確認画面が一新され、また、相談
画面が備わったのもこのときからである。相談画面は「病名何でも検索」機能が付き、
800程度の病名と症状、対処法を瞬時に調べられるものである。確認画面と相談画面に
よって、カウンセリングの速度と質は飛躍的に向上した。 
 他に付け加えられたのが、相談者のデータを記入する回答画面である。 
 前述したように当社は、商品開発とCS向上のために、創業以来、相談者データを非常に
大切に扱ってきた。当初は手書きの受付カードで、当社控え、先方提出用、集計用の3枚
複写式であった。1995（平成7）年には労力を削減するべく、OCR（Optical Character 
Reader：光学式文字読み取り装置）を導入、各カウンセラーが書き留めた手書きデータ
のデータ化を図った。Rainbow system3ではこれを回答画面に直接入力する方法に改めた
のである。 

 『ペーパーレスのRainbow system3への切り替えは本当に大変だったです。責任者
のNさんをはじめ何人もダウンする程でした。 
 相談者の質問に答えながらキー入力ができる人は200名のメディカルコールセンター
員のうち約半数。残り半分は「キーボードって何？」「マウスって何？」という感じ
で、拒否反応が非常に強かったんです。それでも希望者には事前に教育したので、ス
タート時には約70％の相談スタッフが協力してくれましたね。残りの30％は派遣社
員による入力部隊で処理したんですが、そのうちだんだん協力してくれるようになり、
スタート3ヶ月後には約90％がキー入力に移行できました。1年経たずに100％入力
になったのですが、あの1年間は実に大変でした。』 

 Rainbow system3はその後さらにバージョンを上げ、Rainbow system4、Rainbow 
system5と進化し、より完成度の高いシステムになっている。 

Vol.8へ続く 
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 山一證券、三洋証券、日産生命の倒産、廃業の影響を強く受けた1996（平成8）年度
の落ち込みを除き、当社は1991（平成3）年頃から拡大基調を維持し続けた。電話相談
に加え、「テレビ電話健康相談」（1997（平成9）年2月）、VIP向けの「21世紀健康ク
ラブ」（同年8月）などの新サービスが始まったほか、メンタルヘルスの延長で、「セ
クハラ相談室」（2000（平成12）年1月）もスタートした。しかし、こうしたテコ入れ
にも関わらず、2000（平成12）年頃から売上高の伸びはペースダウン、約4年間にわた
り18億円前後で停滞するようになったのである。 
 1997（平成9）年頃から相次いだ生保や証券会社の経営破綻、不良債権処理に伴う大
手金融機関の破綻・廃業、統合、再編などで契約がうち切られるケースが続出したこ
と、何よりも景気悪化に伴い価格の安い競合他社への乗り換えが相次いだことなどが
原因であった。 
 成約してもその分だけ解約が出てしまう…。当社はもはや収益の柱を、電話相談だけ
に頼るのでは事業の拡大は見込めないと判断、これまでとは一線を画したサービスの
提供を模索した。 
 当社は現状を打破すべく、さまざまな方策を打ち出した。まず、関西市場へのテコ入
れを行った。 2002（平成14）年、大阪支店の営業社員を増員、翌2003（平成15）年2
月に大阪メディカルコールセンターを18ブースに拡張した。 
 そして次の一手が新サービスの投入であった。ドクターオブドクターズネットワーク
（以下D of D）の大型商品を投入し、さらにメンタルヘルスケアの充実を図ったので
ある。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.8 

◆低迷する売上、次の一手 

 2001（平成13）年に始まった「メンタルヘルスサポートシステム」（現「こころの
サポートシステム」）は、電話相談によるストレス相談からさらに一歩踏み込み、対
面によるカウンセリングを取り入れたメンタルヘルスケアプログラムである。 
 当社はメンタルヘルスの専門会社、株式会社Fとの提携でサービスを開始した。メ
ニューは、電話相談のほか、Webによるカウンセリング申し込み、1回50分（5回ま
で）の面談による面談カウンセリングを揃えた。面談場所は全国47都道府県、全60箇
所でスタートしたが現在は200箇所を超える全国ネットワークに発展している。 
 
 ちょうど世間では池田小学校事件やレッサーパンダ男の「理由なき殺人事件」が起
きた頃で、精神的な不調を訴える人が多く、発売当初から企業向けを中心に契約数は
順調に伸びた。初年度にあたる2002（平成14）年度は面談カウンセリングが178名、
561回の面接でのスタートであったが、2008（平成20）年度は3,061名、8,458回の面
談となっている。わずか6年で15倍の利用率になった。 

◆メンタルヘルス事業の充実を図る 

Vol.9へ続く 
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 頭打ちの続く当社の業績に再び強い揚力を与えたのが、名医紹介システム、D of Dの構
築である。取り組みは意外に古く、1994（平成6）年には調査・研究を開始している。 
 D of Dの核となる「名医紹介」のアイデアは、長年砂原が温めてきたものであった。 

 『僕が20歳の頃、叔父の奥さんが44歳のときに肺ガンで亡くなりました。8月後半、左
手が上がらないと入院、9月末にあっと言う間に息を引き取ったわけです。その時、ガン
というのは「死の病」なんだなと実感しました。ところが30歳の頃、今度は義理の母の
60歳になる長兄にかなり進行した胃ガンが見つかりました。十中八九ダメだろうと言わ
れていたのですが、東京女子医大の名医の手術を受けて助かり、80代後半まで長生きし
ました。 
 結局、死の病と言われるガンでも、名医にかかれば治る確率は非常に高いが、叔父の奥さ
んのように地域の病院にかかると、死の宣告をされるに等しい病ということなんです。 
 相談者から名医を紹介して欲しいという要望が大きかったのも事実ですが、もとは私自身
のこの2人の経験がきっかけでした。』 

  砂原の計画を知った周囲は、皆一様に反対した。学閥のある医学界は封建的だから、ド
クターがドクターを評価し、推薦するような横のつながりなど構築できるわけがない、
というのが大方の理由である。とりわけ医学界の実状をよく知る人ほど猛然と反対した。
古参の社員をはじめ砂原の友人で、創業期からの支援者である藤田紘一郎現取締役（東
京医科歯科大学名誉教授）でさえ「砂原さんは医学の世界を知らないんだ。そんなに甘
くはない」と再三反対したほどである。 

 ところが砂原は、あきらめない。 

 『電話相談の時だって何度も否定されてますし、苦にはなりませんでした。というより
「できっこない」と言われたほうがむしろ燃えます。 
 僕は大学3年の時に有限会社を作り、24歳で保険代理店を立ち上げた。保険代理店は多摩
でもダントツ1位の売上でした。そして38歳の時にティーペックを作った。その過程で
「誰にでもできる事を、誰もできないくらいやる」のは非常に効果的だ、ということを学
んだのです。 
 例えば叔父から50万円借りるために、6時間土下座をしたこともある。 
 また、保険代理店を始めた当初、飛び込みを1日50軒と決めてやったのですが、始めたら
最後、交番だろうが病院だろうが薬局だろうが、通り沿いに1軒残らず飛び込む。これがい
やでね。早く飛び込みを終わらせたいから、そのうち目標を55軒、翌日は60軒、翌々日
は65軒とだんだん上げていったんです。 
 D of Dもそう。誰でもできる、けど誰もやらない。できっこないと決め付けてしまう。』 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.9 

第3章  誰もが不可能と考えた「名医紹介システム」を完成 

◆高度医療、専門医療のネットワークを 
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 砂原は、自分の人脈を総動員して各医師を説得して回った。確かに、学閥や診療科目ご
とに縦割り傾向の強い日本の医学界にあって、名医紹介ネットのような横断的組織を作
るのは極めて難しく、目に見えるほど劇的な進展はなかった。電話相談の時あれほど相
談に乗ってくれた厚生省ですら、この件については積極的でなかった。 
 そんなとき、運命の女神と言うべきか、砂原のアイデアに賛同してくれる医師が現れる。
聖路加国際病院理事長、日野原重明先生、東大医学部元教授の大島正光先生であった。 
 1993（平成5）年に砂原は、とある講演会を通じてモダン・ヘルスケア研究部会の幹事、
東京大学の山野井昇先生と知り合う。同研究会はゼネコンや保険会社で構成される研究
会で、砂原はここで講演するよう依頼された。その席上、座長を務める日野原先生と面
識を持つに至るのである。 

 『日野原先生はご高齢ですが、考えていらっしゃることは若い医師よりも斬新で、名医
紹介サービスの話も「大変だろうがおもしろいじゃないか。ぼくでよければ協力するよ」
と言ってくださった。 
 聖路加国際病院は日本中の医師のあこがれで、聖路加の臨床医に成るべく全国から優れ
た医師が集まります。従ってレベルが高い。先生も医師の能力が治療を左右することをよ
くご存じなんですね。 
 また話をしていく中で、アメリカのようなセカンドオピニオン制度、つまりかかりつけ
の医師が診断（ファーストオピニオン）し、病気によっては専門医も診断するというしく
みもあるよ、というアドバイスもいただきました。これは2005（平成17）年4月に、
厚生労働省がセカンドオピニオン制度を導入するより10年も前の話です。 
 こうして日野原先生から室蘭日鋼記念病院、岡山の倉敷中央病院、大阪の北野病院、済
生会熊本病院などをご紹介いただきました。また、大島先生からも東大の人脈を紹介して
いただきました。紹介された方々は本来なら雲の上の人、簡単に会えません。しかし、日
野原先生や大島先生の紹介があればこわいものなしなんです。とはいえ、錚々たるメン
バーですからまずは人間の中身で勝負しなければなりませんでした。 
 こうしてできたネットワークは、当社のメインの財産、といっても過言ではありませ
ん。』 

 砂原は評議員会の企画書を練り上げては何度も日野原先生のもとを訪れ、アドバイスを
いただいた。これを携え、日野原先生や大島先生の紹介先へ出向き、丹念に説いて回る。
そしてそこからさらに医師を紹介してもらう。これを丹念に繰り返したのである。 
 こうした説得が功を奏し、賛同する医師は順調に増えた。1994（平成6）年にティーペッ
ク内に準備室を開設するとともに、日野原先生を座長とする評議員会を立ち上げたのであ
る。評議員には日野原先生、大島先生を筆頭に、順天堂大学の廣瀬俊一先生、北川龍一先
生、癌研有明病院の武藤徹一郎先生、前出の藤田紘一郎先生、聖路加病院の櫻井健司院長、
東京女子医大の横山泉先生らが名を連ねて下さった。 
 どの先生も世界レベルの大変な名医だけに、医学界に身を置く人が名簿を見、絶句する
こともしばしばだったという。 

◆日野原先生、大島先生を突破口に 
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 こうして1994（平成6）年から「名医紹介ネットワーク」の調査・研究・協議がスター
ト。2000（平成12）年10月、関東評議員会が発足、関東地区におけるベストドクター350
名を認定した。医学界では「できっこない」といわれたことが結実した瞬間であった。 
 翌2001（平成13）年10月には関西評議員会が発足、2005（平成17）年までに日本全国で
6評議員会が発足し、それぞれ地区の優秀専門医を認定したのである。 
 また、ハロー健康相談24に名医紹介サービスを加えた企業・団体向け商品「D of D」は、
2001（平成13）年頃に商品化、株主である保険会社を中心に営業を掛けた。しかし当初、
関東・関西に限られたため、契約には至っていない。ただしサービスそのものは別の形
で2003（平成15）年4月からスタートしている。生命保険会社の採用が決まったのは、全
国化の目処が付いた2004（平成16）年。アリコジャパンが最初に採用してくれた。 
 名医紹介サービスに対する反響にはものすごいものがあった。サンキューコールが鳴り
やまないのである。「ティーペックさんに命を救われた」「いい先生を紹介してくれ
た」という電話が、ひっきりなしにかかってくるのである。D of Dを付けたAIUやアリコ
の商品は売上が跳ね上がった。 
 ちなみにD of Dの初年度、2002（平成14）年の利用者は694件。翌年が3,377件、2005
（平成17）年には1万3,648件と1万件を軽々超えた。 

 ところでこの時期、当社は電話相談の質的な向上を目指し、大きな課題に取り組んでい
る。 
 それは電話相談の目玉である「医療機関情報」の充実であった。従来、医療機関情報は
株式会社Ｗ社と提携して始めたものであるが、情報精度・鮮度ともに低く、1998（平成
10）年からティーペックの持つ専門医データベースを追加、医療検索システムを一新し
ていた。2001（平成13）年4月からは営業開発部が中心となって当社完全オリジナルデー
タベースの構築作業を開始し、同年11月には医療機関情報室（現情報システム室）が設
立された。そして2003（平成15）年から、新医療機関情報検索システム（DB）「メ
フィックス（mefics＝Medical Facilities Information Center System）」が稼働した
のである。 
 わが国では診療科目を38に分けるのが普通であるが、Ｙさんのアイデアで出来上がった
メフィックスでは利用者のニーズに沿って診療科目とは別に、窓口別専門医検索方法を
考案。15の分類をさらに245項目に細分化、微に入り細をうがった情報提供を可能にした。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.10 

◆DofD（ドクターオブドクターズネットワーク）事業がスタート 

◆メフィックスの構築 
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 メフィックスの情報はRainbow systemで提供され、利用者の要請に応じて該当する医療
機関情報を即座に提供できるようになっている。また20周年を記念して、一部の情報
（「医療機関の基本情報：医療機関名、所在地、連絡先、診療科目、受付時間、地図な
ど」及び、「人間ドック」、「メンタル」の専門医情報）を2009（平成21）年4月1日付
でwebで無償提供を開始したが、膨大な情報量（約16万件）で他社の追随を許さない点は、
自他共に認めるところである。 

 『38の診療科目ではとても足りないですよ。当社は創業以来20年間、利用者の声を漏
らさず聞き続け診療科目や窓口別専門医を増やしてきたんですが、例えば産婦人科系で
は29項目に分類。そのうち出産だけでも無痛分娩、立ち合い分娩、ラマーズ法、水中出
産、ソフロロジー式分娩、女医のいる産婦人科、母乳外来のある病院などにわけていま
す。男性医ではダメな人、自然分娩、水中出産などを希望する人など、出産にもさまざ
まなニーズがあるのです。その他、安全に子宮筋腫を除去する子宮動脈塞栓術、切開せ
ずに子宮頸癌や乳ガンを治療するFUS（集束超音波治療）など、最新の治療が可能な施
設の情報を求めている方もいます。どこに病院があって費用はどのくらいかかり、それ
が自分に適用できるのかどうか、どのような薬を使うのか、利用者が知りたいことは山
ほどあるんです。』 
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 2004（平成16）年度に、経営基盤の大幅な整備・拡充が行われた。 
 まず、経営トップとして砂原が代表取締役社長に就き、副社長に宇津木氏、住友銀行から
来たＫが守りの要の管理本部長に就任、新たなマネージメント体制とした。これを機会に
「良い事はすぐやる、どんどんやる、とことんやる」をモットーに社内の組織改革が行わ
れ、経営理念『ティーペックは「誠の幸福とは、心身ともに健康な生涯を送ることにあ
る。」と考え、その生涯づくりに貢献いたします。』の創設と4つのスタイルを決める。そ
して、相談業務部を「東京メディカルコールセンター」と改称、5課体制（ハロー健康相談、
メンタルヘルス、D of D、教育、内務）とした。2005（平成17）年度から営業本部、MC本
部、管理本部の3本部体制に移行、2006（平成18）年1月には営業部が現在の台和上野ビル9
階に移転するとともに2006（平成18）年1月にはメディカルコンタクトセンター室が新設さ
れた。 
 設備投資では、2003（平成15）年12月にVPNを採用した社内ネットワーク（光回線）の稼
働を開始し、翌年にはプライバシーマーク導入（2005（平成17）年5月）に伴うドアセキュ
リティー、コンピュータセキュリティー、TSS（契約管理・経理システム）、サイボウズな
どの運用がスタートした。翌2005（平成17）年は新勤務管理システム「ナイスシフト」の
導入など、着々と設備や勤務環境の更新が図られた。 
 また、組織・人事面では2004（平成16）年に新人事制度の制定、目標管理制度が導入され、
当直制によるメディカルコールセンターの24時間体制が敷かれた。 
 日本に電話相談による健康サービスを根付かせようと、数名が夜に日を継いで営業を掛け
ていた頃には考えられないほど、この時期、企業としての体裁が整えられていったのであ
る。 
 長引く不況の影響で、2003（平成15）年頃から健保数が漸減する厳しい状況下にもかかわ
らず、当社は2004（平成16）年度、初めて20億円の売上を突破した。「ハロー健康相談
24」が若干落ち込んだものの、「D of D」が前期比186％、「メンタルヘルスサポートシス
テム」が同211％、個人・中小企業向けの「新21世紀健康クラブ」が同188％と、大幅に売
上を伸ばしたのである。 
 

 『ティーペックが企業として大切にしている新たに決めた4つのスタイルがあります。 
 一つ目は、公平な評価のティーペック。努力した人間は正しく報われなければならないと
いうことです。 
 二つ目が風通しの良いティーペック。例えば当社では、常勤の取締役とMクラスの社員の
昼食会を週1回開いています。「マネジメントは今こんなことを考えているけど、君はどう
思う？」というようなやりとりをするわけです。そういう意味で、創業以来コミュニケー
ションは非常に大切にしています。 
 三つ目が常に前向きで建設的なティーペック。安定的に成長を続けようということです。 
 四つ目が、社員は宝。例えば当社は、大手ほどではありませんが、身の丈にあった最大限
の福利厚生の実施と社員待遇を心がけています。当社が提供するサービスは、いち早く社員
にも提供されています。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.11 

◆企業基盤の拡充と強化 
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 創業以来当社は、健康保険組合の福利厚生事業、銀行や保険会社のお客様サービス向け
の商品を 開発してきた。いずれも最終受益者は社員や保険加入者個人となる。 
 ところが1998（平成10）年頃から、職場におけるこころの病が、大きな社会問題として
顕在化するようになった。こうしたケースでは社員本人はもちろん企業としても、組織
のパフォーマンス低下や事業推進の妨げとなる。ヘルスケアは単なる福利厚生ではなく、
人事労務管理と密接に関わりを持つようになり、リスクマネジメントの一環として「EAP
（Employee Assistance Program：従業員支援プログラム）」への関心が高まってきた。 
 EAPとは『会社の生産性に関係する事柄で、従業員に対する仕事上に影響を及ぼす個人
的問題の発見、解決を援助する』と定義される。具体的には職場の生産性に直結する諸
要因、例えば社員のストレスや病気、家庭内の問題などを解決しようと言うもので、結
婚相談のようなものまで含まれる。当社のサービスもほぼEAPに含まれるが、特にメンタ
ルヘルスの相談を始めてからは、企業のリスク管理に直結するような商品が次第に多く
なっていたのである。 
 そこで2004（平成16）年から当社は『心・身ともに健康に』『家族も健康に』『全事業
所・全従業員に均一のサービスを』をモットーに、メンタルヘルスを中心としたEAP事業
へと参入を開始した。 
 同年4月、「セクハラ・パワハラ・アカハラ相談室」を、翌2005（平成17）年に「スト
レスチェック組織診断」「法律相談サービス」を、2007（平成19）年10月から「復職支
援」を始めた。「法律相談」とは、社員個人が抱える問題について、小笠原国際総合法
律事務所がwebやFAX、面談で法的なアドバイスを行うもので、「復職支援」は、うつ病
等で休職した社員の職場復帰を治療や経済面で支援するものである。 

 『法律相談は当社独自のサービスです。過去のメンタルヘルスの利用状況によれば、一
人で複数の問題を抱えているケースがほとんどでした。男性であれば介護、扶養の問題、
経済問題ですね。 
 こうした問題の約20％は法律問題が絡んでいるため、メンタル相談の一つとして法律相
談を始めたわけです。例えば悪質な借金取り立てなどは、弁護士の電話一本でほとんど
なくなります。まぁ問題全てを解決できるわけではありませんが、相談者は心理的に相
当楽になるんですね。法律相談は非常に好評で、このサービスがあるがゆえに成約した
企業も多いですね。』 

 ところでEAPは企業が対象となるため、潜在的な市場は大変大きなものがある。わが国の
少子高齢化を睨み、健康相談のリーディングカンパニーの当社は、この巨大な市場に積極
参入することになった。 

僕にとって社員は、1回しかない人生で同じ釜の飯を食う仲間なんです。社員、契約社員、
提携スタッフ入れても800名でしょ。1億3,000万人のうちの800名ですよ。きれい事
かもしれませんが、僕は人生の先輩だから、みんなの応援団長だと思ってるんです。「仲
間」というあったかいものを大切にし、思いやりを持っていこうと。』 

◆健康相談からEAPへ 
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 2006（平成18）年、当社はEAPのリーディングカンパニーを目指す方針を正式に固め、
EAP推進室（現EAPセンター）を設置した。従業員や家族向けのサービスに加え、企業の
人事労務担当や保険スタッフに必要なEAPサービスの開発に全力を挙げた。 
 2007（平成19）年にスタートしたサービスは「コンプライアンス通報サービス」「ここ
ろの専門医ネットワーク」の二つである。「コンプライアンス通報」とは、いわゆる内
部告発者の保護のことで、「こころの専門医ネットワーク」はメンタルヘルス版D of D
である。また、中小企業でも導入しやすいよう、EAPサービスをパッケージ化した「EAP
パッケージ」を発売した。 
 2008（平成20）年には、「人事労務ホットライン」がスタートした。心理、労務の専門
家による休職者・復職者への対応アドバイス、就業規則の見直し支援、こころの病の予
防・対策を支援するものである。 
 これ以外にも、アセスメントによる人事・労務プランの作成、株主による役員訴訟が行
われた場合、金銭的に役員を支援する役員賠償保険、カウンセラー定期訪問サービス、
あるいは実際に職場が崩壊した際に介入する危機介入サービスを準備中である。 

 わが国の医療制度は、2005（平成17）年に発表された医療制度改革大綱に従い、時代に
即した内容へと改められつつある。2008（平成20）年の「特定健康診査・特定保健指
導」の医療保険者への義務化、「後期高齢者医療制度」など、新制度の制定は当社の電
話相談サービスにとって、大きなビジネスチャンスとなりつつある。 
 2005（平成17）年、厚生労働省は少子化対策の一環として、子供の病気に関する電話健
康相談、「小児救急電話相談事業」を行うよう各都道府県に義務づけた。当初、都道府
県の医師会や専用の保健センターが担当したが、利用率の伸び悩み等もあり、年間経費
の半額補助付でアウトソーシングが可能となった。 
 当社は2007（平成19）年4月にＳ県、Ｇ県の事業を受託。この2県での評価が非常に高
かったことから、Ｆ県、Ｗ県、Ｎ県からも連続して受託することになった。当社は民間
委託7県のうち5県と契約を結んでいるが今後、さらに市場は拡大すると見られている。 
 2008（平成20）年4月からの「特定健康診査・特定保健指導」の医療保険者への義務化
に当たっては、当社はMCC（メディカルコンタクトセンター）を設置し、健康指導のため
のアウトバウンド業務を開始した。これはデータベースを見ながら、電話で保健指導を
行うもので、契約健保を中心にサービスの提供を行っている。 

 日本の医療をより良く発展させるため、ティーペック株式会社は医療関
連サービスの開発に日夜努力し続けてきた。ハロー健康相談24、こころの
サポートシステム、ティーペックEAP、そして日本の医学会を代表する先
生方にご協力いただいたドクターオブドクターズネットワーク。彼らは革
新的な医療関連サービスを次々と生み出していった。しかしそのあゆみは
決して平坦なものではなかった―。 
 
 ティーペック株式会社がこれまでの20年間を、砂原社長へのインタ
ビューを元にまとめた歴史編。（全12回シリーズ） Vol.12 

第4章  医療業界の新しい明日に向けて 

◆EAPのリーディングカンパニーを目指す 

◆時代の新たな要請に応える 
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 また「識別（トリアージ）救急」支援業務のニーズも高まっている。昨今、軽傷でも救急
車を利用するなど、救急車の出動回数が激増し、緊急を要する患者の搬送に支障を来す事
態が増えており、患者のトリアージが緊急課題となっていた。 
 兵庫県伊丹市では2008（平成20）年7月から、全市民を対象に24時間の健康・医療相談
サービス「いたみ健康・医療相談ダイヤル24」を実施、当社が業務を受託した。 
 これは予想以上に効果があり、救急車の出動回数が減ったほか、最初の2ヶ月で3,500件も
の利用があった。その後、当社は神奈川県横浜市が軽傷でありながら救急車を呼んだ場合、
罰則を設けることを新聞等で知り、同市にアプローチ、119番の電話受け付けサポートを受
託した。  
横浜市に対する支援業務は2008（平成20）年10月にスタート。また、神奈川県横浜市安全
管理局はティーペックの電話相談に、119番通報の軽傷者対応を加えたものである。すなわ
ち、119番通報を受けた消防指令センターが軽傷と判断した場合、当社に電話転送するもの
である。その結果、スタート1ヶ月で約100件は当社の対応で済むなど、こちらも大きな成
果を挙げている。 

 EAPへの進出などによって当社の陣容は再び拡大傾向となった。2006（平成18）年2月、東
京MCを84ブースに拡充、大阪の18ブースと合わせ、102ブースとなり、初めて3桁の大台に
乗った。 
 ところでオペレーター職には適性があり、優秀な人材は数が限られている。コンペチター
がひしめく東京だけでMCを拡大するのは限界がある。そこで当社は2009（平成21）年1月、
横浜市向けの119番サポート業務の絡みもあり、23ブースの横浜MCを開設したのである。
2008（平成20）年のMCCの18ブースを含めて当社の総相談ブースは143となった。 
 横浜MC開設を契機に、システムにも大幅な変更を加え、2007（平成19）年10月から新シス
テム、Rainbow system5の運用を始めた。同システムは基本機能こそRainbow system3を発
展させたものだが、一元管理機能が付いた点が新しい。すなわち、どのフロアでも、大阪
や横浜にいてさえも、ティーペック全体の相談受付状況が一目で分かるのである。大阪が
手一杯の時、東京や横浜のオペレーターが相談を受けることも可能で、話し中はほぼなく
なった。それ以上に大きなメリットは、Rainbow system5があれば、札幌、名古屋、博多な
ど、場所を問わずMCが開設できるという点である。人材確保面で断然有利となったのであ
る。 
 前述したように、中小向け「EAPパッケージ」の需要増、かつ「小児救急電話相談事業」
「識別救急支援」で、市場は全国に拡大している。当社はこれを好機と捉え、今後、地方
進出を図るが、Rainbow system5がその大きな武器となることは間違いない。 

 24時間の電話相談で創業し、D of D、EAP、そして自治体支援など、当社の業容はなお拡
大を続けている。これらの大半は砂原の言う誰にでもできる事を、誰もやらないくらい
やった結果であった。 

 『ティーペックを作ったときは株式を公開して上場企業になろうという経済的な欲もあ
りました。ですが僕個人は、ティーペックを作る前にビジネスマンとしてそこそこ成功し
ていましたから、それ以上に1回しかない人生、何とか仕事を通じて社会に還元したいと
いう公的な欲求もまた強かったんです。 
 確かに血の小便も出ました。地獄もいっぱい見ましたが、諦めなければ絶対に達成する
んだという人生観がある。諦めないで努力し続ければ、必ず達成できると。』 

 当社はこれからも、「誰にでもできる事を、誰もできないくらいやる」精神で新たな課題
に果敢に挑戦し、人々の体と心の健康を支え、幸福に貢献し続けていく所存である。最後
に、これまでの暖かいご支援、ご鞭撻に深く感謝し、かつ今後の皆さんの期待に応えられ
るよう努力し続けることを誓い、本稿の締めとしたい。 

◆全国展開への助走 

◆未来へ向けて 

～完～ 
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