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ご挨拶

木村卓二
医療法人社団たいようのき理事長
オリーブ在宅クリニック院長
日本在宅医療連合学会認定
専門医／指導医／研究委員
日本プライマリ・ケア連合学会
指導医
名古屋大学医学部臨床講師

オリーブ在宅クリニックは2017年12月1日名古屋市守山区に開院しました。
その理由は1つです。とことん、生活を支えるための医療を提供し病や障害によるくらしを変えたい。わたしは中学生のとき
の職場体験で、幸いにも医療機関の職場体験の機会を得ました。そこにあったのは思わぬ姿でベッド上ですごされる方々の
光景でした。この場面をもう少しなんとかしたい、そういう思いで医師になりました。そして医学部の6年間で学んだ、一番
大きいことは治る病気は多くはないという事実。当時の私は何のために医学部に入ったのだろうと思いました。どんな医者に
なればいいのだろうか?自分のそうした考えを周囲に相談しても、教授を含め納得できる答えはかえってきませんでした。

そこで自分なりに出した答えは病や障害のある生活と付き合っていく方法を一緒に考える医者が一人ぐらいいてもいいんじゃ
ないか?ということでした。そこで出会ったのが家庭医療学でした。
その後、在宅医療にも出会い、都市部での生活であったとしても、在宅療養で過ごされる方、医療的ケアの必要な子どもたち
は、距離的には近くても様々な問題で容易に医療機関にアクセスできない状況にあることを知りました。そうした状況には総
合的な見方・考え方・アプローチをする家庭医療学がより強みを発揮できるのはないかと考え、家庭医療学をバックグランド
とした在宅医療クリニックを自ら開業するに至りました。当院に集まってくれたスタッフの悩み・思いはほとんど一緒です。

在宅療養の多様なニーズにもっと応えるには?もっと自分たちの力で社会に貢献するには?私たちも納得した形でサービスを提
供するには?既存のザービスでは解決できない問題をどうやって解決したらいいんだろうか?
そんな疑問をもち、そのためにはどうすればいいのか。いずれも一朝一夕には答えはでません。答えがでないからこそ、私た
ちは医療・家族支援・まちづくりを3つの柱とした社会貢献でチャレンジすることにしました。わたしたちは日々集まり、みん
なで脳にも額にも汗をかいて切磋琢磨しています。
家庭医療学×在宅医療で、この名古屋市守山の地から、くらしを想像するチャレンジを生み出し、社会貢献できるように皆懸
命に努めて参る所存です。こんなわたしたちをどうぞよろしくお願いいたします。

治療のために生きるか、生きるために治療があるのか
治療のためにすべてを使わないといけないときはあります。我々は今よりよくいき
たいことをお手伝いさせていただきます。

病・障害があったとしても当たり前の暮らしをする
病や障害に関係なく過ごしたい場所で過ごしたいように過ごしたい人と過ご
せる、当たり前の暮らしがおくれる社会の実現を目指します。

すべての縁を頂く方に
病や障害に関係なく、過ごしたい場所で過ごしたいように過ごしたい人と過
ごせる当たり前の暮らしがおくれる社会の実現を目指します。
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数字で振り返るオリーブ在宅クリニック

診療チーム
診療に関わるメンバーのご紹介

医師
3名
在宅医療専門医／指導医 1名
その他非常勤で
耳鼻咽喉科専門医／眼科専門医
／循環器専門医／精神科専門医

看護師
3名
※１名産休中

インテグレーター
1名
・看護師／社会福祉士／
介護支援専門員

本部スタッフ・その他
5名
※内1名療養中

病児看護休暇

3名
育休取得者

1名
時短勤務者

1名

ママさん比率
5名

患者数
患者数とお看取り場所の推移
●患者数

●お看取り数

地域連携
紹介をいただいた事業所と患者様の疾患の割合

●ご紹介先内訳 ●新規患者の疾患割合
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2022年

2021年
2022年
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アウトカム 私たちの目指す地域像

他科受診⇒総合診療1本化へ
高齢者は複数の疾患を患っている場合が多くあり、患者様を総合的に診ること
が求められます。当クリニックでは、患者様を総合的に診る「総合診療科」
の立場から総合的にみて適切な診療を提供いたします。

小児・障害の急変を減らす

予防的な医学管理を通じて、入院が必要な事態を最小限に抑えること、そして入院
になったら1日も早く退院できるように支援すること。これは在宅医療の主たる使命
の1つだと考えます。在宅医療を選択する患者さんたちは年々重度の人が増えてきて
いますが、それでも、住み慣れた自宅で過ごせる時間が長くなるよう、入院回数、
入院期間をできるだけ少なくできるよう、努力していきます。

小児・障害の入院を減らす

在宅医療における医学管理とは、継続的・計画的な健康管理を通じて、急変の
リスクを最小限に抑えるとともに、予期されるリスクに十分な備えをしておく
ことです。とくに小児障害領域では状態が急に悪化することも珍しくありません。
不安な日々を過ごす患者さんやご家族を1人でも少なくしたい。今年は前年度よ
りも状態悪化に対応しました。

看取り率
患者様の約70%がご逝去によりサービスを終了しており、うち約60% が自宅でご逝
去されました。病院でのご逝去率は約10% であり、地域関係者様のから「不必要な入
院を適切に予防できている」という評価を頂きました。当クリニックでは、最期ま
でご自宅でお過ごしいただくために患者様の「不安」と向き合うという観点も大切
にしております。
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アウトカム 診療満足度NSP

自ら選択した人生を、尊厳をもって
生き切れるように

●総合満足度
（NPSスコア）

●その他アンケート結果
話しやすい雰囲気だと
感じますか？1 あなたの希望・要望を踏まえた療養方針

を提案し、詳しい説明をしてくれますか？2

あなたが心配していること
について、話す時間を十分
にとっていますか？

3 あなたの症状に対して、適
切に対処してくれていると
感じますか？

4 あなたの家族を交えて、療養
方針や人生のあり方を考える
時間を作っていますか？

5

推奨者－批判者＝ＮＰＳ

※NPSとは「Net Promoter Score（ネット・プロ
モーター・スコア）」の略でこれまで計測すること
が難しかった顧客ロイヤルティを数値化する指標
となっております。

53%38%

9%

53％（推奨者）－9%（批判者）＝44％（NPS）
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■とても良い
■良い
■普通
■いまひとつ
■悪い

■9～10(推奨者)

■7～8  (中立者)

■1～6  (批判者)

もてる機能を利用しながら、自身で選択した生活・人生が、自分の想い
に近い形で最期まで継続できること。このことは在宅医療の原則であり、
目的でもあります。多くの自宅で療養されている方々は治らない病域や
障害と共に過ごしております。医療従事者目線の医療を押し付けるので
はなく、本人・家族の本当のニーズは何なのか、しっかり把握しなけれ
ばなりません。当院では“かきかえメソッド”と呼んでいます。1番大事
なことはご本人と支える方々の想いです。それ以外の関わる方々も、そ
れぞれの支援に対する考え方があります。どうすれば皆が納得できるの
か。いつも優先順位を意識する必要があります。
私たちは“医療”をもとにしたサービスを提供することで患者さんとご家
族の想いを実現できるようにしたいと常に考えています。一人一人の考
え、気持ち、期待などを最大限大切にし、専門職としてだけではなく、
時に1人の人間として共に考える姿勢が大切だと考えます。そして、不
安定な状態でも安心の療養生活が継続できるように、確実な24時間対応
をお約束をするとともに、経過の共有と、予測可能な事態への準備をし
ておくことも大切です。全ての患者さん・ご家族の納得できる人生・安
心できる生活をサポートするために、私たちは一人ひとりの患者さんに
真剣に向き合い、自らの能力や取り組みを客観的に評価し、医療専門職
として、そして人として成長するための努力を継続していきたいと思い
ます。
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オリーブ在宅が描く未来
看護部門を創設しました!

看護部門
2022年4月看護部門を本格的に稼働いたしました。
これまで当院が蓄積してきた、地域の家庭医
としての知見を活かし、さまざまな医療専門職と連携
を図りながら、お一人おひとりに寄り添うあたたかい
在宅医療専門診療所としての看護を提供していきます。

2022年4月
OPEN

医療的ケア児のサポートを致します!
障がい者施設の嘱託増加

医療的ケア児をご存知でしょうか？年齢に応じて、児童発
達支援、放課後等デイサービス、生活介護、日中一時支援、
終了支援など様々なサービスが提供されてます。
嘱託医として関わらせていただくことで、施設の利用児に
おける急な医療的な相談や継続的にアドバイスをさせてい
ただくことで、より安心して施設サービスの提供、施設利
用をできるように支援させていただいています。
これからはプラットフォームを形成して、より病や障害が
あっても、暮らしたい暮らしたですごせるような取り組み
をより地域に発信していきます。

在宅医療への理解を深める活動を
行っております

教育活動
当院では、在宅医療に関わる方に向けて教育に取り組んで
います。スタッフには医療からオリーブフィロソフィーと
名付けた省察する行動哲学。外部には名古屋大学、名古屋
市立大学の医学部生の実践の場、在宅医療の関係者にはオ
ンラインスクールを開催しております。
みんなで日々、レベルアップに邁進しています。

在宅医療よろず相談
在宅療養におけるお困りごとを解決するフォームです
ご本人だけでなく、ご家族、介護支援専門員、介護
職員の方もご利用いただけます。当院を利用されない
かたの質問にも答えています。
今回は神奈川からも質問をいただきました。

医院通信「オリーブ通信」
オリーブ在宅クリニックでは毎月「オリーブ通信」を
発行しています。今後も健康や病気、病気の予防など
に関する情報をお届けする予定です。皆さまの健やか
な毎日の一助となりましたら幸いです。

こちらからご相談
いただけます
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新型コロナウイルスに対する対応

完全クラウドシステム化による
在宅勤務体制整備

スタッフ間の総接触量を5割まで減らすことを目的に、特に
運営スタッフを中心に在宅勤務を進めてまいりました。また、
診療スタッフにおいても、直行直帰や時差通勤を組み合わせ
ることによって、職員間の接触を減らしました。
❶業務基幹システムをGoogle Workspace、Kintoneに統合
❷クラウド型電子カルテシステム
を活用することによって、DX化を進め遠隔運営体制にスムーズに移行しました。

事業運営ルールの徹底
「オリーブオペレーション」を制定し、
直行直帰、事業所内での作業エリア分け、オンライン
化、環境整備、除菌清掃の徹底することで事業所内での
感染予防に行いました。スタッフの体調確認を徹底して行い
、勉強会も行うことで訪問時も最大限の感染予防を努めました。

ワクチン接種実施
医療専門職に対するワクチン接種が優先的に行われましたが、
在宅医療機関において接種が始まったのは5月からでした。
私たちはその後、❶通院困難な在宅患者さんやそのご家族に
自宅や施設でのワクチン接種を行うこと、❷協働する介護・
看護専門職の方々にもワクチン接種の実施。の2点を行いまし
た。また、上記には含まれていませんが、クリニックがそれ
ぞれの地域 (医師会)の枠組みの中で、大規模接種センターの運営等に関わっています。
さらに、週末や夜間を活用し、職域接種にも積極的に取り組みました。

発熱者への各種PCR検査対応
発熱等コロナウイルス感染を疑う症状があり、通院が不能な
状態である方への当院の対応として医師が必要と判断した場
合は往診時に公費によるPCR検査の実施をしました。

行政・保健所・医師会のコロナ対策への協力
新型感染症の流行により大きな社会不安が生まれる中で、在宅医療でのコロナ対策の
要請は高まりました。
日頃当院で関わらせていただいている方だかだけでなく保健所などからの診療や検査
の往診依頼などにも積極的に関わらせていただきました。

コロナ感染者への自宅往診対応と
看取りのサポート

本人の選択を尊重すること、本人の尊厳を守ること。私たち
は、ご家族やその他の支援者ともていねいにコンセンサスを
取りながら、感染した在宅患者さんへの在宅療養の継続を支
援しました。また、訪問看護ステーションとの連携の中で、
在宅看取りも経験しました。コロナであったとしても、その
人の人生に真摯に向き合う。そんな仲間とともに地域で在宅
医療に取り組めることを本当に心強く思います。



素直な人生観に気づき、基づき
過ごしたい場所で過ごしたいように

過ごせる当たり前の暮らしを
病や障害に関係なく縁あるすべての人に

〒463-0086

名古屋市守山区永森町353番地（駐車場4台）
TEL.052-758-6333
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