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最近、療法士さんから独立起業の相談を多くいただいております。

看護師さんに続き、いよいよ療法士さんが訪問看護ステーションの経営者として立つ時代が到来

しつつある、そんな感があります。

本日は、来春の訪問看護ステーション開業を目指して準備を進める理学療法士、笠野様のインタ

ビューをお送りします。

笠野様は、理学療法士として様々な勤務経験を経て、これまでの経験を反面教師として自らの理

想のステーションの立ち上げを決意されました。

療法士業界の現状や今後の展望など、次世代を担う自然体の若き経営者の声をお聞きください。



笠野：はい、お願いします。

――本日はよろしくお願いいたします。

――まず、理学療法士を志されたきっかけについて教えてください。

これまでの経歴、独立起業を目指したきっかけ

笠野：特にこれといったきっかけはないです。あの、高校生の時、進路を選ぶ時に

漠然と何か人のためになる仕事がいいかなって思って…

高校にあった職業の資料を見て「これでいいかな」っていう、最初は、そんな漠然

とした気持ちでした。

――でも資格を取って手に職付けようという気持ちはあったんですね。

笠野：それはありましたね。何か漠然とネクタイしめるサラリーマンになりたくな

いっていうのは、何となく昔から思ってて。

――なるほどですね、ありがとうございます。

では、理学療法士の資格を取られて最初に働かれたのが…



笠野：回復期の病院ですね。そこから訪問看護がやっているデイサービスで2年半

くらい働いていました。

――なるほど、ちなみに笠野様のご出身はどちらですか

――でも船橋も都会は、都会じゃないですか、でも東京でやってみたかったというの

は、何か理由があったのですか？

その後は、東京に出てみたかったので、江東区の訪問看護ステーションに就職して

5、6年働きましたね。

笠野：千葉の船橋市です。

笠野：そこの会社が住宅手当をくれたので（笑）通おうと思えば通えるけど東京で

一人暮らしもしたかったので。

――じゃあそこで初めて一人暮らしをされたんですね。

笠野：そうです。

――それからそこの訪問看護ステーションで5～6年働かれたと。

笠野：はい。その間に結婚して子供が生まれて、その時って男も育児休暇を取れる

ご時世だったので、ものは試しと、育休を取りました。



（育休から）復帰するときに、ある方から新規の訪問看護ステーションの立ち上げ

メンバーとしての話が合ったんです。

――そこで訪看の立ち上げから携わったんですね。

これまでは、そこで働かれていたということですか？

まだリハビリが一人もいないからと、これは良い経験になるなと思い、そこに入り

ました。

笠野：はいそうです。そこで開業半年くらいで黒字転換になり、売上も80万、90

万円くらいまでいけるようになったので、まあ良い経験が積めたかなってところ

ですね。

笠野：台東区ですね。ちょっとずつ、こう千葉から都会の方に（笑）。

――前の訪看が江東区で、直前のところは？

笠野：まあ、反面教師ですかね。これまで色々な会社を見てきました。

――なるほどですね（笑）。

では、訪看の立ち上げもご経験されて、いよいよご自身で訪問看護ステーションの開

業を考えられたわけですが、何か独立しようと思ったきっかけがあったんですか？



自分たちって病院とかで技術を学んで、会社に入って、現場では専門職として満足

を得て（会社）に帰ってくるんですけど、社内ではうまくいかない、宝の持ち腐れ

というか…

みんな現場ではちゃんと出来るのに、会社でうまくコミュニケーションが取れな

くて、それで離職とか、人が流れていったり…

やっぱり会社に長くいる人、まあ経営者だったり、主任クラスに人たちにクセの強

い人とかがいたりとか…もちろん良い人もいますけど。やっぱりそういうのは、

もったいないなと。

笠野：そうですね。なので、自分がステーション立ち上げたら金銭面はもちろんで

すけど、気持ちの面とかも…

――なるほど。評価とかも、頑張った分だけとかじゃないですけど、そういったとこ

ろも全然反映されていなかったり？

仕事はしっかりできるのに、人が流れてしまうというのは、もったいない、結構無

駄が多いのかなと思って。

何かもっとスマートにっていうか、そこを整えられたら働いている人にもいいん

じゃないかって。

やっぱり自分たちって「ありがとう」って一言経営者から言ってもらえるだけで全

然モチベーションが違うんですね。



笠野：でも、やっぱり経営者も「今、忙しいから」って雰囲気を出してくると、だ

んだん現場との間に溝ができていきます、だから自分は、コミュニケーションとか

そういうことを大事したいと思います。

――なるほど。わかります。

――なるほど。わかります。これまで働かれていて、現場に良いスタッフが多かった

けども、結局、定着しないという現状があり、それを自分の手で変えてみたいと思わ

れたんですね。

笠野：そうです。

――有難うございます。笠野様がこれまでキャリアを重ねられてきて、理学療法士と

してのこだわりというか、在宅でどのように取り組みたいとかはありますか？

笠野：自分は、逆にないというか、理学療法士、看護師として身体の悪い人に接

するというより、まず人と人で接して、そこから自分の持っている資格だったり、

得意分野で何か手伝えることがあれば、っていうスタンスでの介入方法を取って

います。

――なるほど。単なる身体評価だけでなく、あくまでご利用者様に寄り添って、その

方のご希望だったり、その方に対して何ができるかっていうことですね。



笠野：そうですね。だから…やっぱりこう、資格者だからって技術者だからって驕

る人は、やっぱり現場に向かないと思います。気持ち、何て言うんですかね…

笠野：そうですね。研修とか技術面よりも、そのどうやったら現場のモチベー

ションや仲の良さをキープできるか、底上げできるかっていうが一番に考えてい

るところですね。

――有難うございます。

次に私たちインキュベクスを知ったきっかけを教えてください。

初心を忘れないようにというか、経歴があるからって威張んないような感じがいい

かな。

――では、先ほどの現場のスタッフの働きやすさだったり、笠野さんの考える在宅で

のアプローチ方法とかも今回の独立を考えるきっかけとなったんですね。

インキュベクスを知ったきっかけについて

笠野：何でしょうね。やっぱりYahooとかで「訪問看護 立ち上げ」とかで色々

出てきたりとか。



あと先ほど、育休取って、台東区で一から立上げってお話をさせてもらいましたけ

ど、その時に他の場所から一つ内定をもらっているところがありまして、そこのス

テーションが元々インキュベクスさんの支援を受けていたりとか…。

――そうですね。8月くらいでしたよね。夕方の6時半にいらっしゃいました。

笠野：そうですね。で、ふらっと来て。

やっぱりケアーズって名前も色々と聞いていたことがあったので、そう意味でも存

在は知っていましたね。

で、少し前に遊び感覚で御社に話を聞きに行きました。

――ふらっといらっしゃいましたね（笑）。ゴム草履を履いてらっしゃったのが印象

的でした。

笠野：（笑）。で訪問看護での独立についていろいろと話を伺ってイメージがつ

いて、その中で色々と自分の中で考えて。

奥さんに相談したら、もう二つ返事で、「いいよ」って言ってくれて。

――すごく理解のある奥様ですね。

笠野：はい。何か別に、何も言わず、「うん」っていう感じでした。



――では、笠野様の独立起業にあたり、最終的に私たちを選んでいただた理由は、何

でしょうか

笠野：そうですね。自分のわからない申請関係とか、ホームページだったり、こ

の部分は、こうこうこういう風にサポートしてれるっていう話を聞いて安心しま

した。

やっぱり自分一人では、やりたい気持ちはあっても、起業までことがすごくブ

ラックボックスだったのが、道が見えてきたというか、わからない時に聞ける人

ができたというのは、大きかったですね。

――有難うございます。私たちとして絶対に成功していただきたいというのがあり

ます。

インキュベクスを選んだ理由

お一人だと開業準備で忙しくなると、営業活動の準備だったり、ホームページ作成な

どどうしても手薄になるところってありますよね。

でも逆にいうと、私たちがバックアップさせていただくことで手薄になりがちな部分、

ホームページとかWebからの採用強化などをしっかりと取り組むことですごく武器に

していただくことができます。



本日のインタビューもそうですが、できるだけ笠野様や所属するスタッフの想いやお

考え、お人柄などもホームページなどでお伝えできればと考えております。

笠野：有難うございます。あと、これまで事務仕事だったり、請求業務だったり、

やっぱみんなが得意としない分野では、わからないことを色々と調べたりと、時

間を結構使っていました。

それだったらその辺りもすぐに本部に質問してすぐに解決して、キュッと短時間

で済ませて、早く帰ったり、もう1件訪問行ったりした方が全然良いのかなって

いうのがありましたね。

――そうですね。サポートでは、そういったご質問などにも随時対応します。是非

ご活用いただければと思います。

今後の地域との関わりについて

――笠野さんが開業されるのは、台東区エリアですね。

笠野：そうですね。台東区の下あたり。



秋葉原から浅草橋あたりから千代田区の上の方っていうんですかね、水天宮とか、

あちらの方も訪問エリアとして考えています。

――訪問看護ステーションは、とても地域密着型の事業ですが、笠野様は、どのよ

うに地域と関わっていきたいとお考えですか？

――自然体というか、普段通りにご利用者様に接していきたいという感じですね。

皆さん気楽にご利用していただけるような。

笠野：そうですね。まあ良い感じで緩く、変に硬くせず（笑）。

笠野：自分は、そうですね…やっぱり、さっき言ったように、あまり構えずにい

こうと思います。

たまに僕がやるリハビリについて先生とかって言ってくる人もいるんですけど、

自分はあまりそういうの好きじゃなくて…

「おい、兄ちゃん」くらいのスタンスが良くて（笑）。そういう親しみやすいと

いうか、そういう感じのステーションが良いですかね。



――自然体といえば、以前笠野さんとお話させていただいた時、一緒に働くスタッ

フさんが主体的に動ける…

――なるほど、たとえば訪問バッグもあえて用意せずに、自分のかばんを、そのお

金を出すから買ってそれを大事にやっていただくと。

笠野：そうですね、たとえば…会社ものの支給とかもそうですけれど、丁寧に使

う人もいれば雑に使う人もいます。

丁寧に使えば長持ちして、その分新しく買い替えなくていいので、その分のお金

とかもね、そういう人に返還、還元できたりとか。

物品の管理労力を考えると一定額支給して、そこで自分の好きなものを買っても

らうというのがいいですね。

スタッフひとり一人が主体的に働けるステーションを目指して

たとえば、それぞれが個人事業主みたいに自分自身で考えて動ける組織を作りたい

とおっしゃってましたね。

これまでにない新しい形ですね。



――たしかに熱心なスタッフさんほどそういう傾向はありますね。

笠野：そうです。これまで仕事をしっかりやってくれる人ほど、自腹を切って私

物を使っているケースをよく見てきたので。

笠野：そうなんですよね。あと会社的にも小口精算とかめんどくさいんですよね

（笑）。そういう管理労力というかは結構、ロスかなと。

――なるほど、だったらそういうことも含めてと

笠野：はい。含めて支給できればと考えています。その事務仕事に20分かかった

ら、まあ時給1,000円だったら333円の無駄じゃないですか、だったらその分多

く買い物をした方がイイっていうのもあって。

ずっとアルバイトしていたから、時給計算が離れないんですよね（笑）。

――なるほど。

笠野：この無駄な時間があれば、いくら稼げたかなって。

――そういう無駄なことを無くしスタッフが自分たちでどんどん稼いでいけるよう

な仕組みですね。

頑張れば頑張るほど、反映できるような…



笠野：はい。もう主体的に。あと、逆に言えば、それほどがっつり働きたくない

人とかは、自分で仕事量調節して働ければいいかなと。

――何か、肩身が狭い思いをされているというか…

笠野：はい。そういう概念もなくしていきたいです。自分が好きで、このスタイ

ルで、その給料でちゃんと納得して働いてる。

――これから一緒に働く方は、どういう働き方を希望されているかお伝えして、と

ことん話し合いして、納得いくところを決めていきましょう、みたいな。

これまで一緒に働いてきた時短社員の方とか、子供がいて週4出勤の方って結局、

働きづらそうで…

で、周りも納得するっていう感じがいいかなと思います。

笠野：そうですね、働き方のスタンスというか、人それぞれでいいかなと思い

ますね。

――ではそういったスタンスでこれからステーションを作られていくということで

すね。これからとても楽しみです。



笠野：あと求める人物像としては、あれですかね。今、新しく訪問看護ステー

ションがボンボンできていて、一から教育しますよ、とかありますけど。自分は、

そういう場所ではなくて、そういう過程の終わった次の人のステップっていうん

ですかね。

――なるほど、そういった人材の受け口を考えらえているんですね。

笠野：はい。そうです。やっぱり中堅くらいになってくると皆さん迷ったりする

んですよね。職場にジレンマを感じたりとか。

――なるほど。経験を重ねられて、仕事に対する自分のスタイルが出来てきて、自

分のやり方でやってみたい、そういう方の受け口ですね。

笠野：はい。そういう人たちを。まあ理想としてはレアル・マドリードじゃない

ですけど優秀な方、自分のスタイルがある方とご一緒したいですね。

あと管理者になる人は、別に腕が立つ人じゃなくてもよくて…何かこう、まとめ

られる人・・・

たとえば最近のジャニーズってすぐに解散するじゃないですか。KAT-TUNとかも

メンバーが辞めたり、でも嵐とかV6って何か穏やかな雰囲気があって、ああいう

のが理想ですね（笑）。



――確かに、激しいですね。

笠野：そんなイメージですかね（笑）。

独立起業を目指す療法士さんへのメッセージ

――分かりました。では最後に笠野さんと同じように独立起業を考えられる療法士

さんに何かメッセージをいただけますか。

実は最近、療法士さんから独立に関するお問い合わせを沢山いただいておりました。

まず一歩を踏み出した笠野さんから何かいただければ有難いです。

笠野：そうですね、やっぱ、40歳くらいになると、理学療法士って給料の壁がど

うしてもあります。

たとえば1日で訪問していい数、稼いでいい数が決まっていると、お子さんを

養っていかなきゃいけない人とかは、土曜日とか、違う場所で働かざるを得ない、

そんな人をよく見てきました。

そうなってくると、より給料を上げるためにはどうすればいいかってなって、そ

の選択肢の一つに起業もあるのかなと思います。



――そういったステーションを目指されると。

でも自分としては、そういう人たちと一緒に働きたいと思います。

なるべく理想は、600万円くらいを稼げるようにして。

笠野：そうですね。あの、定時とかそういう概念も無くしていけたらいいと思う

ので。

――療法士さんとか看護師さんとか本当に忙しく働かれていて、曜日感覚だったり

とか、祝日が全然わからないとか言いますよね。

笠野：なので理想としては、仕事の間に授業参観行けるようにしたいですよね。

わざわざ休み取らなくても。

――いいと思います。そういったことも含め、一緒に働く方とはとことん話し

合って…

笠野：そうですね。

――できるだけ寄り添ってやっていく感じですね。笠野さんが作られる新しス

テーションがとても楽しみです。本日は、貴重なお話を有難うございました。
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インキュベクス株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目2-15 パレアナビル3F

TEL：045-474-5237（代表） FAX：045-475-0764

https://kaigojigyou.jp/

「訪問看護事業」オンライン相談会開催

30分オンライン相談会のお申込み

ご都合の良い時間をご指定ください。

介護ビジネス、訪問看護事業が気になる方、もう少し詳しく聞きたい方は、

お気軽にお問合せください。

0120-865-965
受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

毎週月曜日～金曜日 約30分のオンライン相談会を開催しています。

最新のオンライン会議システムで即時にあなたが聞きたいことに担当者が直接お答えします。

※事前準備不要、ネット環境とパソコンがあれば5秒でスタートできます。

お客様が望まれない無理な営業は一切致しませんのお気軽にお問合せください。

http://kaigojigyou.jp/onlinemeeting.php
http://kaigojigyou.jp/onlinemeeting.php
https://kaigojigyou.jp/15%E5%88%86%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8C%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%8D%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A.php
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