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在宅療養支援 楓の風グループ 概要 

    ■通所介護事業部■ 
     
 ・デイサービス高ヶ坂（町田市受託） 
 ・デイサービス藤の台 
 ・デイサービス忠生（町田市受託） 
 ・マザーリーフリハビリデイサービス 
 ・リハビリテーション颯 町田 
 ・リハビリテーション颯 町田木曽 
 ・リハビリテーション颯 金沢文庫  
 ・リハビリテーション颯 原町田 
 ・リハビリテーション颯 横浜青葉 
 ・リハビリテーション颯 横浜都筑 FC 
 ・リハビリテーション颯 山形霞城 FC 
 ・リハビリテーション颯 神戸長田 FC 
 ・リハビリテーション颯 大阪北 FC 
 ・リハビリテーション颯 愛知とよた FC  
 ・リハビリテーション颯 岡山中央 
 ・リハビリテーション颯 太子 FC 
 ・リハビリテーション颯 絆 FC 
 ・リハビリテーション颯 倉敷 FC 
 ・リハビリテーション颯 水島 FC 
 ・ハピネリハビリテーション颯 FC 
 ・リハデイサービス颯 浦山 FC 
 ・リハビリテーション颯 福山駅家 FC 
 ・リハビリテーション颯 福山手城 FC 
 ・リハビリテーション颯 横浜磯子  
 ・リハビリテーション颯 高松 FC  
 ・リハビリテーション颯 横須賀 FC 
 ・リハビリテーション港南の樹 FC 
 ・リハビリテーション颯 横浜戸塚 
 ・リハビリテーション颯 みやまえ FC 
 ・リハビリテーション颯 呉 FC 
 ・リハビリテーション颯 諏訪 FC 
～５０箇所のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ颯開設へ～ 

      ■在宅ホスピス事業部■  
        
＜総合相談部＞ 
 ・楓の風在宅ホスピス総合相談部 
 ・居宅介護支援事業所（末期・重度専門）   
 
＜２４H在宅ホスピス特化訪問看護ステーション＞ 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風 町田 機能強化型 

 ・在宅療養支援ステーション楓の風金沢文庫 機能強化型 

 ・在宅療養支援ステーション楓の風横浜青葉 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風横浜あさひ 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風みやまえ  
 ・在宅療養支援ステーション楓の風やまと 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風国立 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風磯子 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風世田谷 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風高島平 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風湘南藤沢 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風湘南平塚 
 ・在宅療養支援ステーション楓の風戸塚 
 ・平成２７年度 更に２箇所開設予定 
 
＜重度特化訪問介護事業所＞ 
 ・在宅療養支援ﾏｻﾞｰﾘｰﾌ 横浜金沢 
 
＜機能強化型在宅療養支援診療所・外来診療＞ 
 ・在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ楓の風 
 ・サンメディカルクリニック あおば    
 

   

在宅医療・介護業界における事業運営システムの追求と良質な人材の創出により、 
良質な介護サービス、医療サービスを創造し、高齢化社会への具体的貢献を目指す。 

特定非営利活動法人 楓の風 

医療法人社団楓の風 
医療法人社団咲月会 

株式会社サンメディカル 

有限会社マザーリーフ 

株式会社楓の風 

■ 戦略室      ■ 管理部  

資本金 １４，１００万円 

３１拠点                             １６拠点 

本部：東京都町田市成瀬が丘２－２－２ 
    http://www.kaedenokaze.com/ 
         info@kaedenokaze.com 
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楓の風の訪問看護 
医療の敗北としての「死」から人生の終焉としての「死」へ 

  Mission１ 文化を創る 
    家で最期を迎える文化、思想の普及促進     

   Mission２ 人を育てる 
    在宅ホスピスナースの採用、育成活動 

   Mission３ 志を広げる 
    志を同じくする看護師ネットワーク、事業所ネットワークを、拡大 
◆700名に及ぶ在宅看取りの支援◆24時間365日の確実な相談・訪問 
◆患者・家族との協働によりかなえる「家族による看取り」=エンパワメント 

⇒医療費削減・医療資源の効率的活用・生産性向上（看護師のモチベーション向上） 
 ⇒家族復興・地域復興・人間性の復興 

 

Ｄｉｅ ｉｎ Ｐｌａｃｅ 
諸外国における看取りの場所 



在宅療養支援ステーション楓の風 

町田 

機能強化型Ⅰ 
平成２６年８月～ 

機能強化型Ⅰ 
平成２６年４月～ 

機能強化型Ⅰ 
平成２８年２月～予定 

      在宅療養支援ステーション 楓の風 概要 
         （運営：株式会社 楓の風 H25設立 資本金14,100万円 ） 

■訪問看護ステーション 
 １４拠点  
 
■正看護師  常勤 ６４名       
      非常勤  ６名 
                 内 看護学修士 ４名 
                      がん看護認定 １名             
                          緩和認定 ８名 
                            精神認定 １名 
                          
     ※H27年１１月末現在 

 
■全て２４時間３６５日 
 

■家で最期を生きる 
 支援実績数 

 平成２６年度 

  ３５６件 
  ※病院搬送後死亡確認含む  
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訪問看護における負のスパイラルの現状 
患者 家族 看護師 事業者 

・家に帰りたい 
・家族に負担をかけたくない 
・不安 

・可能なら家で見てあげたい  
・自分にできるのか不安 
・家ではいざという時不安 
・介護は負担 
 

・看護師不足による過剰労働 
・24時間365日の負担 
・研修も受けられない 
・休みも取れない 
・もっとやってあげたい 
・患者がかわいそう 

・赤字 
・看護師確保困難 
・廃業 
・小規模事業 

 

①慢性的な看護師不足、運営に苦しみ、２４時間支えられぬ訪問看護ステーション 
②浅はかな開業支援モデルの台頭により、品位無き看護事業者の台頭 
③利益至上主義者の流入による、品位無き訪問看護過剰サービスの横行 

 
    「利益市場主義」「哲学なき看護」により 
                    ⇒患者、家族を自立させない・自立させることができない 
 患者・家族⇒家で生活する本来の目的「自分らしく生きる」ことができない、すなわち在宅 
         療養を選択した意義が実感できない 
  看護師 ⇒効力感を持てない、喜びを感じられない、24時間365日の負担により疲弊 
         負担が大きい仕事というイメージの定着 
  事業者 ⇒看護師を確保できない、経営悪化 
 





健康とは 
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、
精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。（日本WHO協会訳） 
 

Well-being  「人生のより良い在り方」 
健康寿命の延長＝予防 
            ＝【病気になってから、障害を抱えてからの健康】 well-being 
 

国民のＱＯＬの向上 
国民医療費の抑制 
雇用の拡大 
経済の成長 

病
気 

健康 健康 

病気にならない・早期発見 well-being 

 市場創出 
 産業育成 

 市場創出 
 産業育成 

０１．もう一つの「健康寿命の延長」 



患者・家族 

医療・介護の拡充に 
よる手厚いサービス 

 手厚い医療・介護を追求するなら 
 医療機関・施設にかなわない 
 要するに不十分・満足はない 

節度のある医療 
品のある医療 

０２．上流の顧客価値へのアプローチ 

状況は変えられなくとも、認識は変えられる 

やりたい事ができる 価値ある人生と思える 

？ ？ ？ 

？ ？ 

人の世話にならない 

人の役に立つ 

人との関係の中にある 

経験価値創造 見果てぬ安心追求 

つながり 
役割 
 



『安心・安全』がほしい人は施設や病院に入ります。 
在宅医療・介護でアピールすべきは、 

『安心・安全』ではなく、『価値ある今日を生きる支援』 

 自由な生活 
 趣味ができる 
 好きなところに行かれる 
 親の役割を果たす 
 親孝行をする 
 世話になった人にお礼を言う 
 家族に「ありがとう」を伝える 
 さよならを伝える 
 我慢してきた、○○をする 
 生きた証を残す 
 財産整理 
 自分の経験を伝える 
 若い人の役に立つ 
 思いでの地を訪問する 

価
値
あ
る
今
日
を
生
き
る
経
験
価
値
創
造 

 「安心・安全至上主義」からの脱却 
 手厚いケアより、手薄でも自立 
 サービスにより、自助・互助を育てる 
 本人の選択と家族の心構えを育てる 

 病状の安定 
 医療処置 
 適切な緩和 
 看取り教育など 



売りに行きにく
いものは、 

買いにきてもら
える仕組み 
 

在宅末期対象の商品の特徴 
 ・狭いセグメント 
 ・スモールビジネス 
 ・顧客が買いにいかれない 
 ・セールスしづらい（死はタブー） 
 ・医療とのかかわりが必要 
 ・個別性・嗜好性が高い 
 ・いわばカスタムメイド 

末期の人との接点を
有する訪問看護を加
えることにより 

対象顧客の拡大し、
導入障壁を下げる ロングテール 

複数の事業者が参
加し、末期の人が
利用者となり、提供
者ともなるエコシス
テム 

「おひとり様」 マイナーからメジャーへ 
 「第一次特別な人」から始まり「第三次一般化」おひとり様でない人まで「おひとり様」 
ライトアップ日本 
 支援を受ける被災者が、花火開催を支援する側になることにより、元気になる 
ＡＫＢ 
 アキバのおたくという「グロテスク」から、お茶の間のアイドルへ 







在宅療養支援 楓の風グループ  

ご静聴有り難うございました 

東京都町田市成瀬が丘２－２－２ ワタヤビル３F 
０４２（７８８）０７５５ 

info@kaedenokaze.com 
www.kaedenokaze.com 

５００人の看護師達と年間５０００人の看取り支援を目指して 
短時間制リハビリ特化デイＦＣ 
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