


これまでのソフィアメディ -東京 城南エリアでの軌跡-

病気になったとき、年をとったとき
「家に帰りたい」「家で過ごしたい」と思うのは、ごくごく自然な気持ちです。

そうした“当たり前”を支え、

お客様お一人おひとりの生活=“「生きる」を看る”ことを

ソフィアメディは掲げています。

英知(ソフィア)を尽くして、お客様お一人おひとりが望む生活を叶えたい。

在宅医療を充実させたい。そんなソフィアメディの思いは、

創業から18年の時を経て、ひとつの変化を迎えました。

今までソフィアメディは都内城南エリアを中心に活動を続けてきました。

けれど“在宅医療の充実”は、限られたエリアだけでなく、

もっとひろく、おおきなエリアに行き渡らせるべきことだと気づいたのです。

ソフィアメディが抱く思いを、
めざす世界を、日本全国に伝えたい。

日本中、どこの場所でも

お客様が「おうちで過ごしたい」という願いを叶えたい。

こうした思いが強くなるにつれて、

ソフィアメディは、自分たちのちからの限界を感じました。

だからこそ、
日本全国に英知を尽くした医療を提供し、

在宅医療を充実させるために、

2018年、ソフィアメディはCUCを親会社として生まれ変わりました。



これからのソフィアメディ -全国へ-

ソフィアメディが城南地区で築いた良質な在宅医療。それらを日本全国に広め、

社会や人びとに「医療という希望」をあたえたい――ソフィアメディは、いつしかそうした未来

を思い描くようになりました。

その未来像を実現させるため、2018年、ソフィアメディはCUCを親会社として

新たなスタートを切りました。 お互いが持つノウハウを生かし、ソフィアメディとCUCは、

現在、全国展開を目指して意欲的に活動しています。

城南地区を中心に23区に展開していた事業所を全国各地に拡大中(全国約55ヶ所:居宅介護支援事業所・デイサービス含む) ※2019年現在

■CUCについて：2017年に、米フォーブス誌による「世界で最も革新的な成長企業ランキング」

において世界5位(日本企業では1位)に選出されたエムスリー株式会社を中心とする

エムスリーグループの企業(旧エムスリードクターサポート)。国内で超高齢社会に欠かせない

医療機関の支援を行いながら、海外においては医療事業を展開する。

CUC’s MISSION :医療という希望を創る



代表メッセージ

挑戦。「生きる」を看る。
英知を尽くして「生きる」を看る。――一人ひとりの人生に向き合う「人間性」と、

どんなに重い疾患の方でもあきらめない「専門性」。

すべての英知(ソフィア)を尽くして、私たちは、一人ひとりが望む、在宅療養生活を支える集団です。

患者様ではなく「お客様」と呼ぶこと。最期まで病気より人生を大切にできること。

2002年の創業以来、お客様を第一に考え抜いてきた医療サービスは、

現在、東京、神奈川、愛知の約55拠点で展開しています。

そして今、これからの時代と未来を見据えて、私たちは、訪問看護の

パイオニアとして、次なるアクションを始めています。

それは、安心であたたかな在宅療養サービスを、日本中にゆきわたらせること。

病床の数が減り、看取り難民が増えると言われている2025年以降。

人間が人間らしく生きてゆける、新しい医療インフラとして在宅医療は求められています。

しかしながら、今現在は、在宅という術があることも、訪問看護がすばらしい仕事であることも

社会的認知は低いままです。こうした「生き方」と「働き方」のジレンマを解消し、

お客様一人ひとりの「生きがい」と働くスタッフ一人ひとりの「働きがい」を

両立させていくこと。時代に先駆けて、次世代の訪問看護のスタンダードモデルを創造

していくこと。その実践をソフィアは発信していきます。

お客様の人生の輝き。ソフィアで働く一人ひとりの輝き。

それらの輝きを重ね合わせ、結集し、この時代の先を照らす“天の川”のような会社を、

私たちは一丸となって築いていきます。

一人でも多くの方の、こころから満たされた人生、そのいのち、その毎日、

すべての「生きる」と「看る」ために。 山本遼太郎 ソフィアメディ代表取締役社長



数字で見るソフィアメディ 1

事業所数
城南4区から全国へ。

事業所数は順調に増えています。

※居宅介護支援事業所
デイサービス
本社含む

職員数
企業の成長にあわせて

職員数も増加。

18年間で従業員数は

700人を突破。

※2019年現在



数字で見るソフィアメディ2-スタッフについて

企業の成長に合わせて、ソフィアメディで働くスタッフも順調に増加しています。

現在在籍する600人以上のスタッフについて、数字でご紹介いたします！

■平均年齢

■女性・男性の比率 ■産休・育休取得率

20代半ばから50代まで、

幅広い年齢層のスタッフが活躍しています！

約78%が女性です。

■在宅医療経験者割合

訪問看護などの在宅医療未経験で

入職したスタッフがほとんど。

年齢、経験に関わらず働き始められます！

ライフイベントを経験しても、仕事と家庭を

両立しながら長く働ける体制を整えています！



数字で見るソフィアメディ3-ステーションについて

ステーション管理者を筆頭に、看護師、

セラピスト、事務など幅広い職種の仲間が

それぞれの専門性を発揮しています！

ソフィアメディを利用されるお客様は65歳以上を中心に約8,000人。

お客様を直接支えるステーションでの働き方を見てみましょう。

■ステーションの平均人数 ■1日の訪問件数

移動は基本的に電動自転車。

15分以内で移動できる2km圏内が訪問範囲です。

◆365日24時間体制スタート◆

夜間や休日もお客様が安心して日々を過ごせるように

2018年度、ステーション小山を皮切りに「365日24時間体制」をはじめました。
現在、この体制は15の事業所で展開しており、各ステーションで準備が整い次第、

順次、移行していく予定です。

もちろんスタッフの負担軽減にも取り組んでいます。
休日にはオンコールを持たずに休めるようシフトを組み、スタッフの皆さんが

オン・オフのメリハリをつけて働ける環境づくりに積極的に取り組んでいます！
詳しくは「新しくなったソフィアメディ」へ!!

365日24時間体制
実施ステーション数

事業所



新しくなったソフィアメディ1-待遇について

365日24時間体制のスタートなどでスタッフにかかる負担軽減のため

ソフィアメディは“働き方改革”にも着手しました。

■諸手当・体制の改善
“がんばってくれるスタッフのがんばりに応える”ために、オンコールを始めさまざまな

手当を見直しました！これにより給与額は大幅に改善しています。同時にオンコールで

は1日2名体制もスタート。スタッフ一人にかかる負担を軽減しています。

※コールを受ける順番=「1番電話」「2番電話」で手当額は変わります

◆手当一覧◆

【オンコール関連】

・オンコール対応手当(電話相談)：1件1,500円

・・緊急訪問手当(60分以内)：下記手当+代休4時間

・・・平日:5,100円 平日夜間(22時〜翌5時)：6,100円

・・・休日:5,500円休日夜間(22時〜翌5時)：6,500円

【そのほか】

・エンゼルケア手当：1件 14,000円

・土日勤務手当：10,000円/日 ※シフト制ステーション限定

■キャリア・ポジションの増加
ステーション増加にあわせて、一般メンバーだけでなくリーダーや管理者といった

“キャリア・ポジション”も増加しています。マネジメント層を目指す皆さんが働き始める

絶好のチャンスです！

◆マネジメント業務例◆

新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡・ 調整、外部

対応への対応・指示、訪問スケジュールの調整、スタッフ勤怠 管理・教育、環境整

備の徹底、緊急時や突発時の対応・指示など

※首都圏で勤務した場合の金額です



新しくなったソフィアメディ2-1-キャリアについて

在宅医療未経験でスタートしても安心できるように研修・サポート体制を見直しました。

あわせて、スペシャリストとして認定看護師などを目指す方、マネジメント力を身につけ管理者を目指す方、

さまざまな皆さんのキャリアパスを応援する制度も整えています！

■新人研修

それぞれのキャリアに向けた活躍の場へ…！

◆看護スキルについて◆お客様には重症度の高い方も多く、最新の知見を得られる様々な研修があります。
多くの看護師さんが心配するようなスキルの低下はありません。



・STEP5・

新しくなったソフィアメディ2-2-キャリアについて

■キャリアパス

■キャリアの目指し方

・STEP1・

✓ 教育、指導を

受けながら日常の
訪問看護
業務ができる

✓ 基本的な看護

知識・技術・態度を
習得できる

・STEP2・
・STEP3・

・STEP4・

✓ 日常の訪問看護
業務が自立

してできる

✓ 的確・安全に看護を
実践でき、
看護知識・技術・
態度を深められる

✓ 日常的な看護
実践を論理的視点で
理解し、教育・

指導できる

✓ 困難ケースの
看護実践ができる

✓ 看護実践者
（Generalist）

✓ 主任
（Chief）

✓ 認定看護師
（Specialist）

✓ 本部・教育研修
（Educator）

✓ エリア
プロデューサー※
（Area Producer）

✓ 管理者
（Manager）

管理者向け研修

・管理者養成研修

管理者になるために必要な知識や

マネジメントスキルを学びます

・管理職研修

管理者対象に、訪問看護ステーション運営に

必要な知識を学びます

※エリアプロデューサー：担当する特定のエリアについて、エリア内のステーションすべての収益を管理し、企画・運営をプロデュースする管理者のこと

入社

スーパーコーチ

（訪問看護スペシャリスト）

エリアプロデューサー

各研修・現場で活躍

管理者養成研修

各研修・現場で活躍

特定・診療

専門看護師
管理者

本部
(教育研修・統括など)



新しくなったソフィアメディ3-働き方改革について

待遇や教育・研修制度のほかにも、スタッフ一人ひとりが「ここで働けて良かった」と思えるように

働き方改革にも取り組んでいます。

ワークライフバランス、LGBTQの方へのサポート、プライベートのトラブル解消も解消できる社内外窓口など、

皆さんがプロフェッショナルとして仕事に専念し、成長できるようにバックアップしてまいります！

■ソフィア WOW！ 〜Work for our wonderful Life〜

1
有給休暇の

2時間単位取得

上長承認の下、

有休申請の当日申請、

2時間単位で取得可能

6
育児時短制度の

対象拡大

適用者の子を最大

小学3年生まで拡大。短縮

時間は30分単位選択

7
LGBTQの方の

結婚・育児・就労支援
同性同士の事実婚等の

慶弔休暇、結婚祝い金、

育児休暇の適用

8
ハロー

アゲイン制度
結婚、配偶者転勤等の

事情で退職した元社員を

同条件で再雇用

9
社内融資・

給与前払い制度

返済期限長1年にて

無利子の融資・

既往労働の給与前払い

定年後の再雇用制度の

上限年齢を65歳から

75歳へ引き上げ

10

HAPPY “75”

2
社内外ホット

ラインの充実

社内相談窓口の拡大と

社外プライベート

相談窓口の設置

3
ベビーシッター料

半額補助

病児病後児対応、

保育園送迎のシッター

料金の半額補助

4
育休明けの

正社員再登用制度

産休、育児の為に

非正規社員に切り替えた

社員の正社員化

5
マタニティ制服の

貸与

妊娠中の希望者へ

マタニティ用上下制服を2

枚ずつ貸与



『これからの日本の教科書』と『ソフィアメディのご紹介』を読んでくださって

ありがとうございます。なぜ訪問看護師が必要か、なぜソフィアメディが

“良い就職先”なのか、少しでもお伝えできていれば幸いです。

ところで皆さんは、なぜ看護師として働き続けていますか？

私も看護師ですが、正直、ラクな仕事ではありません。

もちろん背景や理由はさまざまあると思います。

けれど看護師ならだれでも共感できる

「自分を頼ってくれる患者さんがいる」

その喜びが、働き続ける原動力のひとつになっていると思うんです。

私は仕事に悩む多くの看護師さんにお会いしています。

そうして、

「患者さんとゆっくり関わることが出来ない」

「私じゃなくてもいいのでは....」

という悩みをよく伺います。

ある職場では、たくさんの患者さんがいて、次から次に押し寄せる仕事に追われて

患者さん一人ひとりと向き合う時間がつくれないこと、

たくさんの看護師がいて、そのなかの1人としてしか見てもらえないこと――。

看護師さんが、そうした状況につらさを感じる気持ちは痛いほどわかります。

だからこそ、私は、悩んでいる看護師さんには

訪問看護を選択肢の一つとして考えてみてほしいと思っています。

訪問看護では看護師はあくまでも一人。お客様にとって「頼れる存在」は

目の前にいる看護師たった1人なんです。

ある訪問看護師が話してくれました。

「オンコールで指名されて、夜間に何回か看取りの対応をしたんです。

夜中の出動は大変だけれど、

最期に私を頼ってくださった、その嬉しさのほうがはるかに大きいんですよ」

たったひとりの“あなた”にお願いしたいと頼られ、

あなただからこそ伝えてもらえる「ありがとう」の充実感は、

訪問看護だからこそ味わえる醍醐味なんです。

思う存分誰かの“生きる”を考えて、

思う存分患者さんと寄り添える訪問看護師。

この素敵なお仕事を、ひとりでも多くの看護師さんに知ってもらいたいです。

そして一歩踏み出す勇気を持ってもらいたいと心から願っています。

全国で「お家に帰りたい」と願っている患者さんにとって、

皆さんの一歩が大きな希望を生むと信じて。

読んでくださった皆さんへ
〜ソフィアメディで見つかる「看護師を続ける理由」〜


