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12 月度ニュース ： ～ケアプロ13 周年～
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いつも大変お世話になって おります。
ケアプロ広報担当で す。
ケアプロで は毎年創業日の12 月12 日に
Carepro Healthy Partyという 創業パーティーを開催して おります。
今年のCarepro Healthy Partyは新型コロナウイルス の影響により、
社員のみで オンライン開催とさせて いた だ き ました。
オンライン上で した が、一年ぶりに社員が集まる場を設けることがで き、
とて も楽しい時間を過ごしました。
社員交流の場で はグループに分かれ「今年の一文字」 について 語り合って もらいました。
毎年、京都・ 清水寺で 発表される「今年の漢字」、2020 年は「密」 で した が、
社員内で 出た 今年の一文字は「動」 「家」 「新」 な どがありました。
「動」 「家」 「新」 を選んだ 理由として は
「しっかり自分で 考え、どう 動くのかをテーマ にした 1 年だった から。」
「家にいる時間が増え た ことで、家族との過ごし方が変わり良い生活の変化があった」
「新しい環境で 新しい取り組みを新しいメ ンバーと行った 年だった ので」
な どの前向き な ケアプロらしい内容が多かった で す。
まだ コロナウイルス の終息が見え ず、不安な 日々は続いて いますが、
ケアプロは皆様の健康的な 社会づくりに貢献するた めに、
14 年目も「いっちにー、いっちにー(12/12) 」 と一歩ずつ歩んで まいります。
そ れで は12 月度のニュース をお届けいた します。
────────────────────────────────────────
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【１】 代表 川添高志
～ケアプロ13 周年～
【２】 予防医療事業部
「鳥取で もイベント 開催。47 都道府県全国制覇達成！」
【３】 在宅医療事業部
１） 在宅看護学会で 発表をしました！
２） 訪問看護と介護で 寄稿させて いた だ き ました！
【４】 交通医療事業部
１） 新規事業部10 人体制
２） サッカーナース によるコロナ対策
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+‥‥‥‥‥‥‥代表 川添 高志からのメッセージ‥‥‥‥‥‥‥‥+
～ケアプロ13 周年～
2007 年12 月12 日に創業した ケアプロは、お陰様で 13 周年を迎え ました！
立ち上げ当初は、起業家仲間3 人と西新宿の狭い部屋をシェアして いた のが懐かしいで す。
今年は、コロナの影響で、社外の方を招いた パーティーを開催で き ず、
社員だ けのオンラインパーティーとな りました。
コロナから学んだ ことや今期の業績、来期以降の事業計画、
そ して、10 年後の社会や会社、自分について、話し合いました。
この一年で、初めて、やっとリアルタイム で 繋がれた 感覚で した。
夜間待機の人、出張先の人、育休中で 子供と参加する人、
律儀に家で もネクタイスーツで 参加する人がいました。
事業部長や管理部門のみんな が早朝mtgな どをして 準備し、涙あり、笑あり、
看護師ミュージシャンの髙橋による社歌の生演奏あり、ちょっとした ト ラブルあり、の会で した 笑
♪ケアプロ社歌♪https://youtu.be/46weQgyvlf0

事前に、パーティー招待状やメッセージカード もあり、心温まりました。
カード を書いて 贈ることも楽しかった で す。
全体を通して、社員が、これから実現した い社会やケアプロについて
の想いを共有することがで き ました。
要約すると、
「 ケ ア プロ？ あー、 知っ て る、 日 本 を 代 表 す る
ヘ ル ス ケ ア サー ビ ス の プロ デュー ス カ ン パ ニー で しょ、
利 用 者 や 社 員 を 幸 せ （ 健 康） に す る よ ね」
という ことをみんな が志して いました。
ケアプロ13 歳とな り、役職員が言わば法人の脳や骨、筋肉として 成長して いますが、
ケアプロ自体が、自分の体や心と向き 合い、
健康に長生き をして、世の中に役に立って いけた らと思います。
14 年目のケアプロも宜しくお願い致します。
川添高志

+‥‥‥‥予防医療事業部長 鈴木 沙由梨からのメッセージ‥‥‥‥‥‥‥+
「鳥取で もイベント 開催。47 都道府県全国制覇達成！」
12 月10 日に明治安田生命 鳥取支社で イベント を実施いた しました。
これで ケアプロ予防医療事業部の健康チェックイベント は47 都道府県、
全国で の実施を達成しました！
コロナ禍という 逆境の中で イベント が実施で き な い期間もありました が、
諦めずに感染対策を徹底して 現場を再開で き ました。
休業中も歩みを止めるわけで はな く、お互いに自分の学びを共有し合う ことで
新た な 知識や視点を得ることがで き ました。
そ う して 14 期を駆け抜けて いき、15 期がはじまりました。
地道にイベント を実施して このよう な 成果を出すことがで き た ことを誇りに思います。
今後もケアプロは、沢山の人の健康に寄り添え るよう に活動して いき ます。

+‥‥‥‥在宅医療事業部長 金坂 宇将からのメッセージ‥‥‥‥‥‥‥+
１） 在宅看護学会で WEB 発表をしました！
11/14 、15 日に開催された、日本在宅看護学会で、2 演題WEB 発表しました。
ケアプロ訪問看護ス テーション東京で は、毎年、新卒3 年目のス タッフが
実践の意味や意義を振り返り、検討することを通して、
3 年間の訪問看護実践をまとめて 発表して います。
そ して、今年は、足立ス テーションのス タッフ3 名が、
ス タッフ通しの対話を通して、思考や実践を言語化することで 見え た 訪問看護師の実践の様相につ
いて まとめて 発表して くれました。
学会という 機会を活用して、アウト プット することは、日々の実践の質向上のた めにも
とて も重要な ことで す。これからも、ス タッフの学会発表の
機会も少しずつ増やして いければと思います！

２） 訪問看護と介護で 寄稿させて いた だ き ました！
訪問看護と介護12 月号「コロナ禍で 在宅ケアをつな ぐた めに」 で
「コロナ禍で の経営判断と組織運営」 と
「災害と似て 非な る新型コロナウイルス 感染症」
という テーマ で 寄稿させて いた だ き ました。
コロナ禍で 奮闘した 経験から、訪問看護事業所におけるコロナ禍で の
件数の管理、労務管理、手当等について の一事例として
弊社の実践をご紹介させて いた だ いて おります。
是非、ご一読下さい！
また、現在BCPについて、下記テーマ にて 研究活動中で す。
「訪問看護事業所の災害時における事業継続計画（ BCP） の実態調査」
現在、結果集計中で すので、研究結果が取りまとめられました ら、
改めて 公表させて いた だ き ます！

+‥‥‥‥交通医療事業部長 川添 高志からのメッセージ‥‥‥‥‥‥‥+
１） 新規事業部10 人体制
昨年6 月に3 名で 発足した 交通医療事業部は、10 名体制とな りました。

新卒看護師や保健師、理学療法士、介護職、公衆衛生やス ポーツ医療、
哲学や倫理の修士、元JR東日本な どの脱サラ組、デザイナーな ど。
そ れぞれに熱い想いを持ち、外出やス ポーツ看護の社会インフラを創ろ う と取り組んで います。
新規事業の成功要因は、人で す。
まだ まだ 駆け出しの身で はありますが、期待して いて くだ さい。
●ド コケア https://dococare.com/
●サッカーナース https://soccer-nurse.com/
２） サッカーナース によるコロナ対策
コロナ対策ガ イド ライン作りへの助言や当日の感染対策な ど、
救護に限らず、多様な 健康課題への対応を求められて います。

イベント 主催者や参加者から、「安心した」 という 声をいた だ いて います。
今後、ス ポーツに限らず、様々な イベント 会場において、
感染対策や救護のニーズは高まると考え て います。
そ のた め、現在は首都圏と関西の一部地域に登録して いる
サッカーナース の体制を少しずつ全国に広めて いき ます。
●サッカーナース https://soccer-nurse.com/

