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医療だけで健康は創れるのか

―「社会的処方」の活動を手がかりに
生老病死を地域住民の手に取り戻そう―
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（出所） 近藤克則（2005）『健康格差社会』医学書院
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社会経済的因子が健康に影響するプロセス
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社会的処方とは

社会的・情緒的・実用的なニーズを持つ人々が、時にボランタ
リー・コミュニティセクターによって提供されるサービスを使い
ながら、自らの健康とウェルビーイングの改善につながる解決策
を自ら見出すことを助けるため、家庭医や直接ケアに携わる保健
医療専門職が、患者をリンクワーカー（link worker）に紹介でき
るようにする手段である。患者はリンクワーカーとの面談を通じ
て、可能性を知り、個々に合う解決策をデザインする。すなわち
自らの社会的処方をともに創り出していく。

ーSocial Prescribing Network Conference Report 2016

「人間中心性（person-centredness）」
「エンパワメント（empowerment）」

「共創（co-production）」
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社会的処方の仕組み

健康課題を
抱える住民

ヘルスケア
サービス

家庭医診療所等

さまざまな主体
による地域の

場・活動・事業

社会的処方者 リンクワーカー 紹介先

伝統的

イノベーティブ

全人的アセスメント
個別の支援プラン
地域資源への橋渡し
伴走的支援

所属先：家庭医診療所、
チャリティ団体等

呼称：ヘルスアドバイザー
ヘルストレイナー

ケアナビゲーター等

属性：さまざま

個人や集団で行う趣味や
スポーツ等

音楽、美術、創作、読書、ダンス、
運動、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ…

ランチグループ

自助グループ

ボランティア活動

成人教育

職業訓練

支援つき就労

助言・カウンセリング

行政や関係機関
住宅、法律、成年後見
雇用、教育、お金等

社

会

的

課

題

の

認

識

…等



社会的孤立の解消に向けた戦略のひとつとして
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Frome Medical Practice

人口26,000人エリアの
唯一の家庭医診療所
（2013年に3診療所合流）

参照：英国現地調査報告書、社会的処方白書（仮）第5章
澤・堀田（2018）「英国における社会的処方」横林・カワチ編『社会疫学と総合診療』Vol.10,カイ書林
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既にある社会資源のマッピング

（既にある）ソーシャルキャピタルの開発

ピアサポート

コミュニティとの対話

https://healthconnectionsmendip.org/

集団としての教育と支援

社会的処方

コミュニティコネクター（住民）

ヘルスコネクター（スタッフ）



 ある家庭医の気づき（Dr Helen Kingston, Senior Partner, Frome Medical Practice）

 「医療」では解決できない課題を抱える患者に時間をとられている

 全人的アプローチによるウェルビーイングの最適化には
従来型の医療的介入に加え、地域資源が欠かせない

 しかし家庭医は必ずしも地域資源開発のエキスパートではない

 Health Connections Team

 CCG Clinical Innovations Fundを活用した雇用（ケア領域での経験は問わない）

 既存資源のマッピング+community development

 家庭医診療所が管理する住民の健康医療情報（診療録）に
基づき類似の生活課題・リスクを抱える住民を抽出
→茶話会等の案内状の送付
→関連するケア・サポートについて情報提供
→”Do you want anything else?”

アンメットニーズに基づく自発的な行動を促す
→自主グループ立ち上げ支援

 診療所内外の専門職・住民がいつでもアクセスできる
ウェブサイト等に情報を集約（随時更新）~社会的処方にも
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Health Connector

（2013年以降数多の
自主グループを立ち上げ）
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Leg Club

（生み出した自主グループの例）
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Frome Town Council
（市民参加型まちづくりで知られる）

疾患や障がい、そのリスク、生活課題
に基づくのではないつながり（関心縁・
地縁）の仕掛けは得意な人や組織が
ほかにもある

両者をコミュニティコネクター（住民）
とヘルスコネクター（スタッフ）がつなぐ



• 1970~80年代：「健康は医師や専門職の手のなかにあるのではなく、
すべての人の責任である」New Public Health

• 1980年代：WHOの“Healthy Cities”,”Healthy Communities”という概念

• 1990年代~2000年代：ヘルスプロモーションの考え方を緩和ケアへ

「生老病死にかかわる問題を地域住民の手に取り戻そう」

• Compassionate Citiesの中心的概念 (Kellehear,2005)
1.Compassion is an ethical imperative for health
2.Health is a positive concept even in the presence of disease, disability or loss
3.Compassion is a holistic/ecological idea
4.Compassion implies a concern with the universality of loss

• インド・ケララ、オーストラリア、アイルランド、イングランド、スコットラ
ンド

• Public Health Palliative Care International（2013~）
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Compassionate Community



出所：土畠智幸氏（医療法人稲生会）作成資料

みらいつくり食堂 医療法人稲生会（札幌）



https://www.who.int/social_determinants/en/



１ 福祉政策の新たなアプローチ

○ 個人や世帯を取り巻く環境の変化により、生きづらさやリスクが多様化・複雑化していることを踏まえると、一人ひとりの生が尊重され、複雑かつ多様な
問題を抱えながらも、社会との多様な関わりを基礎として自律的な生を継続していくことを支援する機能の強化が求められている。

○ 今後、福祉政策の新たなアプローチの下で制度を検討する際には、現行の現金・現物給付の制度に加えて、
・専門職の伴走型支援により地域や社会とのつながりが希薄な個人をつなぎ戻していくことで包摂を実現していく視点

・地域社会に多様なつながりが生まれやすくするための環境整備を進める視点

の双方が重要であり、これらが相まって地域における重層的なセーフティネットとして機能する。

○ 福祉の対人支援においては、従来の具体的な課題解決を目的とするアプローチと併せて、つながり続けることを目的とするアプローチの機能の充実が
求められる。

２ 具体的な対応の方向性
（１）包括的支援体制の整備促進のための方策

○ 福祉政策の新たなアプローチを実現するための包括的な支援体制は、大きく以下の３つの機能を一体的に具えることが必要であり、そのような体制
の整備に積極的に取り組む市町村に対して、国としても政策的な支援を行うべきである。
・ 断らない相談支援 ・ 参加支援（社会とのつながりや参加の支援） ・ 地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援

○ このような包括的支援体制を、各市町村がそれぞれの状況に合わせて整備することを後押しする観点から、属性や課題に基づいた縦割りの制度を再整
理する新たな制度枠組みの創設を検討すべきである。

○ 新たな制度枠組みに対する国の財政支援についても、市町村が住民一人ひとりのニーズや地域の個別性に基づいて、柔軟かつ円滑に支援が提供でき
るような仕組みを検討すべきである。その際、従来の経費の性格の維持など、国による財政保障の在り方にも十分配慮すべきである。

（２）多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の促進

○ 地方創生施策やまちづくり施策など他の分野との連携を進めていくとともに、福祉、地方創生、まちづくり、住宅施策、地域自治、環境保全などの関係
者が相互の接点を広げ、地域を構成する多様な主体が出会い、学びあうことのできる「プラットフォーム」を構築するとともに、「プラットフォーム」における
気づきを契機として、複数分野の関係者が協働し地域づくりに向けた活動を展開することのできる方策を検討すべきである。

３ 今後の主な検討項目

地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 中間とりまとめ(抄)
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・参加支援の具体的内容
・広域自治体としての都道府県の役割

・包括的支援体制の圏域、協議体、計画、人員配置等のあり方
・保健医療福祉の担い手の参画促進

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04612.html



新たな包括的な支援の機能等について

◆これまでのご意見を踏まえ整理をすると、断らない相談と一体で参加支援（社会とのつながりや参加の
支援）や「地域住民同士のケア・支え合う関係性」を広げる取組を含む市町村における包括的な支援体
制を構築することにより、「つながり続ける」伴走支援が具体化でき、
－社会とのつながりや参加を基礎とした個々人の自律的な生
－地域やコミュニティにおける包摂
を目指すことができる。

個別支援から派生する新たな社会資源・仕組み
の創出の推進

相談の受けとめ

多機関のネットワークの構築

相談支援に関するスーパーバイズ、人材育成

制度の狭間・隙間や、
課題が複合化・複雑
化したケースにおけ
る支援調整

多様な社会参加・就労の支援

解決に向けた対応 社会との接点の確保・包摂の支援

住まいの確保のための支援

権利擁護のための支援

日常の暮ら
しの中での
支え合い

地域活動
（見守り

等）

コミュニティ
（サークル活動

等）居場所を
はじめとする
多様な場づく

り

身近な地域
（地縁組織

等）

個別課題としては明
らかではない場合に
ついて、継続的にか
かわり続ける支援

既存の社会資源の把握と活性化 新たな社会資源の開発

住民・社会資源・行政間の
ネットワークの構築

人と人、人と社会資源のつなぎ

多機関協働の中核
の機能

属性にかかわらず、
地域の様々な相談を
受け止め、自ら対応
又はつなぐ機能

【断らない相談】

社会とのつながりや
参加を支援する機能

【参加支援】

地域づくりをコーディネートする機能

【地域住民同士のケア・支え合う関係性の育成支援】

場の機能

令和元年７月16日 「第５回地域共生社会に向けた包
括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

提出資料 （一部改変）


