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〒161-0034

東京都新宿区上落合 2-9-16

インテック落合207

在宅療養⽀援室

訪問リハビリテーション

〒171-0033

東京都豊島区⾼⽥3-14-29

KDX⾼⽥⾺場ビル1F

〒171-0033

東京都豊島区⾼⽥3-14-29

KDX⾼⽥⾺場ビル2F

〒150-0031

東京都渋⾕区桜丘町25-18

NT渋⾕ビル2F

私たちは、地域での外来と在宅医療(訪問診療/訪問看護/訪問リハビリテーション)を⾏っています。

2020年現在4拠点を有し、2021年4⽉には東京・三鷹市に新規開院予定です。

TOKYO

〒532-0003

⼤阪府⼤阪市淀川区宮原3-5-36

新⼤阪トラストタワー1F

OSAKA

訪問診療

外来診療

訪問看護

東京 ゆみのハートクリニック開院

⼤阪 のぞみハートクリニック開院

東京 ゆみのハートクリニック渋⾕開院

医療法⼈社団ゆみの 設⽴

2012

2014

2015 訪問リハビリテーション事業開始

2017

2018

2019

2020

訪問看護事業開始

東京 ゆみの訪問看護ステーション開設

HISTORY

法⼈概要

〒181-0012

東京都三鷹市上連雀2-2-1

ネベル三鷹2F
※2021年4⽉開院予定
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その⼈らしい⼈⽣を
わたしたちは、医を通して、

その⼈らしい⼈⽣をサポートします

チームとともに
わたしたちは、社会的使命を⾃覚し、

ひとりひとりがチームとともに成⻑します

未来にむかって
わたしたちは、変化を楽しみながら、

未来へむかってチャレンジします

理事⻑挨拶

2020年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、地域の⼈々やわれわれ医療者にも脅威をもたらしま

した。法⼈全体では、COVID-19の最新の科学的知⾒と妥当性を考慮し、医療機関としてなし得る

最⼤限の感染対策を⾏いながら、スタッフ⼀丸となり地域医療の責務を継続しつづけてまいりました。  

『LIFE』とは「⽣命」であると同時に、 「⽣活」であり「⼈⽣」である―。 

2021年においても「機能分化」と「医療連携」の意識をさらに強くもちながら、

その⼈らしい『LIFE』をサポートしてまいります。

⼸野 ⼤



ACHIEVEMENT FY2020
データで振り返るYUMINO外来

前年⽐ 97%

31,651 件

総外来件数（年間）

オンライン診療

（2020年4⽉開始）

Vision1.その⼈らしい⼈⽣を

終夜睡眠検査（年間）

202 回

CPAP管理台数（年間）

1,317台

前年⽐ 98% 前年⽐ 69%

424回

国内での感染者数

100⼈を超える

2020年外来件数推移（法⼈合計・⽉単位）

コロナ禍以前の

97%まで回復

国内で初の

感染者確認

緊急事態宣⾔下

外来件数が

コロナ禍以前の70%を下回る



緊急往診数
（⽇中・夜間往診を含む）

1,867名

訪問診療件数

20,764 件

在宅管理総数（法⼈全体）

データで振り返るYUMINO在宅

2.8%
⽉の平均再⼊院率

※⼊院数÷各⽉初めの患者管理数

Vision1.その⼈らしい⼈⽣を

訪問リハビリテーション

年間総訪問回数

83%居宅

前年⽐ 128%

※2020年12⽉時点

看取り数

314 ⼈ うちオンラインリハ
（2020年4⽉開始）

40回

17,903回

※

3,015 件

17%施設



55

専⾨医

医師

名

19科⽬
⼼不全認定看護師

看護師

名

4�

[+10]

ACHIEVEMENT FY2020

37

Vision2.チームとともに

数字で⾒るチームYUMINO

[+10]

243名ALL STAFF [+55]
※1,2

※3 ※3

理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠ 25 [+6]名臨床検査技師 26 [+6]名

32 名 [+3]医療事務9 [+1]ソーシャルワーカー（社会福祉⼠） 名

訪問診療ドライバー 9 [+2]名訪問診療コーディネーター 23 [+8]名

27 [+9]本部スタッフ・その他 名

50%管理職男⼥⽐
男性 ⼥性

50%
8 名8 名

3.9%
5名

育休取得者 時短勤務者
※4

5名

離職率（常勤職員）

※1.カッコ内は前年⽐ ※2.2020年12⽉時点・派遣/アルバイトを含む ※3.常勤⾮常勤含む ※4 2020年常勤退職者数÷2020年4⽉時の常勤数



学会発表総数45回

ACHIEVEMENT FY2020

主要な学会登壇履歴

YUMINOの活動

オンライン就職説明会開催

Vision3.未来にむかって

⽇本循環器学会学術集会 ⽇本⼼臓病学会学術集会 

⽇本在宅医療連合学会⼤会

⽇本循環器看護学会学術集会 ⽇本⼼臓リハビリテーション学会学術集会

⽇本⼼不全学会学術集会 ⽇本呼吸器学会

説明会や⾒学会開催が困難となった2020年。

そこで、当法⼈では初のオンライン就職説明会を

開催いたしました。

Zoomウェビナーを⽤いて、法⼈紹介の録画パートと

⽣放送の2部構成で配信し、⽣放送パートでは

視聴者からのリアルタイムでの質疑応答を⾏いました。

説明会アーカイブはこちらから視聴できます

看護部

2020年9⽉12⽇開催

リハビリテーション部

2020年12⽉4⽇開催



対象エリア

〒181-0012

東京都三鷹市上連雀2-2-1

ネベル三鷹2F

TEL:0422-76-8808

〒161-0034

東京都新宿区上落合 2-9-16 インテック落合207

TEL:03-5332-8805

2020年1⽉、ゆみの訪問看護ステーションを

東京都新宿区に開設いたしました。

これまでYUMINOが蓄積してきた、

地域のホームドクター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

訪問看護を提供しています。

YUMINOが描く未来

東京・ゆみの訪問看護ステーション開設（2020年1⽉）

ゆみのハートクリニック三鷹開院予定（2021年4⽉）

2021年4⽉にゆみのハートクリニック三鷹を

開院いたします。

訪問診療エリアを武蔵野地区まで拡張し、ご⾃宅で

安⼼して暮らせる毎⽇をサポートいたします。

コロナ禍において、今まで以上にニーズの⾼まる地

域医療を、医療スタッフ⼀丸となって推進してまい

ります。

Vision3.未来にむかって

YUMINO MEDICAL ANNUAL REPORT 2020



5⽉

3⽉

4⽉

国内 YUMINO

2⽉

1 適切な最新情報の共有と啓発

YUMINOの感染対策⽅針

2 最新の知⾒に基づく感染対策の更新

全職種が継続可能な

最低限度の対策策定とその実⾏
3

YUMINOと新型コロナウイルス

政府 感染拡⼤に備え
「基本⽅針」決定

（2/25）

⼩・中・⾼校等が

臨時休校に（3/2）

トイレットペーパーが品薄に。

経産相が落ち着いた⾏動を

呼びかける（3/3）

やむを得ず職員以外の家族等が
⼦供の⾯倒を⾒ることになった場合
補助⾦を⽀給

最初の感染対策指針発出

（2/21）

感染対策委員会を設置

安全管理⽀援⾦⽀給（3/11）

マスク購⼊費など職員の安全確保に
必要な⾦額を⽀給

家族特別⼿当⽀給（3/11）

政府 特措法に基づく
対策本部設置（3/26）

国内の感染者が

100⼈を超える（3/27）

院内感染対策のため

外来診療部を分離（3/16）

外来診療を受診歴のある患者

および発熱・呼吸器症状以外の

新規患者のみに制限（3/30）

７都府県に緊急事態宣⾔

 （4/7）

オンライン診療

初診から可能に（4/3）

全ての都道府県において

緊急事態宣⾔解除

（5/25）

渋⾕院でオンライン診療開始 
（4/27）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）という未曾有の事態に直⾯した2020年。

当法⼈にとっても、様々な変化・決定を求められた1年でした。

いかなる状況下においても、かかりつけ患者を守る責任。地域医療の⼀端を担う責任、

そして全てのスタッフの安全を守る責任。時にこれらを天秤にかけざるを得ない場⾯もありました。

⼈類とウイルスの戦いは⻑期戦が⾒込まれます。今後も患者の⼈⽣を⽀える責務を、

どんな未来であっても前向きにチームとともに乗り越えていきます。

当法⼈の感染対策のポイントは上記3点です。

過熱報道により情報が錯綜する中で、

それらに惑わされないよう、法⼈内情報共有において

常に最新の動向を発信しています。

全職員が⻑く継続できることに重点を置き、

最低限度かつ効果的な対策を策定・実⾏しています。

YUMINO MEDICAL ANNUAL REPORT 2020
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〒150-0031

東京都渋⾕区桜丘町25-18

NT渋⾕ビル2F

TEL:03-3461-8838

〒161-0034

東京都新宿区上落合 2-9-16

インテック落合207

TEL:03-5332-8805

〒532-0003

⼤阪府⼤阪市淀川区宮原3-5-36

新⼤阪トラストタワー1F

TEL:06-6397-8010

〒171-0033

東京都豊島区⾼⽥3-14-29

KDX⾼⽥⾺場ビル1F

TEL:03-5956-8010

〒181-0012

東京都三鷹市上連雀2-2-1

ネベル三鷹2F

TEL:0422-76-8808

〒171-0033東京都豊島区⾼⽥3-14-29 KDX⾼⽥⾺場ビル2F


