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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、生老病死を住民の手に取り戻そう―

■ シンポジウムテーマの背景
（社会的処方についての概要説明）

堀田聰子 氏

○司会者 それでは、１５時になりましたので、ただいまからシンポジ

ウムを開催いたします。本日は、冒頭申し上げましたとおり、昨年度よ

り財団事業として研究に着手しました社会的処方の研究成果などについ

て、「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、生老病死を住民の手に取り戻そう――」というテーマでパネラー

６人の方からのプレゼンテーションと、これを受けてのディスカッショ

ンという２部構成で開催いたします。

昨年、財団で社会的処方の委員会を構成しましたけれども、委員長を

お務めいただきました慶應義塾大学大学院教授・堀田聰子先生に座長を

お願いしております。それでは、堀田先生にバトンタッチいたします。

よろしくお願いいたします。

○座長（堀田） 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました堀田で

す。よろしくお願いいたします。

お手元に分厚い資料をたくさん配っていただいたなかに、「社会的処

方白書（仮）」がございます。こちらの４７～４８ページあたりをご覧いた

だきますと、昨年度オレンジクロス財団が事務局をお務めくださいまし

て、社会的処方を手がかりに、日本でいかに地域共生社会の実現に資す

ることができるかということを実践者、行政、そして研究者の皆さんと

議論を重ねてまいりました。毎回の資料なども全てホームページに掲載

されていますので、どうぞご覧いただければと思います。

きょうは委員の方々も何人か、ここにもお越しくださっているのです

が、その成果を踏まえて第１段階のとりまとめに至ろうというところで

すので、皆さんと共有する機会にさせていただきます。

私は、きょうの前座ということで、ところで、このタイトルの社会的

処方とは？など、基本的なお話をさせていただきます。

最初に、２０％という数字を、珍しく余白いっぱいでお示ししています。

この２０％という数字は何でしょうか。これは、イギリスの家庭医の診療

所。イギリスは日本とは違って、家の近くの総合診療専門医――人と家

族と地域をみるという専門性をもった家庭医の方々が診療所を構えてお

られ、そこに住民は登録していて、何かあったら、まずそこにかかると

いうことになるのですけれども、その家庭医の診療所にやってくる方々

スライド１
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のうち、医療的なニーズ以外の背景をもってやってくる方々の割合が

２０％ぐらいあるといわれています。

今日のテーマである社会的処方は英語で「social prescribing」といわ

れているのですけれども、こういった呼び名で英国で広がりつつあるも

のを学びながら、日本でも何らかこれが生かせないかという問いだとい

うことです。

これは（スライド４）イギリスの「NHS」（National Health Service：

国民保健サービス）の「social prescribing」（社会的処方）についての

リーフレットです。まず、あなたの健康とか“Well-being”にはいろいろ

なことが影響を及ぼすとあります。

「GP（General Practitioner）」と書いてあるのが家庭医のことなので

すけれども、仕事やお金のこと、あるいは住まいのことなどで孤立した

り、寂しさやストレスを抱えた方々が家庭医のところにやってくる。で

スライド２ スライド３

スライド４
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も、何か診断をつけていただいて、薬をもらって帰ったからって、家の

こと、仕事のこと、いろいろなストレスが解決するかというと、そうで

はない。

患者からすると、診療所に行ったけれども、孤立やストレスの背景に

ある職場、お金、住まい、いろいろな課題の解決にはならない。医師が

何とかできるものでもないわけです。医療ではどうにもならないものが

忙しい医師・医療機関に持ち込まれてしまっている。患者は満足できな

いし、医療の側も資源が無駄になってしまっている。

実は、きょうの最後のシンポジストの近藤さんがお話しくださると思

いますけれども、今の「NHS」のリーフレットにあったように、人々

の健康にはさまざまな社会的な、あるいは経済的な要因が影響を及ぼし

ますということが、世界的に明らかにされてきています。その人の健康

状態は、生活習慣を含む生物的な因子だけでなく、自分では時にどうに

もならないような社会階層だったり、社会的な支援ネットワークといっ

たようなことも、影響を与えるということが明らかにされています。

医療機関にやってきたので、対症療法としてなにか薬を出しておこう

かということは、不調の背景にはなんら働きかけにならないかもしれな

いのです。では、医療機関が、健康の社会的決定要因というようにいわ

れていることへの対応として何ができるのだろうかという模索の中で、

今は「社会的処方」というラベルが張られていますが、きょうご紹介す

る取り組みが始まったということになります。

ご覧いただいているのが（スライド５）、イギリスで社会的処方の定

義とされているものです。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、みずからの健康と“Well-being”の改善につながる解

決策をみずから見出すことを助けるため、保健医療専門職が患者をリン

クワーカー――後でご紹介します――に紹介できるようにする手段。患

者は、この、リンクワーカーと呼ばれる方々との面談を通じて、可能性

を知り、自分に合う、それぞれにとっての解決策をデザインしていくと

いうことです。

この定義のポイント、理念として重要といわれていることが３つあり

ます。「人間中心性」。「患者」中心を超えて、人として一人ひとりに、そ

のもっている力、生活者としての力の発揮に光をあてる。そのことが、

すなわち「エンパワーメント」につながるわけです。そして最後のとこ

ろ、解決策を専門職が与えるのではなくて、それぞれにとっての解決策

を自分で見出して、仲間と出会って一緒につくっていく「co-production

（共創）」も理念として重視されているところです。

この社会的処方といわれているものの基本的な仕組みを整理したの

が、こちらの図（スライド６）です。一番左に、社会的処方者と書きま

した。真ん中に、何らかの健康の課題を抱えている一人一人の住民がい

スライド５
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ます。まず医療機関にかかる場合もあります。あるいは、日本でもさま

ざまありますけれども、地域の中の居場所とか、いろいろな活動とか事

業に参加している場合もあります。自分自身、医療機関、あるいはさま

ざまな活動の場で、この人が抱えている医療以外のさまざまな社会的な

課題が自覚・発見・認識されると、リンクワーカーと呼ばれる人たちが

登場します。このリンクワーカーの機能は、後ほどご紹介いただくこと

になっています。

リンクワーカー、つなぐ役割の方は、社会的な課題のある人に出会う

と、全人的なアセスメントをする。それぞれに合った、それぞれにとっ

ての生活上の価値が追求できるような支援のプランをつくっていく。そ

して、さまざまな資源に橋渡しをしていく。時に、なければ一緒につく

っていく。この方が、生きようとする力が発揮されていくよう、そのプ

ロセスに伴走していくというのが、このリンクワーカーと呼ばれる方々

です。

イングランドでリンクワーカーとして活躍している方々の属性はさま

ざまで、開発されようとしていますけれども、今のところは共通の研修

があるわけではありません。呼び方もさまざま、所属先も医療機関の場

合もあればチャリティ・地域団体もあります。

そして、ご本人のニーズ、思いに応じた形でさまざまなところに紹介

されるわけですけれども、これは、ほんの例で、つながり、活動の場所

みたいな場合もあれば、同じような生きづらさをもっている方々、疾患

をもつ方のところに紹介することもあれば、あるいは、仕事のことで困

っていれば職業訓練ということもあるかもしれないし、法律のこと、住

まいのこと、いろいろな相談先に改めてつなぎ直すこともあるかもしれ

ない。この紹介先は、さまざまなバリエーションが、それぞれ一人一人

につくられていくことになります。

スライド６ スライド７
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イングランドでは、社会的処方が次第に広がりをみせて、２０１６年には

全国のネットワークがつくられたところだったのですけれども、とりわ

け去年ですね。英国に孤立担当大臣が設置されたというニュースをご覧

になった方もいらっしゃるかもしれません。メイ首相は社会的孤立の解

消に向けた国家戦略をつくっています。

表紙をあけた前書きのところに、公的なサービスの考え方を変えてい

く必要があるのだと。そして、その一例として、赤線が引いてあるとこ

ろなのですけれども、社会的処方を全土に広げていくということも、孤

立を感じている方々、あるいは孤立をめぐる体験を変えていくこととし

ても大きな期待が寄せられているということになります。

「NHS」の今後１０年間のプランの中でも、この社会的処方が、より一

人一人に合った支援のあり方を実現していくために大きな柱になってい

て、あと５年間ぐらいで２５０万人ぐらいに、社会的処方を届けていく。そ

のために、この２～３年で、まずは１，０００人ぐらいのリンクワーカーを

育てていくということが組み込まれています。

では、持ち時間が迫ってきましたので、イングランドの事例を、ささ

っとお話しします。

検討会の一環でイギリスに視察に行かせていただきました。お手元の

水色の冊子「英国社会的処方現地調査報告書」というのを西岡さんがま

とめてくださっており、その中に「Frome」が出てきます。ご関心があ

れば、そちらを見ていただければと思います。

これは、「Frome」という人口２万６，０００人ぐらいのエリアの家庭医診

療所と伴走しながら動いている、「Health Connections Mendip」と呼ば

れるチームです。いろいろなバックグラウンドの方がいらっしゃいます

が、非医療職が中心です。このチームが家庭医診療所と伴走して、人と

まちのレジリエンスを高めることに一役買っている。その機能のうちの

１つとしても社会的処方が挙げられています。

スライド８

スライド９
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このチームの役割、どこかでみたような感じだなと思われるのではな

いでしょうか。地域包括支援センターとか、子どもや若者、障害のある

方に係る地域生活支援の拠点等でも似たようなことをやっていると思わ

れるのではないかと。まずは、この地域に既にある資源のマッピング、

ピアサポート、コミュニティとの対話、そこから新たなソーシャルキャ

ピタルを開発。

そして、もともとあった資源、一人一人、あるいはそれぞれの生きづ

らさに応じたかたちで新たに開発していった地域の資源をウェブサイト

で随時更新しています。誰でも見られるものですが、診察室で検索する

と、この人は介護の悩みでちょっと落ち込んでいるとか、そろそろ物忘

れが気になってきたなという場合だとどんな活動があるのか、家庭医自

身もその場で患者と一緒にみることができて、直接そこにつなぐことも

できるようになっているのです。

このチームは、同じようなやり方で、この数年間で数えきれないぐら

いの自主グループを立ち上げてきています。どのようにやっているかと

いうと、彼女はJennyさんというのですけれども、もともとはロンドン

で児童演劇をつくっていた、どこかで聞いたような、きょう後で登場さ

れる澤登さんと近いような属性かもしれない方です。彼女が何を説明し

てくださっているかというと、ここに来てから、いかに、どんなグルー

プを立ち上げてきたかということをご紹介くださっています。

イギリスの場合、そこの地域で診療所に登録されている住民の保健医

療情報は家庭医の診療所が全て管理しているということになります。で

すから、「Frome」の場合は、診療所が１つですので、２万６，０００人分の

健康医療情報を家庭医診療所がもっています。これを活用して、例えば

物忘れが気になってきた方、あるいは糖尿病の方など、特定の訴えをし

た方を抽出することができるわけです。

その特定のグループ、例えば糖尿病の方々に茶話会のご案内を出しま

す。同じような生きづらさを持つ人と出会って、このまちでどんな支援

が受けられるのか学びましょうというわけです。それで、あなたが抱え

ている課題、疾患に関しては、この地域ではこんな支援があるのですよ

という説明をします。最後に決まり文句があります。“Do you want to

anything?”「これで満足ですか、十分ですか」「もっとほかに必要なも

のはないですかね」と聞くのです。そうすると、どこのまちでも何らか

の課題を抱えた人たちに対して、その方が本当に満足、豊かに暮らせる

と思えるほどの資源があるということは、まず難しいので、本当はもう

ちょっとこんなものがあったらいいのだけどなという声が出てきます。

その声に基づいた形で活動を組み立てていって、それが自走し始めたら、

支援をしていた人たちは離れていくというようなことを繰り返している

のです。

例えば、「レッグクラブ」、つまり「足クラブ」に連れていかれたので

スライド１０
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すけれども、これはどういう方々が集まっていらっしゃるかというと、

弾性ストッキングをはいていらっしゃる方々です。ここの地域で弾性ス

トッキングをはいていらっしゃる方々。月に何回だったか、それほど頻

度が高くない回数しか、専門職が家にやってきて弾性ストッキングの脱

着をしながらケアをしてくれる機会はない。そして、この方々は、それ

だけが人としゃべる機会の場合も多いと。

では、１ヵ所に集まってくれたら私たちは人と話すこともできるし、

これは看護師さんたちなのですが、看護師さんたちとしても集まってく

れればもっと支援もできるのだけどなといって、これはもう自主グルー

プ化しているのです。家庭医診療所から歩いて５分ぐらいの、地元のサ

ッカークラブの１室です。これは参加者の方々なのですけれども、ここ

の場所代や、看護師さんに幾ばくかのお礼を払っているのですが、「１２

月のクリスマス会では、あなたの息子のギターがうまいからコンサート

をやったらどうかしら」とか、「私がケーキを焼いて売るわよ」とか、お

金をどうやってもうけるかみたいなことも話し合っていらっしゃいま

す。そういうことで、いろいろな属性別のグループを立ち上げてきた。

ここの特徴は、もう１つあります。今のお話だけですと、よくある、

疾患別の自助グループをつくっていったということでしょうというよう

になると思います。でも、これもよくいわれていることなのですけれど

も、それが糖尿病だろうと、がんだろうと、認知症だろうと、何らかの

疾患、生きづらさにだけスポットを当てたグループというのは、そこに

対する入り口のハードルが時に高かったり、モチベーションが上がりに

くかったりするといわれています。できれば自分のその側面を認めたく

ない場合も多いからです。

そういわれていますが…ということを、とうとうと説明してくださっ

たJennyさんにぶつけてみました。そうしたら、「そんなことは百も承

知よ」と言われました。このチームは、生活課題、疾患とか障害、それ

スライド１１

スライド１２
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に伴うリスクにかかわる情報をもっている家庭医診療所と協働してい

る。こちらは「Frome Town Council」というところに連れて行ってい

ただいたのですが、地域には楽しいほう、趣味だったり、さまざまな活

動だったり、関心に基づくネットワークというのは、いろいろなことが

ある。この写真、「Frome」というまちを、どうやってみんなで参加し

て魅力的にしていきますかというイベントをちょうどやっていた後で、

スタッフがこんなにアイデアが出てきたと見せてくださっています。そ

ういう楽しい、おしゃれ、おいしい…心が動くつながりと、家庭医診療

所にしかない疾患や生きづらさに伴うつながりを組み合わせていくこと

で、地域住民それぞれの、時に病気や障害、あるいは喪失、生きづらさ

が、そこにあるからこそ、それとつき合う知恵というものが、次なる変

化に適応する私たちにとってのナレッジにもなっていくということを、

この「Frome」というまちはやり続けています。そのうちの一環として、

きょうお話しする社会的処方という機能がとられているということにな

ります。

ここのまちでは、きょう副題につけていただきました「生老病死にかか

わる問題を地域住民の手に取り戻そう」という考え方、「Compassionate

Community」もひとつの旗印となっています。コンパッションとは、痛

みを分かち合うともいえるものなのですが、とりわけどこで産まれよう

と、どんな社会・経済的な環境だろうと全ての人に共通する「喪失」「死

にゆくこと」「死」という体験を紐解くことで、当事者・非当事者、支

援する・されるを超えてともに活動する、そういったつながり、基盤に

もなれるのではないかといわれています。

こういった考え方に基づく取り組みは、国内でもいくつも見つけるこ

とができると思います。今、日本でも、地域共生社会の実現に向けてと

いうことで、支える、支えられるを超えて、領域、世代を超えて誰もが

スライド１３ スライド１４
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居場所と出番があるまちに向けて、さまざまな取り組みが広がり、政策

も展開されつつあるところです。時に、こうした取り組みの中で、医療

が浮いてしまっていることが気になることがあります。いま一度、ヘル

ス、ソーシャルケア、コミュニティ、ビジネスセクターが、一人一人の

“Well-being”に貢献していけるような仕組み、その１つとして社会的処

方から学ぶことはできないかというのが、私たちの検討会を通じた学び

と今後に向けた議論の入り口になるかと思います。

私からは以上です。ありがとうございます（拍手）。

スライド１５ スライド１７
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■ 社会的処方のエビデンス

後藤 励 氏

○座長 続きまして、医療経済をご専門とする後藤励さんにお話いた

だきます。ではその社会的処方なるものがイングランドで進んできたと

いうけれども、どんなエビデンスがあるのか、いやないのか。今までの

ところ成果がありそうだといえるのか。あるいは、それを日本で導入し

ようとなったときには、どんな視点から評価をしていくことができるの

だろうかといったことについて、お聴きしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○後藤 皆さん、こんにちは。同じ慶應義塾大学で医療経済学をやっ

ています後藤と申します。

本日は、社会的処方のエビデンスそのものを、逐一お話をするのでは

なくて、社会的処方の評価を考えるときの論点を情報提供できればと思

います。

日本でも「費用対効果」とか「医療技術評価」という言葉を聞いたこ

とがあるかもしれません。ヘルスケア自体を評価する軸がかなり広がっ

ています。もちろん健康への効果というのは重要です。これが主になる

のですが、次に費用が問題となります。これを合わせたものが、費用対

効果です。

費用といっても、医療費などお金になって動いているものだけを評価

するのではなくて、例えば、ヘルスケアを行うためにどれぐらいの人が

どれぐらいの時間を使っているのか、専門職だけではなく家族の時間の

使いかたもあわせて評価をします。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、日本では一部の医薬品

や医療機器に、この費用対効果を使って薬価や医療機器の価格を決める

ようになってきました。ただ、この費用と効果でもまだ不十分というこ

とは昔からいわれていまして、３番目に、社会的、倫理的な要素がどれ

ぐらいかかわっているのかを評価軸に入れるようになってきています。

とはいえ、３番目を定量的に評価するのは、なかなか難しいです。多く

は質的な評価で、費用対効果の評価をちょっと調整するというような形

で組み入れています。

医療技術の費用効果、そして社会・倫理的な側面全体の影響を分析し

評価し政策的な意思決定をするプロセス全体が「医療技術評価」（HTA :

Health Technology Assessment）と呼ばれるものす。ここのHTAは、社

会的処方が盛んなイギリスが先進的な国なのですけれども、「NICE」

（National Institute for Health and Care Excellence：英国国立医療技術

評価機構）という機関が中心に行っています。そちらでは薬剤とか医療スライド１
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機器の評価以外もやっていまして、ソーシャルケアに関する評価もやっ

ています。

こちらでは、ソーシャルケアのニーズがある高齢者に対する対応方法

についてのガイドラインが出ていたりとか、在宅ケアに関する評価とい

うのも行われています。ただ、薬とか医療機器のようにエビデンス構築

が途上のサービスを評価をするのは簡単なことではではありません。

「NICE」も、最初は薬などの評価だけしかやっていませんでした。名

前がそれをあらわしています。「Clinical Excellence」という名前でした。

そのうち、医療技術だけではなくてヘルスケア全体を評価しようという

話になって、でも臨床的なものだけではないということをあらためて名

前に示すために、今では「Health and Care Excellence」という名前に

なっています。

ただ、ソーシャルケアに対するエビデンスというのは、薬剤や医療機
スライド２
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器に比べて、まだ非常に貧弱です。さらに、評価方法などを工夫してい

る途上で、評価方法が薬剤とか医療機器みたいに固まっているわけでは

ありません。その意味では、現在、政策をいろいろ進めていくときに、「エ

ビデンス・ベースト・ポリシー」などという言葉も聞かれるようになっ

てきて、そういったものが重視される世の中ですので、やはり評価が行

いやすいものにお金が集中してしまうということがあると思うのです。

本当に重要なケアですとか社会的処方に資源を投入するためには、ゆっ

くりではあるけれども、エビデンスを蓄積することはやはり重要だとい

うことになります。

現状の社会的処方のエビデンスというのは、系統的なレビュー文献も

ありますし、西岡さんや近藤さんも日本語の論文で紹介されています。

しかし、まだまだ現状のエビデンスは不十分です。小規模で、観察期間

が短期間で、エビデンスレベルの高い、「RCT（Randomized Controlled

Trial：ランダム化比較試験）」みたいなことはできないわけですので、

前後比較で比較対照を置いていないデザインが多くなっています。した

がって、社会的処方と健康改善の間の因果関係をはっきり証明できるよ

うなものも少ないです。

そもそも社会的処方の評価が難しいということは理解されていまし

て、例えば、社会的処方という介入自体が多様で、何を評価しているか

が、なかなかわかりにくい。それから、ご本人に対する影響も多様であ

って、さらに、本人以外の幅広い影響がありうるということが指摘され

ています。

社会的処方の幅広い影響というと、大きく分けると消費者側への影響、

それから、サービスを生産している生産者側への影響、２つに分かれま

す。

消費者側のほうは、もちろんメインの、本人の健康や“Well-being”

スライド６スライド５
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に対する影響で、こちらはメンタルヘルス関連の尺度が多いようです。

もう１つ、もうちょっとソフトな影響で、本人の体験・経験に関しての

量的、質的、いろいろな影響があるのですけれども、満足度であったり、

社会的な孤独・孤立に対する主観的な要素への影響も分析されておりま

す。

生産者側に関しては、第一は費用ですね。費用というのは見方によっ

て結構違います。「NHS」（National Health Service：イギリスの国民保

健サービス）側からみた、いわゆる医療費もありますし、医療機関や処

方先がどのようにお金を使って、人材を使ってサービスを提供したかと

いう費用もあります。お金のという面もありますし、医療サービス消費

量ではかられている場合もあります。GP受診回数が減る、病院への紹

介件数が減る、救急受診件数とか入院件数が減るといったものです。最

後には、消費者側の満足度だけではなくて、供給者側の満足度もとられ

ております。

このような幅広い影響を一つ一つの文献ではいろいろ評価しているの

が現状で、研究デザイン、規模といったところからまだまだエビデンス

が不十分だというようにいわれております。

社会的処方のエビデンスを考える論点として、３つお話しさせていた

だきたいと思います。

評価指標に関しては、やはりハードな、しっかりした健康改善といっ

た最終的なアウトカムも重要なのですけれども、中間的なアウトカムも

重要だということが、はっきりいえるかなと思います。「利用者満足度」、

「自分の健康問題を管理する能力」、あとは「ご家族の満足度」や「QOL」

（Quality of Life：生活の質）といったものも指標にしていく必要性があ

ろうかと思います。利用者側、消費者側だけではなくて、サービス供給

についてのプロセス指標もみていく必要があるということです。

スライド７ スライド８
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いろいろなものをみていくときに、これらの中間的なアウトカムが相

互にどのように関連しているかという全体像がなかなかわからないとこ

ろもありますので、アウトカム同士の相互関係をまず把握して、生産者

側も、消費者側も、評価している側も共有することが大事ではないかな

と考えています。

評価の枠組みの一例として、「NHS England」では、社会的処方に関

して共通アウトカム指標というのをつくろうとして、今いろいろな意見

を入れて枠組みを考えているところのようです。

大きく分けますと、まず個人への影響、それから３番目の保健医療シ

ステムへの影響。１と３は先ほどお話ししたとおりですけれども、２番

目としてコミュニティグループへの影響というのも、やはり考えていく

べきではないかと指摘されています。個々の要素は先ほどちょっとお話

ししたものもありますし、それぞれについて指標を今考えて提案してい

る段階です。

２つ目は、ちょっと医療経済学っぽくなってしまうのですけれども、

社会的処方を導入して、よくなった状況というのは結構多様だと思うの

です。

理想としては、社会的処方を導入して、これまでに比べて健康が改善

し、さらに費用も安くなったみたいなことがあると非常にいいのですけ

れども、今までのいろいろな医療技術の歴史で、このように両方――経

済的にもよくて健康面もいいみたいなものというのは、１０個医療技術が

あったら２つぐらいだといわれています。ですので、多くは、費用はか

かったけれども、健康が改善したみたいな話になります。でも、これも

ある程度の費用であれば、費用対効果がよかったというように評価でき

るわけなのです。

社会的手法導入・維持の費用はゼロではありません。単に医療費が減

スライド１０スライド９
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ったとしても、ほかに費用がかかっていたら、それは費用がかかってい

るわけで、そういったものをきっちりみていく必要があるということで

す。逆に、その意味では、医療費の削減だけをみていてもよくないとい

うことになります。

これは、健康が改善したことがわかった場合なのですけれども、次に、

健康は変わらなかったが、費用は減ったという可能性もあるわけです。

これも経済学の言葉ですが、「ケアの効率性がよくなった」といえるわ

けです。例えば、医療従事者の方、それからご家族の負担が減ったみた

いなものが測れることができたら、いわゆる健康の効果がなくても効率

性がよくなったということで社会的処方を導入してよかったというよう

にいえる。

このように、社会的処方を導入して社会が改善したかというのは、い

ろいろなパターンがあるといえると思います。

最後です。評価しただけで、ある種よかったといっても、それが実際

に行われるかどうかというのは、まだハードルがあります。その際に重

要だと思いますのは、現場が改善に向かうような分析の枠組みで評価す

ることが非常に重要だということです。

われわれが医療経済学をやっていると、どうしても医療費の減少とい

うのを一生懸命考えてアウトカムしてしまいます。こちらは逆にいうと、

当然ですが、医療機関の立場から収入減というような場合もありうるわ

けです。そうした場合に、先ほども申し上げたような医療専門職の労働

時間とか満足度を同時に測定すると、収入と費用を両方考慮すると現場

としては改善といえる状況が出てくるわけです。

ですので、アウトカムを改善するために当事者の努力を引き出せるよ

うな枠組みで評価しないと、評価した結果を受け入れてはもらえない。

これは経済の言葉では「インセンティブ整合性」というのですが、イン

センティブ整合性があるような評価をしなければ、せっかく評価しても

よいものが現場に広まらないということになるのかと思います。

本日は実際のエビデンスの紹介というよりは、エビデンスを考えると

きの枠組みといいますか、考え方に対して話題提供をさせていただきま

した。

私からは以上です。どうもありがとうございます（拍手）。

○座長 ありがとうございます。
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■「社会的処方」の日本の医療機関における展開

長嶺由衣子 氏

○座長 社会的処方という考え方、なるほどね。似たようなことが日

本でも起きているよね。先ほど冒頭でお話ししましたように、社会的処

方の仕組み、社会的処方者というのは必ずしも医療機関とは限らないわ

けですけれども、日本で、まず医療機関を起点とする社会的処方という

ことを考えたときに、地域共生社会の実現に向けて、改めてどんな機能、

どんな手順、どんな職種や機関がそれを担えるのだろうかということで、

この白書でいきますと３章、４章のあたりについて次は長嶺さんにダイ

ジェストでご紹介いただきます。お願いいたします。

○長嶺 こんにちは。私ごとなのですが、２ヵ月前に出産をしまして、

私自身が社会参加はだいぶ久しぶりでして、お聞き苦しい点があれば申

しわけありません。よろしくお願いいたします。

今、堀田さんからお話がありましたとおり、私からは医療機関を起点

にして日本で社会的処方を進めるにあたって想定される流れをお話しい

たします。次に、現在、既存の組織、もしくは業種で社会的処方に関係

すると思われるところを、整理します。最後に、今後進めるにあたって

の課題をお話しいたします。

社会的処方の手順は、いたってシンプルです。３つのステップがあり

ます。まず、医療機関の中で社会的課題を見つける。その後、地域社会

につなぎ、最後に生活に伴走していくというステップになります。

それでは、医療機関を主体とした場合、どのように考えていくことが

できるかというのを、ちょっとごちゃごちゃしておりますけれども、イ

メージ図にしております。

スライド１

スライド２
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先ほど堀田さんからお話があった、この資料（１０ページ スライド６）

をご覧いただきますと、社会的処方には伝統的、もしくはイノベーティ

ブというプロセスの２つがありますが、この図も同じような構造を下地

にしています。

下から見ていきます。例えば、何か生きづらさを抱えている方が、と

きに行政を通じて、もしくは地域の中の民生児童委員さんや、どこにつ

なげばいいか知っていらっしゃる方につながった場合には――ここに介

護サービスがあるよとか、福祉サービスがあるよ、もしくはコミュニティ

にはこんなサービスがありますよという形で、つながっていくことがで

きるようなシステムが、徐々にでき上がってきていると思います。

他方、何か不安があったり、仕事で難しいことがあった場合に、身体

的もしくは精神的な症状を訴えて医療機関を受診される方が多くいらっ

しゃいます。最初の堀田さんのお話ですと、医療機関側からみれば、約

２割の方がそれに相当するとおっしゃっていましたけれども、救急室な

どにいると、より多いように感じています。

そういった方が頭痛や腹痛などで医療機関を受診されたときに、最初

にコンタクトをする職種が医療職になります。私自身も診療にかかわっ

ていますが、「医療のproblem（問題）」に関して解決するのは得意とし

ておりますが、この方たちの背景に、それ以外の問題があると気づいて

も、どうやって、誰につなげば解決されるのかを知らなかったり、もし

くは、それに一切気づいていない医療職も多くいるのが現状です。

ではまず、医療現場でどうやって気づいていくのか、考えていきたい

と思います。

社会的課題を発見する保健医療専門職、つまりは患者さんと接する医

療機関内の専門職が誰かをまず考えてみます。来院されてからの流れで

最初に行うのは、受け付けです。その後、問診・トリアージをして、診

察をし、必要であれば検査に行って、結果説明があって、会計をして、

スライド３
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帰ると。医療機関を出たら処方・調剤があるというような流れになるか

と思います。

ここで一体誰が関係しているのかというと、最初の時点では医療事務。

問診・トリアージは、一部のところでは医療事務さんがやったりすると

ころもあるかと思いますけれども、通常は看護師さんがやることが多い

かと思います。

問診・診察は医師がやりますが、後ろに看護師さんがサポートに立っ

てくださることもあると思います。

診察後の案内は看護師さんや医療クラーク（医師事務作業補助者）さ

んがやって、検査は検査技師さん、その後の案内は同様。

結果説明は医師がやり、会計は医療事務さんがやって、薬剤師さんが

いるというような流れになります。この中で一番時間をとって患者さん

とお話を聞けるのは、問診・トリアージか診察の場になりますので、こ

こでどんなことができるかというのを、まず考えていきたいと思います。

この気づきのプロセスを医療の中でもつくっていかないといけないと

思うのですが、これを何とか抜け、漏れのない系統立った取り組みにし

ていくためには、電子カルテに搭載してしまうとか、もしくは、「スク

リーニングツール」みたいなのをつくっていくというようなことが一つ

あるかと思います。

実際に、今の日本の状況に当てはめて考えた場合には、全人的アセス

メントが求められるような保険点数というと、「地域包括診療料」です

とか「在宅時医学総合管理料」も含まれるかと思うのですが、このへん

を活用して医師がツールを使えるというような立場にできないか、とい

うところです。

予診（医師が診察前に、患者の症状の訴えや既往症などをあらかじめ

問診すること）を担当するのは、先ほども申し上げたように医師以外の

スライド５ スライド６
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方も多いと思いますので、その中にも、社会的課題を同定するようなプ

ロセスを設けられないかと考えています。

具体的には、先ほど堀田さんの事例で「Frome」の話が出てきました

けれども、ここの診療所は、とても面白い試みをしています。電子カル

テの中に、健康の社会的決定要因に関するもの、もしくは、そこから多

職種連携につなげていくような情報をまとめていくということをしてい

ます。大項目が１０項目ぐらいあるのですけれども、実際にこんな感じで

電子カルテをつくっていて、この１０項目をポンポンッと押していくと、

それぞれの情報が記入できるようになっています。その項目としてどの

ようなものがあるかを、みていきます。

１番から６番までは、日本の医療機関でも取っているような情報なの

ですが、まずは情報をいただきますという「同意書」。「ご本人をめぐる

サポート環境（キーパーソン）はどなたですか」という状況を伺って、

健康状態、それから蘇生・看取りの希望ですね。身体状態、精神状態の

アセスメントをして、虚弱の有無の評価などを行っていきます。その後、

金銭面や緩和の必要性など、その他の評価が入ります。

その次に、「多職種による評価の必要性はありますか」というのをチェ

ックする欄があり、そのテーマを記入する箇所があります。テーマごと

に――例えば、水曜日は緩和、火曜日は虚弱など、曜日によって多職種

が集まる会議というのが設定されているのですが、該当の方がどの会議

に当てはまるかが想定できるように、具体的に入力してもらっています。

あとは、かかわる職種は誰か。この人は絶対に呼んでおきたいという人

を入力するところもあります。

９番は入院患者さんに関連する項目です。退院後に「アクティブにフォ

ローアップ」をしないといけない場合、チェックする欄があります。「ア

クティブフォローアップ」とは、具体的に何をやるかまで示されており、

何週間後に電話をする、訪問する、などどのようにフォローを行うかま

で記されています。

最後に、誰がこれを書いたのということと、「臨床家は誰が確認しま

したか」というチェックをする欄があって、確認されていなかったら、「で

は先生が診てください」とか、「看護師さんに診てもらっていいですか」

といったことを確認することになっています。

これは多職種連携を目的としたような内容が入っているのですが、医

師の電子カルテの中に、薬と同じようなレベルで「社会的処方クリック」

みたいなのがあって、そこをクリックするとリンクワーカーさんにつな

がって、例えば、この方の趣味を広げてあげようとか、運動につなげて

あげようとか、そういったことにつながるような電子カルテが、イギリ

スの一部の地域では始まっています。

では次に、リンクする部分です。医療機関で社会的な課題がみつかり

ましたといったときに、どうやってつなげていくのか、誰がつなげてい

スライド７
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くのかということなのですが、新しくその役割を創り出すことももちろ

んできると思うのですが、まずは既存の枠組みの中で、どの職種がリン

ク機能を果たし得るのか、スライド９で整理しています。

上のほうからみますと、特に入院中、もしくは救急室の場合が多いと

思いますが、医療ソーシャルワーカーさんがいらっしゃいます。診療所

だと看護職。特に、介護が近いので、ケアマネさんも併任されている看

護職の方がリンク機能を果たしてくださっていることが多いと思いま

す。

次に、医療に近い領域としての介護の現場では、地域包括支援セン

ター、ケアマネさん、生活支援コーディネーターの方などが、このよう

な枠組みの中にいらっしゃるといえるかと思います。

福祉になると、医療と福祉って結構遠く感じているのですが、福祉の

中には、もちろん障害・子育てに関連するような専門員の方たちも。

さらには、行政を中心として最近は包括的なサポートも出てきており

ますので、どんな問題を抱えているか自分でもわかっていないけれども、

苦しいですという人たちが来るような窓口が設定されていたり、あとは

保健師さん、社会福祉協議会、コミュニティに近い行政の立場という意

味で、民生・児童委員さんなどがいらっしゃるかと思います。

コミュニティの中にも、いろいろな委託事業の中で、地域包括支援を

やっていらっしゃる方ですとか、地縁組織、NPO、企業などもリンク

機能を果たし得る方々かと思います。

次に、どんな機能、もしくはコンピテシーがリンクワーカーに求めら

れているのかというのをまとめたものをご紹介します。

先ほど、堀田さんのお話の中にもありましたけれども、ただつなぐだ

けではないのです。つないだ先で何が起きているかまでしっかり把握し

て、伴走していくという機能が求められているので、そのあたりも含め

たコンピテシーになっています。

スライド８
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まず１つ目はアセスメントスキルです。それと、アセスメントをしな

ければいけないコミュニケーションスキル、傾聴力、本人とともに決定

する。あとは、すぐに信頼関係を構築できるという能力や、適切に言葉

を選ぶ力、共感力、非臨床家であること、それから、地域コミュニティ

を的確に反映することができること。コミュニティサービスをよく知っ

ていて、しかも不断にアップデートできる。最後に動機づけと能力開発、

行動変容を引き出すというようなことが記されています。

これが全部できたらすばらしいなと思うのですけれども、なかなか、

全員ができるというようなものでは……。

先ほど、既存の枠組みの中でリンク機能を果たし得る職種・組織とい

うことでご紹介さしあげましたが、医療機関からつないでいくという目

線で考えたときに、それぞれ一長一短があると思っています。

地域包括ケアが推進されてきたことによって、医療とか介護……特に

介護ですね。福祉も医療ソーシャルワーカーさんなどを通じれば連携は

一定程度とれてきていると思うのですが、診療所や外来で気づいても、

なかなかつないでいない、つなげていないということがありまして、介

護以外の障害や子育てなどのテーマに関してはなかなかつながっていな

いというのが現状だと思います。

特に医療関連職種……私も含めてですけれども、地域リソースに関す

る知識やネットワークが乏しいので、何か問題がありそうだと気づいて

も、ここにつなげばいいという場所や人がぱっとイメージが湧かないの

で、ソーシャルワーカーにすらつないでいないというようなことも多く

あるかと思います。

最後に、社会的処方の定義の中に「共創」（co-production）が入って

いたと思いますが、個別ニーズに応じて新たにサービスを創出していく、

もしくは社会参加の場をつくっていくというようなことも、なかなかま

スライド１０ スライド１１
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だできておりませんので、このあたりも課題になっています。

紹介先となる組織、サービス、グループですが、大きく３つに分けて

います。一つ目は、医療機関から医療機関に紹介されることもあります

ので、「医療・健康ケア」ですね。

次に、「長期ケア」ということで介護の領域。介護予防と介護の給付

サービスの２つが出ています。

最後に、「社会的ケア（福祉）」という分野があって、ここをみてみる

と、専門的ケア以外に、コミュニティの中にある市民活動団体、NPO、

企業なども紹介先になるかと思います。

このあたりももう少し具体的に、皆さんともディスカッションできれ

ばと思っています。

最後に、今後に向けて、日本で社会的処方を進めていくにあたっての

課題を整理してみました。

手順に沿って進めていきますが、「医療機関の中で社会的課題を発見

する」場合の今後の課題は、どうしても医学部では健康の社会的決定要

因というのは習わないのです。高校を卒業して、大学へ行って、医者や

看護師になりましたという人たちは、どうしても、目の前の方の背景に

思いを馳せるということが、なかなかできないことが多いと思います。

したがって、医療職の中で、健康の社会的決定要因の理解を普及してい

くというのが１つです。

次に、それを「アセスメントするツール」です。電子カルテの開発な

ども必要になるかと思います。

あとは、さまざまなレベルで社会的リスクというか背景があると思い

ますので、これも経験を積み重ねながらだと思いますが、どの程度の社

会的リスクには対応して、どの程度のものには対応しないのかといった

ことも、各地域で考えていく必要があるかと思います。

スライド１２ スライド１３
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「地域社会につなげる」というところに関しては、先ほど少しコンピ

テシーでご紹介しましたが、日本では専門家、人材育成をどのように進

めていくかということが１つ挙げられます。

既存の枠組みも、まだ横の連携ができていないところがあると思いま

すので、さらに連携を推進していくことも必要といえます。

最後に、「生活に伴走する」部分では、そもそも医療機関と地域社会

がつながっていないというのが１つの課題ですので、それをどう連携さ

せていくか。それから、地域資源の開発もここでの課題です。加えて、

医療機関にとって社会的処方をやることでどのようなメリットがあるの

か、もしくはどんな負担があるのかなども明らかにしていかないと、医

療機関の理解も得づらいと思いますので、一つ一つの試みを評価してい

くことも今後の課題の一つになるかと思います。

私からは以上です。ありがとうございました（拍手）。

○座長 ありがとうございました。

■ 社会的処方－新田クリニックの現状－

三上はつせ 氏

○座長 お待たせしました。今、日本では社会的処方などと銘打って

はいないわけですけれども、同じように地域の方々、あるいは患者とし

て現われた方の、さまざまな困りごと、ニーズ、やりたいことに気がつ

いたときに、豊かな対応をしておられるお二方をお迎えしています。ま

ず、おひとり目は新田クリニックの看護師長を務められる三上さんです。

よろしくお願いいたします。

○三上 こんにちは。新田クリニック三上と申します。私の話は当ク

リニックの現場の話となり、少し偏っているかもしれません。よろしく

お願いいたします。

新田クリニックでの現状ですので、簡単に当クリニックの紹介をさせ

スライド２
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ていただきます。当クリニックは、国立市に開業して３０年になります。

外来、訪問診療のほかに介護保険事業としては、居宅介護支援事業所、

デイサービス、訪問看護、訪問リハビリ、入居施設としてグループホー

ム２か所と特定施設、去年の４月からは看護小規模多機能型施設もオー

プンしております。訪問診療の患者さんは現在２００名くらいです。

当院の受診患者さんの特徴ですが、高齢者の割合が年々高くなってお

り、それにともない独居、高齢者夫婦、認知症や抑うつ状態の患者さん

が非常に多くなっております。

最近は、８５歳ぐらいまではとても元気な高齢者が多いのですが、８５歳

から９５歳ぐらいの患者さんに社会的孤立者といわれる方々が多いのかな

と思います。

当院でみられる社会的孤立者の背景としては、やはり高齢や病気によ

る機能低下、認知症、抑うつ状態などがあります。歩行障害や体力の低

下、認知症、抑うつ状態などから、外出ができないということで孤立さ

れ、意欲低下・不安感で閉じこもりになり、また難聴などでも相手の話

がききとれず、話の内容に加われないことなどから、徐々に人との交流

を避け孤立していかれます。

社会的課題を抱える人をみつけるということに関しては、日常の外来

診察時や訪問診療のときに見受けられます。診療時に病気の診断だけで
スライド３
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はなく、常に生活状況を把握する視点をもって接すればみつけられます。

また、服装、身だしなみ、会話などからも判断できます。それから、地

域包括支援センターや、ケアマネ、ご家族、病院の連携室、近所の方な

どから相談があります。多くの社会的課題を抱えた方の依頼は、地域包

括支援センターからが一番多くなっています。

地域包括支援センターから依頼されるケースは、高齢の独居・高齢者

夫婦で問題を抱えている人や、最近多いケースは、住宅環境が悪くてご

み屋敷状態になっている、衛生状態が悪くてお風呂も入っていない、認

知症がありそう、食事が十分にとれていない様子、何か病気があるのか？

医療機関にはかかってなく主治医もいないので、往診してもらえます

か？など。また、家族に暴力を振るう、拒否が強くてかかわりが難しい

…。などいろいろなケースの依頼があります。

まずは、医療的な判断をして、それから支援方法を検討するので、と

りあえず一度診療をして欲しいということで話があり、かかわりがはじ

まります。

患者さんの診察に行くと、医療的な問題は少ないが、生活の問題を抱

えている人が多くみられます。生活支援や環境整備をしないと医療だけ

では解決できません。まず介護保険申請からかかわって、本人・家族に

説明と同意を得、ケアマネと連携をして必要なサービス内容の提案、訪
スライド６
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問看護や各事業所に情報提供、地域包括支援センターや必要な関係機関

と連携します。

その連携にかかわる仕事は、主に私たち看護師が行いますが、医師も

かかわります。診療所であり当院にケースワーカーさんはいませんので

看護師が行います。当院のケアマネ事業所や訪問看護ステーションとは、

やはり連携が取りやすいです。

事例になりますが、この方は９５歳の女性です。転倒をきっかけに、他

人とかかわるようになりました。それまでは、独居で誰ともかかわりが

ありませんでした。

アルツハイマー型認知症、高血圧がありますが、降圧剤は忘れて飲め

ませんので処方していません。

身内は、横浜に高齢の妹さんが一人、近所との交流はありませんでし

た。ただ、近所の人は自宅前の植え込み（自分の家の木ではなく市の木

や隣の家の木）を切っている姿をみかけ、また夜間大声を出すことがあ

ったため、不審に思われていたそうです。草や木がとても気になる方で、

自分の家の庭は草が全然なく、雨の時は土でドロドロになっています。

身体的にはとてもお元気な方です。

経過としては、いつものスーパーに買い物に行く途中、道路で転倒し

動けなくなりました。通行人が救急車を呼びますが、拒否をして乗らず、

救急隊も４時間も説得したそうです。入院も受診も拒否されて、かかり

つけ医もいないため地域包括から当院に往診依頼がありました。

往診時は、痛みで動けず、１日中そんな状態だったので、尿や便は失

禁状態で、私たちに「何しに来たの、帰って」と言われ、「私は、どこ

にも行きたくない」という感じで繰り返して、短期記憶障害が強く、同

じことを繰り返し言うのみでした。

「あなたたちは、どこから来たの」「新田クリニックから来ました」そ

れをまた忘れて１分置きぐらいに「あなたたちは、どこから来たの」と

いう繰り返しになりまして、なかなかコミュニケーションがとれない状

態です。

診断は腸骨骨折で手術などは必要なく、最初はその痛みに対しての治

スライド９ スライド１０
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療で、座薬を入れたりしましたが、１ヵ月ぐらいで状態は改善しました。

しかし、もともとの自宅の生活環境が悪くて浴室もなく、洗濯機なども

ありません。今まで洗濯や入浴はどうしていたのか、いろいろと生活の

状況がわからないのですが、現在は、洗濯はヘルパーさんがコインラン

ドリーで行っています。

その後も引き続き月に１回訪問診療をして、訪問看護が入り、ヘルパー

さんが生活支援を行っています。買い物は、ヘルパーさんと、気が向い

た時に行っています。かかわる人の顔をなかなか覚えていただけなく、

毎回「どこから来たの」という繰り返しにはなっています。金銭管理も

できないため、権利擁護の人もかかわっております。

２例目です。この方は、閉じこもりになっている方で、８６歳女性、独

居、認知症は軽度、糖尿病は軽度認めましたが、様子をみている程度で

す。

ご主人が亡くなられてから外出がなくて、買い物やコインランドリー

に時々行くのみになりました。銭湯へも半年ぐらい前までは行っていた

ようですが、その後は行かず入浴はしていない状態。１日中ガスレンジ

の側の所にじっと座っているというお話でした。

書類の管理や金銭管理ができず、通帳もないということで、息子さん

には地域包括支援センターから何回か連絡していますが、返事は来ない

ということでした。

経過としては、ご本人が保険証がないということで、市役所に何回も

行き、何回か送っているが、いつまでも受け取りができなく、包括がか

かわったことがあり、地域包括支援センターのほうは、認知症があるの

かなということでマークはしていたようです。

あるとき、膝が痛くて牛乳を玄関までとりに行けない状態を牛乳屋さ

んがみつけて、心配になり包括に連絡をしてきました。主治医がいない

ので当院に依頼がありました。

訪問診療をさせていただき、膝の痛みはとれていて問題はなく、ほか

にも医療的にはあまり問題がありませんでした。問題は閉じこもりの状

態と入浴ができていないことでありますが、これまで地域包括でデイ

スライド１１ スライド１２
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サービスを勧めても拒否をされるということでした。これを解決するた

めの当院の役割は、第一にご本人を説得してデイサービスに誘導し、入

浴もしていただくことでした。デイサービスに依頼し、ケアマネを決め、

それぞれに事情説明や支援方法などで連絡を取り合いました。最初は本

人の拒否が強く、受け入れが難しいかなと思いましたが、デイサービス

に行ってみて気に入り、入浴もされました。朝デイサービスへ行くため

には、食事を済ませ、更衣などの準備がありますが、その準備に手間取

り、ヘルパーさんやデイサービスの方がはじめは苦労されましたが、現

在順調に通所されています。

食事は配食サービスなどを利用して、家事支援ヘルパー、権利擁護の

人もかかわっております。

６８歳男性、陳旧性脳梗塞、右不全麻痺、心不全。同居のお兄さんが亡

くなってから抑うつ状態になり、体調が悪くなられても自分からは医療

機関に行こうとせず放置し、生保の係りの方が連れて来院されました。

誰ともかかわりがなく、介護保険も利用されていませんでした。

心不全で軽度の呼吸苦と、両下腿浮腫が重度でパンパンとなり、蜂窩

織炎になっていて発赤、熱感があり皮膚が剥離し、そこから浸出液が多

量に流出、ガーゼなどを当てていないため、ズボンが汚染し濡れてビショ

ビショの状態でした。感染予防のために毎日の処置が必要でした。

家の中も、ポタポタ垂れた浸出液で床が濡れていて、訪問者の靴下も

濡れます。洗濯物が多量にあり、３ヵ月くらい外出しておらず、食事は

ネットでレトルト食品を注文していました。入浴も半年以上していない

ということでありました。

降圧剤が必要な状態であるが勝手に中断し、服用していませんでした。

通院が困難なため、訪問診療で心不全、蜂窩織炎の治療を開始し、ケア

マネや訪問看護とも連携し処置や、服薬管理、弾性包帯巻き、入浴介助

を実施し、またヘルパーさんが介入してお掃除、洗濯、買い物などの生

活支援を行いました。

この方も現在は、自分で買い物にも行けるような状態になっておりま

す。

スライド１３ スライド１４
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この方は独居ですが多職種がかかわって在宅で看取れた患者さんで

す。

８０代男性、独居。元路上生活者で生活保護、市議会議員の方の支援も

ありました。

胃がんで手術はできず腸瘻をつくって、病院では長時間かけて腸瘻か

ら栄養を摂っていました。認知症が軽度ありました。

退院カンファレンスで病院に行き、そこでは食事は普通のものを摂取

するのは禁止、腸瘻栄養と経口摂取は流動食だけですよという話があり

ました。しかし、実際には、在宅で１回に８時間もかけて腸瘻からの栄

養は困難であり、流動食だけ食べていただきましょうと関係者で連携し、

ミキサーを用意し「普通のご飯はダメですよ、ミキサーにかけて流動食

にしてから食べましょう」と説明をしてありましたが、翌日から納豆ご

飯、ラーメンといったものを摂取されました。ラーメンが大好きでした。

病識（自分は病気であるという意識）があまりなく、「私は胃癌でし

たが、胃をとられずに済んでよかった。」と本人はおっしゃっていて、食

事は普通のものを自由に食べてしまわれました。つかえることもあり、

ご自分で「ちょっとづつ、食べるとよいよ」と言って、加減して上手に

摂取されていました。結果、腸瘻は亡くなられるまで、一度も使用しま

せんでした。

この方は、家（アパート）にお風呂がありません。以前から福祉会館

のお風呂を利用されていたようです。しかしそこのお風呂は、腸瘻の

チューブが人目に触れるということもあって、入浴時間を特別にお風呂

の開始時間前にしていただき、週に１回自分で歩いて行かれ入浴されま

した。

入浴後は訪問看護が入り、腸瘻の刺入部の処置を行い、ヘルパーさん

は朝、夕、毎日入り家事支援を行いました。

幸い痛みはなくて、自由に外出されて、自由な生活を送っておられま

した。

半年が経過したころから徐々に進行を認め、食欲の低下や体力の低下

がみられてきました。そこでボランティアさんが見守りをしましょうと

いう話になり見守りが入りました。

また白内障に対し、この時期に白内障の手術は、先を考えるとしなくて

もよいのではないかう意見もありましたが、ご本人が胃がんの入院の前

から白内障の手術をするということを予定していたので、それはどうし

てもやりたいという強い希望で（亡くなる４か月前）手術もされました。

亡くなる直前の１２月には、河口湖に旅行にも行かれました。それは障

害者支援事業所の方が誘ってくれて、障害者の方々と一緒に行かれまし

た。そことのかかわりは、ご本人がお元気なときにその事業所の掃除を

したり、大工仕事をしたりボランティアをしていて、そのお返しに事業

所のイベントに誘ってくださいました。

その旅行から間もなくして（退院から一年後）、ある朝、ヘルパーさ

んが訪問されたときに看取りとなりました。この間ずっと、あまり痛み

スライド１５
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止めも使わずに過ごせた方です。

この方には、医師、看護師、訪問看護師、ケアマネ、ヘルパー、地域

包括、権利擁護員、市議会議員、障害者支援ヘルパー、多くの方がかか

わって、カンファレンスも２ヵ月に一度程度行って情報共有しました。

ボランティアさんは教会の職員の方でした。

図にするとこのような職種がかかわりました。

診療所における電話相談はとても多く、医療的なこと以外に身の上話、

家族や友人のことまで多様な相談があります。抑うつ状態の患者さんか

らの電話も多く、不定愁訴や不安感が強いため毎日のようにかけてこら

れ、中には繰り返し同じことを言われ、非常に長電話で日常の診療に支

障をきたすこともあります。

電話相談で一番多いのは、急な発熱、転倒、嘔吐や下痢、胸が苦しい、

反応が悪い、気分が悪いなどあり、どうしたらよいか？という内容で、

そのつど対応し処置方法を伝え、不必要な緊急受診や救急搬送を減らし

ています。よく「救急車を呼んだ方がよいでしょうか？」と問われる方

が多いのですが、話を聞くと救急搬送対象ではない場合が多く、これま

で無駄な救急搬送を数多くくい止めてきました。

また、認知症の家族からの相談も多くあります。家族は妄想や幻視な

どを受け止められず、過剰に問題視して悩み、問題行動にも対応できず
スライド１６

スライド１７ スライド１８
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相談があります。

老後の不安、一人暮らしの不安があり、常に「寝たきりになったらど

うしょう…」と悩んでいる人は多くみられます。この悩みはなぜか女性

に多くみられます。

市からの委託事業で地域のさまざまな相談を受けている「なんでも相

談室」があります。看護師、精神保健士、介護福祉士の３名で担当し、

電話相談や自宅への訪問、医療機関への紹介、病院の付き添い、また継

続的な見守りを必要とする人に対しては定期的に訪問も行っています。

相談内容として、認知症の問題、介護の相談、受診に関する相談、精

神疾患、アルコール依存症に対する相談があります。特徴的なのは精神

疾患やアルコール依存症を抱えた家族からの相談が多いことでありま

す。なんでも相談室と地域包括、当院の医師、看護師（私）と定期的（１

回／月）に症例検討会議を実施しています。

このスライドは「なんでも相談室」、地域包括職員、当院の医師、看

護師で症例検討会議をしているところです。

昨年４月から看護小規模多機能施設（看多機）をオープンしました。

日常でこの看多機の利用はとても有用であり私たちは助かっています。

突然に入院するほどではないが介護が必要となり、独居などのため急

に自宅での生活が困難になる場合があります。

例えば、転倒して腰痛で動けなくなることがよくあります。若い方で

あれば鎮痛薬等を使用し２～３日でよくなる程度であっても、独居の高

齢者の場合、一人でトイレにも行かれない、薬もきちんと服用できない、

食事の準備もできないというようなことがあります。しかし簡単に入院

もできません。お薬を処方して、では「お大事に」というわけにもいか

ないことがあります。また、熱が出た場合も同じで高齢者はすぐ動けな

くなります。やはり熱発だけでは入院はできません。ショートステイな

ども急には受け入れが困難です。それから認知症の「BPSD」（Behavioral

and Psychological Symptoms of Dementia：認知症にともなう行動・心

理・症状のこと）が強くなり、家族対応が困難になった場合にも、急な

受け入れ先はありません。また家族が急な病気や急用時にて介護ができ

スライド１９ スライド２０
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なくなる場合もあります。そのようなときに利用しています。

事例を少し紹介させていただきます。

１例目は９８歳女性、自宅で転倒し、腰痛で歩行ができずトイレへ行け

なくなりました。娘さんと同居しているのですが、娘さんが毎回の排泄

介助や介護ができないということで、腰痛が軽減するまでショートステ

イをしました。

２例目の事例は７４歳男性独居、人工透析中。普段、家の中を数メート

ルつかまって歩ける程度で、当院で訪問診療中の方です。午後から嘔吐

が出現して、点滴をして病状的には自宅で様子観察の状態になりました

が、まだ吐き気が持続しご本人は一人では不安になり、更衣ができない、

一人ではトイレも行けないと訴えられ入院を希望されました。しかし普

段透析で通院している病院は、空床がなく入院できず、翌日の透析を考

慮すると簡単にほかの病院へ入院することもできず、今晩どうしましょ

うかということになりました。そんなとき看多機を利用し一晩ショート

ステイされ次の日の朝は、そこから透析に行くことができました。

８７歳の男性、パーキンソン病、肝硬変、うっ血性心不全、糖尿病とい

ろいろ持病のある患者さんで、都内に通院歴あり、当院には１ヵ月ぐら

い前に初診で来院され、当院ではまだ十分に生活状況なども把握できて

いない患者様でした。尿路感染症で高熱があり動けない状態で来院され

ました。抗生剤点滴を施行し、この状態で帰宅されてもおひとりでは大

変であろうと入院を勧めたところ、「要介護５の妻と２人暮らしで、自

分は妻の介護をしているため入院はできない」ということでありました。

介護といっても直接身体介護はできないが、見守りをしているとのこと

でした。奥さんを一人にして入院はできないというので、お二人が一緒

に入れる所を考えた末、当院の看多機を利用することになりました。

奥さんと一緒に２泊３日ショートステイをして、看多機で点滴などの

治療をして帰られました。

次の事例は、８３歳女性、独居、レビー小体型認知症、急速に認知症が

進行しました。日中独居で夜は娘さんと息子さんが交代で泊まっていま

した。あるときから、せん妄がひどくなり、一晩中眠らず、物を投げた

スライド２１ スライド２２
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りする乱暴な行為が出てきました。家族は疲れて仕事にも行かれないと

相談に来られましたが、家族は精神科への入院はかわいそう、急には施

設のショートステイもなく、看多機を利用することになりました。当院

の看多機も夜間は、特別に２人体制をとり、マンツーマンの対応となり

ました。１週間程度で薬の調整もうまくいき妄想が減少し安定していき

ました。

次に地域交流室の説明をさせていただきます。看多機の建物と同じ建

物で、すぐ隣に地域交流室を設け、地域の方の居場所づくりで、孤立予

防の目的ではじめました。

今は手芸活動、昼食会、子ども・高齢者食堂（月に１回）、など行っ

ています。外出の機会が少ない高齢者、独居の方、認知症の方が参加さ

れ、ボランティアさん、市民の方、民生委員、自治会、地域包括センター

の方が協力をしてくれています。今後は「グリーフケア」（グリーフ：

griefは、深い悲しみの意。グリーフケア：身近な人と死別して悲嘆に

暮れる人が、その悲しみから立ち直れるようそばにいて支援すること）

なども予定しております。

これは手芸をしているところです。（スライド２４）

このような作品ができあがりました。（スライド２５）

昼食会風景です。（スライド２６）

スライド２４

スライド２３ スライド２５
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国立市でも交流場所を増やす活動をしています。これは（スライド

２７）、サロン活動の立ち上げを社会福祉協議会がサポートする広報です。

これは（スライド２８）孤立者や認知症の方、困っている人を見つけ、

声掛け、見守り、知らせる、地域との連携をしてくれる役割をもつ「く

にたち福祉委員」の募集、育成を行うための募集のお知らせです。

結語として、社会的な課題を抱える人は圧倒的に８５歳から９５歳の人が

多く、その中には独居や認知症もあり、みずからSOSを発信できず、健

康や生活に支障をきたしています。気づくことや見つけることが大切で

スライド２６ スライド２８
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あります。

その人の生活を支えるために、医療と介護が連携し、多職種でかかわ

っていますが、よりよいケアを提供するためには、よりよい連携が必要

です。

電話相談が多いその背景には、独居や、ほかに相談相手がおらず、不

安感が募っている様子があり、相談相手やつながる場所が必要です。今

後は交流の場や多様なサロンが広がり、どこかにつながれるということ

が重要です。

高齢者の救急医療、介護はいつでも起こり、重度で入院になる場合は

病院対応になりますが、在宅の場合特に介護的なことが非常に困ります。

ヘルパーや緊急ショートステイの不足があり、当院の看多機もそろそろ

いっぱいになってきましたので、急な介護対応をどうしたらよいのかと

いう課題があります。

○座長 ありがとうございました（拍手）。

介護福祉の支援をしていらっしゃるわけなのですけれども、特に高齢

の方々で、時にご自身でなかなか課題がわかりにくい方々に対して、医

療だけではなく介護、福祉、生活支援、さまざまな活用してその方の生

活、生きがいをどのように支えるか。さらには、相談や居場所のケアも

最近は設けておられているという話でした。ありがとうございます。

スライド３０
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■ 急性期から生活期まで！
社会医療法人仁医会から見た「地域ささえあいセンターの意義」
～病院機能が、地域の健康を支える拠点であるために～

澤登久雄 氏

○座長 では続けて、澤登さんにお話しいただきます。澤登さんの医

療法人は、急性期から生活期までやっていらっしゃるわけですけれども、

そういった法人として地域の支え合い、まちづくりというところに、ど

うやって取り組んでこられているのか、お話しいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○澤登 改めまして、こんにちは。東京は大田区、大森駅から歩いて

５分のところにあります急性期の病院、牧田総合病院の地域ささえあい

センター長の澤登と申します。

病院のくせに「地域ささえあいセンター」などという、ほんわか、あ

ったかな名称で、ちょっと違和感はありませんか。私が責任者をしてい

る地域ささえあいセンターというのは、病院として地域包括ケアシステ

ムの具現化を図る中核部署という位置づけで、あえて２年前に病院の中

につくった組織です。

この地域ささえあいセンターが中心となって今から１１年前、「おおた

高齢者見守りネットワーク」――愛称を「みま～も」といいます――が

地域のネットワーク構築を進めてきたという経緯になります。そして、

今から２年前、当院と、「みま～も」というネットワーク共同で、「おお

もり語らいの駅」事業をスタートさせました。

「みま～も」は、ちょっと簡単にいいますけれども、まちづくりを目

的につくった任意団体で、このまちづくりの趣旨に賛同した企業、事業

所が協賛となってお金も出してもらい、活動に人も出してもらい、汗も

スライド１ スライド２
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かいてもらうネットワークになります。今では、「みま～も」の協賛は

９０を超えています。「みま～も」は今、全国にのれん分けという形で進

んでいまして、全国８ヵ所に「みま～も」があります。

全国にのれん分けした「みま～も」に、今年度の協賛数を聞いてみたの

です。合計したら、いつの間にか２００を超えていたと。つまり、２００を超

える全国の事業所、企業が、あらゆる壁を横断的に飛び越えて、わがま

ちの新たなまちづくりを展開しているといえるのかなと思っています。

あと、私はもともと当院が大田区から委託を受け、運営する地域包括

支援センターで働いていたのですが、病院、地域包括支援センターで働

いていると、こんな人たちによく出会いました。

例えば、痩せ細って動けなくなった高齢の方、かなり進行したがんを

おもちの方、異常に高い血糖値・血圧の方、そして、会話が成立しない

ほどに進行した認知症の方。こういった方々とよく出会いました。

実は、こういった方々に出会うと、私たち病院職員はどのように思っ

ているかというと、「何でこんな状態になるまで私たち専門職がいると

ころへ来なかったのだろう」、こういった思いに、いつも駆られていま

した。

「なぜもっと早く」という、ここの要因を考えてみると、３つの要因

があるような気がします。

１つは、相談する人がいなかった。もう１つは、気づいてくれる人が

いなかった。もう１つは、勧めてくれる人がいなかった。

つまり、その人を取り巻く環境、特に人とのかかわりによる要因で、

私たち専門職が感じる、何でこんなになるまでって。実はこういった要

因ではないのかなと感じていました。

当時、「みま～も」を発足するころ、要は１１年前ですね、私たち病院

の職員、そして包括の専門職たちが感じていた限界というのは、言葉に

すると、こういったことだったと思います。「支援が必要な人を、専門

スライド３

スライド４
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職による点で支える限界」だったと思います。私たちは、ある時期から、

この限界を感じて、もうやっていられないって、ちゃぶ台をひっくり返

してしまいました。

専門職による点で支えるのではなく、地域に暮らすすべての人、地域

で働くすべての人たちとともに面で支える仕組みづくりをしていこうっ

て、思い切ってしまったのです。そして気がつけば、１１年前に、この「み

ま～も」発足に動いていた自分たちがいたということになります。

こちらは（スライド９）、「みま～も」を後援いただいている東京都健

康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チームのデータに

なります。基本的な高齢の方々の割合になるのだと思いますけれども、

表現が適切でないかもしれませんが、恵まれた高齢者――元気高齢者だ

と思ってください。そういった方々が全体の約２割。典型的な高齢者―

―持病をもちながらも地域で元気に暮らしている高齢者の方が約６割。
スライド５
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要支援、要介護高齢者の方々が約２割。

基本的に私たち専門職が高齢の方々にかかわる介入時期は、要支援、

要介護になったときだと思うのです。医療や介護が必要になる時期。で

は、その前の方々に私たち専門職は、必要ではないか。例えば、元気高

齢者の方々というのは、今では地域の中で普通に仕事をしながら暮らし

ていらっしゃいます。

でも、ある時期が来ると、それがなかなか難しくなる。そうすると、例

えばボランティア活動などにかかわっていく人たちもいると思います。

このボランティア活動もなかなか厳しくなってくると、近くでやって

いる趣味やお稽古事といったものに通うような方々もいらっしゃると思

います。

それも難しくなってくると、もともとあった近隣の友人や近所づきあ

いといったものを続けていく。

時間の経過とともに、先々でいくと私たち専門職サービスにつながっ

ていく。こういう経緯になると思うのです。

ただ、このライフサイクルの節目節目の中で、うまくつながれずに、

社会参加の喪失や地域とのつながりがなくなっていく人たちがいる。大

事なのは、切れ目なく社会参加を続けていく、つながりを継続していく

ことだと私は思っています。健康度に応じて、このような形で社会参加

を続けていくことが大事だと思っています。

こちらは（スライド１０）平均寿命と健康寿命。皆さんよく知っている

ものだと思いますが、実は、「みま～も」サポーターという住民の協力

者の方々が約１００名いらっしゃいます。その方々の、「みま～も」へのか

かわりと、かかわっている年数を調べさせていただきました。

先ほどいいました平均寿命から健康寿命を引くと、何かしらの支援が

必要な時期が出てくる。これは見方を変えると、要は専門職がかかわる

期間といってもいいですよね。だから、例えば男性の場合、私たち専門

スライド８

スライド９
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職というのは８．９５年かかわっていく。「みま～も」１００名の中で、特に男

性なのですが、加入時期の平均は７１歳なのです。この時期から、「みま

～も」にかかわる私たち専門職たちが、この人たちに寄り添っていきま

す。１０年寄り添っていく計算になります。

たった１年の違いではないかと思うかもしれません。でも、この１年

って、ものすごく大事だと思うのです。元気なときに専門職が寄り添う

ことによって、例えば、自分が今後元気でいるための健康情報を提供し

てもらうことができる。そして、自分の先々の人生をどうしていったら

いいかというのを、あらためて考える機会を提供することができる。そ

れが１０年寄り添うことができる。これは大事だと思います。

もう１つ。今、男性の「みま～も」サポーターの平均年齢は７４．２５歳

です。もう健康寿命をはるかに超えながらも元気でいらっしゃる方がほ

とんどです。でも、時間の経過とともに、当然ながらこの方々も医療や

介護が必要になる時期が必ずやってきます。でも、その人の日常に寄り

添い、よく知る専門職たちが、その時期をみきわめてサービスにつなげ

ることができています。

女性は、「みま～も」の加入時期の平均は７２歳です。そう考えると１５

年以上、この方に私たちは寄り添うことができているということになり

ます。女性の「みま～も」サポーターの平均年齢は７８．６歳。健康寿命を

４歳ぐらいオーバーしていますが、皆さん健康で暮らしていらっしゃい

ます。これも早期に専門職がかかわることによって、やはり、その人た

ちが健康でいるための情報を提供していることが、１つのプラス要因と

いうようにいえるかもしれません。

そういう中で、地域の日常に専門職が寄り添う、それって高齢者だけ

でいいのって、私たちは「みま～も」の取り組みをしながら感じるよう

になってきました。
スライド１０

スライド１１
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その中で、１０年目に新たな事業を展開しました。それが、「常にそこ

にある場」、「おおもり語らいの駅」事業になります。

今日は皆さんに、「みま～も」の年間パンフレットを配っているので

すけれども、その中に、「おおもり語らいの駅」のパンフレットも入っ

ています。これは当院、地域医療の中核となる病院が、総合力を基盤と

して全世代対象対応型の地域包括ケアを具現化していくモデルとして２

年前に立ち上げました。もともとあった床屋さんを改修して、その場所

にしました。あえて病院の空いているスペースにつくりませんでした。

結局、ここに来るといって病院に来ても、それは病院に来ることなので、

徒歩２分ぐらいのところに、あえてこういった場所をつくりました。

本来、病院は、病気になった人を治療するところです。でも、見方を

変えれば、この病院というハコモノの中には、さまざまな分野の専門家

がいる人的資源の宝庫というようにいえるのかもしれません。しかも、

高齢から児童まで、そして育児、介護、障害、貧困、さまざまな個別課

題をもった人たちが、縦割りではなく訪れる場所というようにもいえる

と思います。

この、病院という機能が、けがや病気を治療するだけの場ではなく、

地域の健康を支える拠点になることはできないだろうか。これが、「お

おもり語らいの駅」事業を立ち上げた、そもそものコンセプトです。

この２人が、ここに常駐する、うちの職員で「地域ささえあいパート

ナー」といいますが、この子たちが常駐し、病院と地域とつなげてくれ

ています。左側の方が看護師です。右側の方が医療ソーシャルワーカー。

しかも、この方々は、うちの地域ささえあいセンターの課長さんです。

私たちが、「おおもり語らいの駅」で目指していることは、どういう

ことか。それは、自分だけの便利な場所ではないということです。しょ

せんは元床屋さんです。２０人入ったらいっぱいです。そこに、「あら便

スライド１２ スライド１３
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利な場所ね、お茶１杯頼めば１日いられるわ、この暑いときにクーラー

もきいているし最高よね」といって１０人のママさんが、毎日そこを便利

な場所として使ってみてください。もれなく子供が１０人ついてくるでは

ないですか。そうしたら、結局そこの場所は、その人たちだけの便利な

場所にしかならないわけです。つながった人同士の集いの場で完結して

しまい、それ以上の広がりをつくれないということです。そうしてしま

ったら、この場を本当に必要としている人には届きません。

先ほど新田クリニックの方が言っていましたが、必要としている人と

いうのは誰か。それは、SOSの声を上げることのできない人たち。だか

ら私たちが目指しているのは、こういったことです。「地域にとって必

要な場所」です。

この場でつながり合った人たちが、共感を、世代を超えてつなぎ合い、

その広がりの先に、この場を本当に必要としている人に届けることにつ
スライド１４
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ながる。これを二語でいうと「循環」になると思います。

うちの病院の専門職が、ここでできることは２つあると思うのです。

１つは、一人一人が、自分の体のことを考える機会をつくること。これ

は、病院ですからできると思います。

もう１つ、できることがあると思うのです。それは、あなたと専門職、

あなたと地域の誰かがつながることができる機会をつくること。これも

できると思います。

でも、結局は病院なんて、できることは、ここまでだと思っています。

この先は、ここでつながった一人一人が、ここでつながったつながり

を力に、地域で行動することを応援するだけです。

本人の気持ちが伴わない中では、何も生まれません。私たち専門職が

今本当に意識しなければならないこと、それは、支援よりも、共感をつ

なぎ、主体を広げていくことなのだと思っています。
スライド１８
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地域の中に専門職や行政がトップダウンでやらされ感を広げていくの

ではなく、やはり地域の主体をつなぎながら広げていくこと、これがこ

れから私たちに求められている、何より大切なことだと思っています。

おかげさまで、この「語らいの駅」、２年を歩みましたが、これは（スラ

イド２２）初年度のデータです。初年度で延べ６，０００名を超える方々がこ

こを利用してくれています。何だかんだ、私たちはもともと高齢分野の

専門職だったので、６５歳以上の人たち８割ぐらいが２～３年は続くかな

と思っていたのですが、初年度で６５歳以上の方が４割。２０歳から６４歳、そ

の中でも多くが小さい子をもったママさんたちが３割、そして子供が３

割。まさしく初年度から全世代対象対応型のコミュニティを生み出すこ

とができました。

でも、病院が何もなくいきなりスタートしたら、こうはならなかった

と思います。１０年間やってきた、「みま～も」の取り組み、そこで培っ
スライド２１
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た地域の中での企業や事業所、そして住民の人たちとのネットワークが

あったからこそ、初年度からこれだけできたのだと思っています。

うちの病院が、この取り組みをするようになった一番の効果は、病院

の職員自身が地域をイメージすることができたことです。この、「おお

もり語らいの駅」という事業をすることによって、病院が地域にもイメー

ジすることができた。

そして、病院とつながっている地域のネットワークを力に、地域に戻

る患者の方々に、ちょっとの応援・サポート・仲間・役割・やりがいと

いったことを、さり気なく提供できるように少しずつなってきているの

が、うれしいなと思っています。

これは、今日の主のテーマであると思いますが、社会的処方の全体像

です。これを、生意気ですけれども、私たちの取り組みに当てはめてみ

ると、たぶんこういったところがつながると思うのです。うちの医療相

談室、包括、「おおもり語らいの駅」、「みま～も」、あとは就労・社会参

加支援担当というのが、うちの病院の組織としてあります。あと、障害

者雇用推進課。

こういったところが、つなぎ役となり、地域資源という中には、「み

ま～も」の協賛企業、協賛の社会福祉法人、自治町会、民生委員、そし

て、「みま～も」サポーターの人たちとか組織化されていない住民の人

たち、社会福祉協議会。本当の意味で地域課題を一緒に取り組んでいる

地域資源の人たちに、情報をつなげることができるようになっているの

かなと思います。

まだまだ道半ばですけれども、私たちは、ここが本当に「循環」して

いくような、「おおもり語らいの駅」事業を通した病院の機能でいたい

と思っています。ありがとうございました（拍手）。

○座長 ありがとうございました。

スライド２３ スライド２４
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■ 今、なぜ日本に社会的処方が必要か
－医療福祉連携を進めよう－

近藤尚己 氏

○座長 演者の最後は東大の近藤さんです。改めて、きょうはイギリ

スから学びながら、と、最初に申し上げたのですが、今、ここ、日本で

この社会的処方というものを取り上げる意義、生活困窮者の方々にかか

わる調査研究などのことも含めてお話しいただければと思います。

○近藤 みなさま、こんにちは。東京大学の近藤です。

長丁場になって、もうすでに９５分ぐらいたって、東京大学の授業は今、

１コマ１０５分なのですけれども、きょうはさらに、１１０分コースでしっか

り学んでいただくという（笑声）、大変な、スパルタな感じで申しわけ

ないです。

「今、なぜ日本に社会的処方が必要か 医療福祉連携を進めよう」と

書きましたけれども、ここでいう福祉というのは、福祉というより地域

社会といってもいいかなと考えています。先ほど澤登さんが本当にきれ

いにまとめていただいたので、十分ではないかなと思うのですけれども、

医療と地域とがもっとつながってほしいという思いがあります。

私自身も医師免許をもっていて、２年間病院で常勤として働いた経験

もあります。研修医のときですけれども、私がいた病院は、生活困窮し

ている方がたくさん来るところで、研修に入るときに指導医から、ちゃ

んと患者さんの社会背景も問診することが大事だと指導されました。な

ので、研修医の私は「そうですね」といって一生懸命聞くのです。「ど

んな仕事をしているのですか」、「地域で何か活動しているのでしょうか」

といったように。

ところが、患者さんから、「友達がいないのです」みたいなすごく孤

立している状況が伺える言葉が出てきたとします。でも、それから先は

できないのです。「あっ、そうですか」と言うにとどまってしまう。何

ができるのだろうというジレンマを抱えることがありました。

医師は、病気を治すとか治療を提供することが得意な専門職ですけれ

ども、それ以外のことは本当に無力だなと。そういうことを悶々と考え

ている中で、「社会的処方」という言葉をはじめて聞いたときに、正直

「これだ！」と、ビビッとくるものがありました。今多くの医療機関に

足りないのは「地域社会に患者さんをつなげる」視点だと思います。日

本中に、新田クリニックみたいに、地域に根差した診療所があればいい

のですけれども、実はそうではないですね。

きょうも、たくさんのすばらしい活動事例がありました。これだけあ

るからいいではないかと思うかもしれませんが、圧倒的に足りない。い

かにスケールアップしていくかということが、これから必要ではないでスライド１
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しょうか。

さて、もう１つ、ビビッと来た言葉があります。「せっかく治療した

患者をなぜ病気にした環境に戻すのか。」これは、元世界医師会長のサー

・マイケル・マーモット先生の言葉です。彼が新しい著書の冒頭で述べ

た言葉です。まさに研修医だった私が感じていたことは、これでした。

この、環境をつくることは医師にはできないことでした。だけれども、

そこに医師を含め医療機関従事者が参加できる、その連携のネットワー

クづくりが社会的処方なのかなと感じております。

こういう思いを胸に、２００２年に私は、「健康な社会づくり」をしたい

と思って公衆衛生の研究を始めました。公衆衛生というのは、政策をつ

くったり社会環境を改善するなどにより、個人単位でなく、「集団を」健

康にすることを目的にします。

公衆衛生が２１世紀に入ってどんなことをやってきたか。例えば「健康

日本２１」というのがあります。２００２年に大学に戻り、私はこれを学び直

すなかで、ある授業でその設立趣意書の中の文言を聞きました。「健康

づくりは、結局は、国民一人一人が正しい知識をもち、みずから自覚し、

みずからの意志で生活習慣の行動変容を遂げなければ効果を上げること

はできない。こうした個人の力とあわせて、社会全体としても、個人の

主体的な健康づくりを支援してゆくことが重要である。」

この「健康づくりを支援」というところは大切かと思うのですが、そ

の手前の部分、「自覚してみずからの意志で行動しないと効果を上げら

れない」の部分――これは私がみてきた患者さんにはちょっと難しいか

も、という違和感があったわけです。では、実際に医療現場では同患者

の自覚を促してきたのか。病院で医師が「もっと運動しなければだめで

すよ」と諭すような指導をしたわけです。この人に言っても難しいだろ

うな、日々の生活で精一杯で、健康づくりどころではないのだろうな、

スライド２ スライド３
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という状況で、こういうことしか言えない。……日々患者さんと向き合

う中で、何とも言えないジレンマを私自身も日々感じていたのです。

そこで、大学に戻り、いろいろ研究を進め、また社会全体としても進

んできました。例えば、高齢者の寝たきりのリスクである「閉じこもり」

があります。週に１回も外出しないという状態です。実際に誰が「閉じ

こもり」なのかをデータでみてみると、所得が低い人や学歴面で不利な

人など、社会的に不利な立場にある方々が圧倒的に「閉じこもっている」

というデータがあります。

追跡研究をしてみると、生活保護制度の適用基準に当てはまる程度の

所得以下の方、つまり、介護保険料の第１段階の区分の方は、その他に

比べて２倍ぐらい、その後、死亡したり、要介護になるリスクが高い。

つまり、介護予防の活動の最大のターゲットは貧困層であるということ

がいえます。もちろん、これは所得だけでみていますけれども、いろい

スライド４ スライド５
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ろな面で社会的に不利な方のほうが病気になりやすいということが統計

的に出ています。

子どもに目を向けてみますと、これもいろいろなデータがあるのです

が、比較的知られていることとして、１人親世帯の子どもの状況があり

ます。１人親と、それ以外で健康格差がどうなっているのかをデータで

調べてみますと、どうも２００８年９月に始まったリーマン・ショックの後

から１人親世帯の子どもは２人親やそれ以外の世帯に比べて、子どもが

太りやすくなっている、ということがわかりました。

日々の生活や仕事に不安がある中で、子どものご飯のこととか、運動

のこととか、生活のことまで面倒を見切れなくなってくる。その不安を

一人で抱えなければならなくなった家庭の状況を想像させるデータだと

思います。

では、１人親世帯の子どもが食生活などの問題から体調をくずして、

小児科にやってきたとします。小児科の先生はどのように対応できるで

しょうか。生活の状況まで勘案して、どこまで診療できるでしょうか。

現状では、なかなか難しいと思います。

案の定、「健康日本２１」は５９の目標値を立てて頑張りましたけれども、

達成したのは１７％。「メタボリック症候群という言葉を知っていると思

う人の割合」など、知識面の目標は到達しました。だけれども、実際の

メタボの人の割合は中高年男性では増えてしまったのです。「わかって

はいるけれども、できなかった」というのが、この１０年間の総括といっ

てもいいかもしれません。

同計画の最終報告書には、反省として、「個人の健康設計における「こ

うすべき型」であった」と書かれています。「もっと運動すべきですよ」

とか、「野菜を食べるべきですよ」というように、「べき論」を展開する

のだけれども、それに対応できる人が少なかったということです。医者

がいくら口を酸っぱく指導しても、それに応えるだけの生活のゆとりを

もっている人が少なかった、という現状があったのだと。

そこで、私たちのような、健康格差の研究をしている人間は、こんな

ことを考えます。「生活習慣」は当然健康に影響を与える重要なもので

す。しかし、それを決定している社会的な背景――つまり、孤立の問題。

そして、所得や仕事などの社会経済状況。そして、地域環境の問題です

ね。これらが生活習慣を左右します。これらを何とかしないと、自分の

健康に目を向けるだけの余裕がでてこないのだろうと思います。「社会

的処方」は、まさに、この「健康の社会的決定要因」の考え方をベース

として概念化されたと私は理解しています。

生活環境をよくして、誰もが自然とよい生活習慣を保てるように、ま

ちづくりをしていく。そこに医療機関が参画していくことです。

日本の政府も、２０１２年に始まった「健康日本２１」の第２次の施策では、

社会環境の質を上げて健康格差を縮小するということを目標に定めてくスライド７
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れました。こういう政策上も、社会的処方というのは今、重視されるべ

き枠組みです。

世界保健機関（WHO）も、類似のことをいっています。先ほどのサー

・マイケル・マーモット先生が座長を務めて２００８年に出版した健康格差

対策のレポートである、WHOの「健康の社会的決定要因に関する特別

委員会最終報告書」では３つの推奨事項を上げています。

まずは、健康指導の前に「生活環境の改善」です。教育、労働、交通、

休暇……こういうことを整える。これは医療機関にはどうしようもあり

ません。したがって、地域の、これらの環境改善ができるところと連携

する必要があります。そこで、「組織連携の強化」も挙げています。そ

して、連携したときに、みんながちゃんと達成度を評価できる、ゴール

を確認できるように、健康格差、つまりどういう人たちがどんな健康状

態にあるのかを「見える化」して、また、活動を「アセスメントする」

スライド８ スライド１０

スライド９
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ことを推奨しています。しっかりデータで評価していくことが大切です。

さて、生活保護受給者も、社会的処方が必要な状況にある方々といえ

ます。最近の生活保護受給者を取り巻く医療の状況から、社会的処方の

あり方を考えたいと思います。

昨年度、私が所属している日本老年学的評価研究機構という社団法人

で受託した、厚生労働省の社会福祉推進事業で、２つのレポートを出し

ました。１つは、生活保護受給者の健康管理支援のあり方に関するもの

です。令和３年から福祉事務所が、生活保護の方へ健康管理支援をする

ことが義務づけられます。例えば、今まで多くの福祉事務所が、生活保

護の方には、積極的に健診を受けることを推奨してきませんでした。そ

のため、現在、健診受診率は本当に数パーセントしかありません。そこ

で、令和３年からの健康管理支援事業では、健診をしっかり受けてもら

うことがねらいの一つとなっています。政府が最終的にねらいとしてい

るのは、医療扶助の“適正化”です。健康になって、医療にかかる費用

を下げたい、という意図があります。そのような財政的なメリットまで

出るかはまだわからないため、私は、この新しい事業の展開に対して少々

警戒感、危機感をもっています。とはいえ、生活保護受給者へ、社会的

処方を進められるチャンスにもなりうるものだと思っています。

厚生労働省が健康管理支援の方法の１つとして、「同行受診」の事業

化を検討しているようです。病院に一緒に受診して、困りごとを相談し

たり、適正受診を促すという方法です。それによって「頻回受診」――

必要はないのに、いろいろな理由でたくさん受診してしまうことを抑制

するのがねらいのようです。ところが、そういう「付き添い同行サービ

ス」の効果があるのかどうか、エビデンスがあるのかについてはまとま

った資料がない、という現状がありました。そこで、私どもが受託した

事業で、それをまとめました。
スライド１１

スライド１２
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もう１つは、生活困窮世帯の子どもの支援。生活保護制度では、基本

的にケースワーカーさんは世帯主にしか面談しませんので、子どもに直

接アプローチする方法がない。では、それをどうするのか考えようとい

うことが、生活保護受給者への健康管理支援に向けた厚労省の有識者に

よる検討会で２年前にまとまりました。そこで、同受託事業で、そうい

う子どもへの支援方法をまとめたレポートも出しました。両方とも無料

でダウンロードできますので、よかったら手に取ってみてください。

例えば、生活保護の家の子どもの健康状態。これは、生活保護の医療

扶助のレセプトデータと、福祉事務所がもっている受給世帯の管理デー

タをくっつけると分析できます。私どもの分析により、生活保護の受給

者の間にも健康格差があることがわかりました。

ひとり親世帯の生活保護家庭の子どもとそれ以外の子どもを比べてみ

ると、ひとり親世帯では、ぜんそく、アレルギー、アトピー、歯の疾患、

子供の代表的な慢性疾患いずれにおいても２倍以上有病率が高いことが

わかりました。生活保護というのはお金の面でサポートする福祉サービ

スです。でも、お金だけではだめなのだよ、ということがこれでわかる

と思います。

頻回受診は、月に１５回以上同一疾患で同一機関に受診することと定義

しました。では、誰が頻回受診しやすいのか。これも今までデータがあ

りませんでした。分析してみると、どうもひとり暮らしの人、そして就

労していない人。この２つが関係しているということがわかりました。

これは病院勤めをしていた時の私の感覚にすごく合っていて、寂しくて、

地域にどこも行き場所がないから病院に来てしまうのだろうなというこ

とを考えていたのですけれども、やはり、ひとり暮らしや就労がないと

いうのは、孤立を生みやすい環境なのではないかなと考えています。

頻回受診を解決するときに、同行受診は１つのソリューションになる

と感じます。実際にどのように同行受診しているのかをみてみると、多

くの自治体は適正な受診の「指導」という言い方で表現されてはいます

が、実際には、「頻回受診するな」と頭ごなしにいうことをしてもまっ

たく意味がないので、そうはしていないようです。どんな生活の大変さ

を抱えているのかなどについて、面談などをしながら、信頼関係を作り

つつ、本当のニーズを探っていくようなことをしているようです。つま

り、リンクワーカーのような仕事にもなっているなと思います。

アメリカでは「Patient navigation」という言葉で、半研究、半事業

みたいな形で同行受診が広がっているそうです。論文がたくさん出てい

ます。無作為比較試験など、妥当性の高い研究もされていて、研究成果

によると、同行受診によって健診受診率が上がったり、病院の再入院や

受診中断、頻回受診といったことが予防される可能性も示されています。

アメリカの医療制度は日本と全然違いますので、同行受診も含めた生

活保護受給者への支援にどれだけ効果があるのか検証していくこと、こスライド１３
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れは社会的処方の１つの活動評価にもつながるでしょう。

黄色いほうの報告書（スライド１１の右側の報告書）でまとめた子ども

への支援、これも今、日本中でさまざまな支援の輪が広がってきていま

す。私たちの調査によると、多くの支援活動が、「食」に関する活動が

関係していました。例えば子ども食堂です。フードバンクも。

もう１つは、学習支援。貧困世帯の子どもに、大学生がボランティア

で放課後に勉強を教えてあげるというようなことをやっていますけれど

も、おもしろかったのは、勉強だけだと子どもは来てくれないというこ

とで、夕ご飯も提供していると。ご飯を食べに来て、ついでにお勉強も

してもらう。ということで、やはり食が絡んでいるなと感じました。食

べることはすごく大事だし、食べることがコミュニケーションの潤滑剤

になるわけです。

さて、支援アプローチはさまざまで、いくつかの軸で整理することが
スライド１５

スライド１４ スライド１６
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スライド１７ スライド１９

スライド１８ スライド２０
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できます。１つは包括的――すべての人に開かれた活動か、選別的――

生活困窮世帯だけに提供される活動かという軸です。選別的なアプロー

チの活動もありますけれども、多くが、子ども食堂など包括的な、誰で

も来ていいですよという、まちづくり的な活動になっています。ただし、

本当に困っている、ニーズが高い子は生活困窮世帯の子どもであり、そ

のような子にとってよりありがたい居場所づくりになっているとすれ

ば、生活困窮の度合いに応じて傾斜がかかっている、つまり、みんなへ

開かれた活動だけれども、特に生活困窮世帯に効果的な方法になってい

るといえるかもしれません。

選別的アプローチはとても効果が高い反面、その活動に参加している

子どもはレッテルづけされる可能性があり、注意が必要です。あの子は

あそこの会に参加している、ということはお金に困ってるお家の子なの

だね、というように認識されてしまう。実際、アンケートをしてみると、

子ども食堂は貧しい子のための、かわいそうな子のための集まりの場だ

と認識している人が多いようでした。これは非常に残念なことで、認識

を変えていくことも大事かなと思っています。以上のようなことを踏ま

え、今後の生活困窮者への支援について、いくつかの提言を報告書の中

で行いました。時間があったらぜひお手にとってみてください。

まとめですけれども、「せっかく治療した患者を病気にした環境に戻

さない」ために、今、日本に必要なこととして、社会的処方の推進があ

ります。すごく大切だと思います。そのときに重要なのが、健康は社会

的な要因で決まります、ということの理解を広げていくことです。この

認識が広まらないと、社会的処方を病院の方々が進めてくれません。

あとは、専門職だけで牛耳らない、囲い込まないことも大切です。医

療や介護の専門機関だけで完結させず、地域全体でケアをするというス

タンスと仕組みは大切かなと思います。医療と福祉の連携で息の長い寄

り添い、伴走型支援をするのです。リンクワーカーに、「はい、どうぞ」

スライド２１

スライド２２
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とつなげて、それで終わりにしてはいけません。これでは、患者さんか

らすれば、「何、これでもう病院に来るなということ？」と、突き放す

ようなメッセージになってしまいかねません。また、まちづくりに医療

機関もかかわっていくことも大事なのだと思います。そして、そういっ

た活動をしっかり評価して、データを積み上げるということも大切です。

各論としては、生活保護受給者への健康管理支援のあり方が、社会的

処方を考える１つの大切なケーススタディーになると思います。あとは、

組織連携を促すために、情報ツールを活用することです。行政のデータ

を積極的に使っていこうというムードがたかまり、実際にいろいろな

データを活用しやすくなってきています。問題を見える化し、評価して

いくための材料は豊かになってきました。でも、それを効率的に使って、

活動にも資するように活用していく枠組みが必要です。つまり、誰が生

活困窮の状態で、どんな支援のニーズをもっているかという情報を、地

域で安全にシェアする情報共有の仕組みです。そういったことも開発し

ていく必要があると思います。

市民による互助活動のスケールアップに医療機関や専門職がどうかか

わっていくのかも議論が必要です。例えば、子ども食堂を普及させるた

めに、行政や医療従事者がかかわることが可能ですが、かかわり方を間

違えると、せっかくの活動を壊してしまったり、せっかく住民たちが楽

しく行っている活動をつまらなくさせてしまうこともあると思います。

そういったことがないように、上手にスケールアップしていくためのノ

ウハウを蓄積していく必要があるでしょう（拍手）。

○司会者 ありがとうございました。

もう一度、６人の方に拍手をお願いします。ありがとうございました

（拍手）。

それで、きょうのシンポジウムは５時半ということですけれども、せ

スライド２４

スライド２３
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っかくこれだけの深い内容があるので、演者の方のご了解を得られれば、

１０分ほど延ばして５時４０分までという形にさせていただきます。休憩時

間は５分ということで、準備ができたら開始したいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

（休 憩）

○司会者 それでは、質疑応答に入りたいと思います。では、座長の

堀田さん、よろしくお願いいたします。

○座長 皆様、お疲れではないかと思います。スパルタをあと４０分と

いうことで、まずちょっと、どういう方々がきょうお越しくださったの

かというのを確認させてください。

まずは、社会的処方という言葉は聞いたことがあって来ましたという

方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。

（該当者挙手）

では、職種を教えていただければと思います。医療関係の専門職です

という方、いかがでしょうか。

（該当者挙手）

ありがとうございます。では、介護とか福祉関係の仕事をしていらっ

しゃいますという方、いかがでしょうか。

（該当者挙手）

ありがとうございます。自治体の方。

（該当者挙手）

ありがとうございます。それから、メディアの方。

（該当者挙手）

ありがとうございます。今どこにも手を挙げられなかった方は……ケ

アに関連しない企業等の方。

（該当者挙手）

ありがとうございます。そのどこにも当てはまりませんという方。

（該当者挙手）

ありがとうございます。

この４０分なのですが、まずは、ずっと黙ってお聞きくださったという

ことで、「こんなことをこの後話してほしいです」とか、特定のスピー

カーに「これはぜひ聞きたい」とかということがあれば、お手を挙げて

いただければなと思います。あるいは、「これだけは話したい」という

ことがあれば、ぜひ、お願いいたします。――ありがとうございます。

○来場者 西岡先生のご紹介で、初めて来させていただきました。外来

の看護師をしております。本日は貴重なご講演を、こんなにたくさんの

先生方にしていただき、とても驚き、とてもありがたいなと思います。

「みま～も」の澤登先生にお聞きしたいのです。とてもすばらしい活

動で、社会とつながっているということなのですが（８６ページ スライ

ド１５）、自分だけの便利な場所ではない、本当に必要としている人に届

かないところということで、SOSを上げられない方の場になっていかな

いとというようにおっしゃっていたのですけれども、具体的に、こうい

う活動をしていますというようにアピールをすると、健康への意識が高

い方が反応するのではないかと私は感じて。

私も外来で、孤立しているような方に社会につなげる何かをお伝えし

ても、いや私は大丈夫だからというようになって、どんどん孤立してい

く方が多いなというように感じているのです。先生の活動の中で、この

ようなことをやっていますといって、それに引っかからないような方へ

何か取り組みなどをなさっていたら、教えていただきたいと思います。

○澤登 ありがとうございます。きょうは、ちょっと時間がなくて話

せなかったのですけれども、私たちは、「みま～も」を通して見守りや

支援が必要な人を支えるネットワークとは、どういうものかというのを、

「社会的処方白書（仮）」の４２ページに書いています。
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私たちが専門職で仕事をしていて、つくづく感じていたのが、今地域

から孤立してサービスなどを拒否している人に、直接手を差し伸べよう

と私たち専門職がいくら努力しても、なかなか家の鍵をあけてくれない

のです。ラッキーなことに鍵をあけてくれたとしても、心の鍵をあけて

くれるかといったら、もっと敷居が高いです。やはり直接何かをしよう

と思っても、その人たちに手が届かない。手を差し伸べられない。

では、どうしていくかといったら、こうやって語らいに来てくれた人

たちが、地域にいるそういう人たちに気づいてくれて、その人が手を差

し伸べて、適切な時期に私たち専門職のネットワークにつなげていただ

く。そういう仕組みが必要だと思っています。それが私たちの究極の目

標なのです。それに関しては、ぜひ、この白書の４２ページを見ていただ

ければと思います。よろしくお願いします。

○座長 ありがとうございます。ほかに個別のご質問……はい。

○来場者 管理栄養士なのですけれども、きょうは、不登校とか行き

づらい子供の支援をする立場から質問というか、全体的にお聞きしたい

んですけれども、近藤さんが子供への支援というようにいっておられて、

澤登さんも全世代への支援というところで子育てとか、そこの支援に少

し触れられたのですが、こういう問題のときに、子供の支援というと学

校を外すわけにいかないと思うのです。

いろいろな、医療、福祉分野、地域包括ケアということを考えるとき

に、学校とのかかわりとか、学校とどうつながっていくかが今一番ネッ

クになっているような気がするので、そこへの視点とかを、これからの

お話の中にもしもあったら教えてください。

○座長 ありがとうございます。今の段階で学校と一緒にというのが

あれば。

○近藤 すごく大事だと思います。いくつか事例はあるのですけれど

も、まず、学校というのは教育委員会があって、連携がすごく難しいと

ころではあるのですよね。でも、いったん連携体制をつくれば、ぐっと

入り込めることもあります。例えば、足立区は教育委員会と合同で区内

全小学校の児童に健康状態と暮らしぶりについてのアンケートをしてい

ます。そして、生活困難世帯と、そうではない世帯との健康格差を継続

して評価して、公表しています。しっかり情報公開しながらPDCAを回

しています。

あと、日本全国に「ヘルス・プロモーティング・ホスピタルネットワー

ク」という、健康づくりを推進する病院や医療機関のネットワークがあ

ります。その中には、学校などへ出向き、子どもに病気や医学的なこと

を話しに行ったり、性教育を手伝ったり、そういうことをやっている医

療機関がたくさんあります。そのように医療機関と学校とが、行政の連

携とは別の形で個別に一緒にやっていくことも可能かなと思います。で

も、まだまだ足りないところだとは思っています。

○座長 ありがとうございます。足立区だと、孤立した子どもたちの

伴走支援にコミュニティユースワーカーという専門職でない方が活躍し

ていたりもします。学校と面でつながっていくというところでいくと、

例えば小規模多機能自治を進める三重県名張市では、地域、地域づくり

組織と学校の連携もはかられていて、地域学校協働本部を設けてコミュ

ニティスクールとしても発展しています。

また、別の観点ですけれども、福岡県の大牟田市ですとスクールソー

シャルワーカーさんを含めて、子ども、障害、高齢、生活困窮……さま

ざまなソーシャルワーカーの方々と、市役所のいろいろな部署の方々が

定期的に課題を共有する機会をもっていて、とりわけ参加とか「はたら

く」というところにつなげていく機能を果たしています。

では、ほかにご質問。はい、お願いします。

○来場者 一般のサラリーマンで、面白そうだなと思って参加しまし

た。イギリスの場合なのですけれども、家庭医の先生が、ではこういう
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ところに行ってみたらというような、薬ではなくて、そういう処方箋を

出して幾らかもらえる仕組みなのかなと。それで紹介されたリンクワー

カーの人たちも、給料をもらえるのかなと。要は、ボランティアではな

くて、そういう仕組みでお金ももらってやっているのかなと。

それをもし日本でやるとしたら、開業医の先生方も処方箋を出して、

診療報酬というのですか、幾らもらえるとか、そのような仕組みになっ

ていくのかなというようなことを思って聞いていました。

介護の人も給料が少なくて、男の人はあまり結婚ができないとか、よ

く聞くのですけれども、この仕組みは日本でいったら、給料面でも成り

立つのかなというようなことを思って聞いていました。

○座長 ありがとうございます。まず、イギリスの社会的処方につい

ていうと、この仕組みは各地に広がっているのですけれども、お金まわ

りはそれぞれです。でも少なくとも、社会的処方を行ったことそのもの

に対して、医療機関に日本でいうところの保険点数がつきますというも

のではありません。ただし、イングランドの家庭医診療所の場合は、地

域の健康アウトカム改善に対する評価も組み込まれていますので、社会

的処方を通じて健康アウトカムが改善すれば評価につながります。地域

によっては、特定の対象に関するプログラムをつくり、アウトカムが改

善したら、その仕組み全体に対してお金が入ってきて、リンクワーカー

や処方先にあたる活動に対しても配分できる形で、「ソーシャルインパ

クトボンド」（Social Impact Bond：官民連携の仕組みの一つで、行政

や民間事業者及び資金提供者等が連携して、社会問題の解決を目指す成

果志向の取組み）を活用しているところもあります。

ですので、イギリスで進めていますと申し上げていますけれども、健

康上の理由で医療機関にきた方々を、医療に吸い込むのではなくて暮ら

しの場で伴走するということに対して、金銭的なインセンティブが現時

点で明確に全土で存在するわけではないということになると思います。

西岡さん、もし補足があれば。

○西岡 イギリスの家庭医の先生のところに受診に来られる住民の

方々というのは、登録制になっていまして、数が決まっています。日本

のように、どこの医療機関にでも行っているというわけではなくて、例

えば２，０００人の患者さんを診ていきますと、頻繁に何かの問題があって、

医療機関が相談先になっている場合は、たくさんの患者さんが繰り返し

繰り返し訪れることになるので、家庭医も診察する患者数が増えてしま

うという問題が起きます。

そこに対して、社会的処方で相談する人を増やして、医療機関に来な

くてもよくなる形をとっています。診察する患者数が減って、そこに対

して比較的地域にインセンティブが……、もらうお金は変わらないのだ

けれども、患者さんを診察する数が減るので、労働的にはダウン。その

ようなところで、実施されている方々もいらっしゃるということでした。

○座長 ありがとうございます。

ほかに、ご質問や、この点を話してほしいというリクエストはありま

すでしょうか。委員としてご参加くださっていたお立場から、馬袋さん

と新田先生に一言、コメント、あるいは、ご助言があればお願いいたし

ます。馬袋さん、お願いします。

○馬袋 ご紹介にあずかりました、委員の馬袋と申します。壇上の委

員の皆さん、本当にお疲れさまです。また、すばらしい発表をありがと

うございました。

１つ質問として、先ほど医療とのかかわりの中で、日本の医療の課題

のなかで、医師の方々は臓器別に専門を重ねてこられた先生方が多くあ

りますが、これからは、複数の疾患をもつ高齢者の増大、医療の適切な

受診の在り方など、地域のなかでの医療として家庭医という機能の医師

について今後期待されると思うのですけれども、そこらへんについて近

藤先生、長嶺先生たちがどのように思っていらっしゃるのか。コメント
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をいただければ幸いです。

○座長 後でまとめて答えて頂こうと思いますので、続いて新田先生

も、かかりつけ医、診療所機能という関連でお願いいたします。

○新田 新田でございます。先ほどの会場からの質問も含めてありま

したけれども、要は、日本の社会がまったく変わってしまったというこ

とでございます。疾病構造では、従来型の医師、あるいは病院が、診療

所が、疾病構造だけで対応する時代は、もう終わりつつある。なぜかと

いうと、私たちの外来も８０歳以上ですよ。９０歳、８０歳以上の人たちを従

来の疾病構造の中で、治療だけでは何の解決もないという時代が、もう

来てしまった。

病院だってそうですね。病院が、８０才以上の方に病院としての機能を

果たすのが何かが問われています。実をいうと、やることがなくなって

いるから、「みま～も」みたいにやらざるを得ない。そういう中で何を

やるのだというのが、この問題の本質だろうなと。

それを社会的処方というイギリスのものをもってきた。日本型の社会

的処方とは何があるのだろう。処方でいいのかどうかも含めてなのです

が、処方というから先ほどの話で、では地域の先生にインセンティブを

あげるのかの問題が生じます、地域の医師たちは、インセンティブで誘

導する話の時代は終わっていて、医療社会の「かかりつけ医」の定義で

いうと、相談を含めて、生まれたときから最後、亡くなるまで伴走者で

いて、そこに付き添いましょうということです。その中でどういう役割

を果たすのでしょうかということで、きょうの発表をずっと聞いていま

したけれども、その中の話を、ああだこうだと言っている。

もうちょっというと、多様な人たちがいて、多様な人たちに１つの処

方箋だけではできない社会で、処方集……これを処方箋といっていいか

どうかわかりませんが、あるのだろうなと。そういう話だろうなと思っ

ています。

○座長 ありがとうございます。忘れるところでしたが、専門職にし

かわからない言葉ですけれども、「地域包括診療料」とか、「在宅時医学

総合管理料」といって、きょうお話ししていた、言い方によっては社会

的処方といっていることに通じるような、患者としてあらわれた方の全

人的アセスメントに基づく支援に活用できる余地もあるのではないか。

可能性は我々の中でも議論があったところです。

これからの医療機関、診療所機能のあり方として、もう既に発揮して

いるものを、もう一度評価しながら広げていくためにはという視点にな

ってきます。

では、あと２０分ぐらいということで、せっかく、きょう長嶺さんがお

話しくださったところですが、医療機関を起点とする社会的処方という

ことを考えたときに、まず健康上の訴えの背景に潜んでいるかもしれな

い社会的な課題に気づく。そして、次に地域社会につないでいく。３番

目として、生活に伴走するというような手順でお話をいただきました。

社会的課題を発見する、つなぐ、伴走するということを考えたときに、

どんなことがチャレンジになったのかということをお伺いしてみたいな

と思います。

まずは、１番目の「発見する」というところで、先ほど馬袋さんから

もお話がありましたけれども、現段階では医師のみならず、時にほかの

職種もですが、専門職が全人的なアセスメントが十分にできていなくて、

できる環境になくて、訴えたものを訴えたままとられてしまって、後ろ

にあることに気づけないというところもまだまだあるのではないかと思

います。この点については、どういったやり方で「SDH」（Social

Determinants of Health：健康の社会的要因）の理解を普及する、ある

いは、特定の人や職種ではなく、ある機関全体として気づくということ

を支えていくためには、もう既に提案をしてくださいましたけれども、

補足したい方はいらっしゃいますでしょうか。
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○長嶺 私も医療従事者としてやっているので、理解をともなう発見

と、理解をともなわずとも発見できるという両方が必要なのかなと感じ

ています。健康の社会的決定要因を理解した上で、コミュニケーション

をとれて医療従事者として発見できるというのが、もちろん一番いいと

は思うのですけれども、なかなかそうはいかない。そういう意味で、先

ほどちょっとご紹介したスクリーニングツールですとかアセスメント

ツールみたいなのがあって、それにチェックが入りましたという時点で

誰かにつながるというようなプロセスが存在すると、少しみやすくなる

のではないかと思っています。

○座長 秋山さん、お願いします。

○秋山 看護師で、「マギーズ東京」の秋山です。がんに特化した相

談、支援、しかも病院の外に、家庭のような環境をとても大事にしたつ

くりの「マギーズ東京」の３年間の実績の中で得たものを少し話します。

予約なし、相談料は無料という基本をつらぬき、来られた方には無理に、

あなたの名前はとか、生年月日はとか、それこそアセスメントツールは

一切使っていないのすが、そこでの経験の中で共通することを感じたの

です。

そこは「ナラティブ」（narrative：自分自身によって語られる物語）

の中で生きていくので、がんといわれたとか、がんにかかわることをい

われたときに、がんと折り合って生きていく自分を見出すという前に自

分の物語をずっと語らないと、自分を取り戻すことができない。それで、

もちろん病態のこととか、治療のこととか、直接身体的な面とか、治療

そのものについての相談はあるのだけれども、それ以前の真に社会的な

面を、とうとうと話しだします。とうとうと話した結果、その人は自分

なりに整理ができて、そして、病気以外の社会的課題を抱えた人であれ

ば、自分が今病気に直面しているけれども、例えば自分の家族関係の問

題が解決しない限りは、そこをちゃんと取り組まないと前へ進めません

ねという答えを出して帰るのです。

すべてそれで表現できているわけではないけれども、まさに、エンパ

ワーメントされて帰る人々の様子を私はたくさん見てきました。それは

病気になった――例えば、診断がついた直後から、治療中の方から、初

期の治療が終わって次のステージに入っていく非常に長い経過をもつサ

バイバーの方から、またご遺族から、年代が非常に幅広く来られていて、

そのような物語を毎回毎回聞いているわけです。

そして、「マギーズセンター」では、あまりリンクナースに――時々

はあるのですけれども、つながなくても自分でコンタクトできる人たち

がやってきている。一方で、「暮らしの保健室」は、つなぐところまで

やらないと難しいです。年齢が上の方が多いからです。

ついでながら、３６ページの図（スライド４）の真ん中にリンクワーカー

と書いてありますけれども、上の専門職と下の機関は、すでに社会の中

では――澤登さんが提案してくれましたが、PTAつながりのサークル

とか、婦人会とか、消防団とか、そういう地域の中のネットワークがあ

って、その人たちの資源を利用して、医療というものを振りかざさなく

ても活躍できる場がみつかれば、それはそれで社会参加ができていくの

です。だから、その間をつなぐ人の特性というのは、医療だけをやって

いたのではわからないと思います。ここの真ん中をつなぐ人がとても大

事ではないのかなと思いながら、先ほどから聞いていました。簡単に丸

にしているけれども、これは一体どうだろうなとみんなに聞いてみたい

と思いました。

○座長 ありがとうございます。まず気づくところは、ご自身が語る

中から、常にご自身が、どこが手がかりなのかということを発見してい

かれるということをお話しいただきました。周り、専門職の側が気づく

のではなくて、ご本人の中に気づくチャンスというものが、耳を傾ける

という機会においてあるのではないかということです。
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そして、投げかけてくださったことは、気づくの次のところですね。

真ん中に、社会的処方の仕組みをつなぐというところの機能として、リ

ンクワーカーが入っているわけなのですが、長嶺さんもご紹介してくだ

さいましたように、１人の人に、そんなスーパーな機能は備わっていな

いでしょうと。４４ページ スライド１０のところですね。たくさんの機能

がずらっと……。これをやり切るのはなかなか難しくて、人ではなくて

チームでということもいわれているところなのですが、今、秋山さんは、

医療の専門性だけでは難しいのではないかというようなことをおっしゃ

いました。

澤登さんにうかがってみたいと思います。まず、専門職ではなくて地

域の人こそ気づくとおっしゃっていますけれども、つなぐ人に求められ

る力、これだけはしでかしてはいけないこと、これだけはしっかりやる

ぞという心得みたいなこと。それは資格の有無や職種が関係しているの

だろうかというのを、お話しいただけますでしょうか。

○澤登 私たちはやってきて、つくづく感じたのが、専門職のやりが

ちなネットワーク構築というのがあるのです。それがお仕着せのネット

ワークです。これが大切、こうあるべきとか、自分たち自身の当然を大

上段に振りかざして地域に入ってくる。それだと、やはり難しい。

「語らいの駅」には、うちの田口という看護師がいて、秋山さんが今

言っていた一言一言を、秋山さんの顔を田口にかえてもイメージができ

るぐらい、本当にそのとおりの動きを日々してくれています。つくづく

感じるのが、何もしない大切さというか、逆に時間、空間といった中で

……不思議なのですけれども、そういう中で、あるときに「ポンッ」と

背中を押すだけで、その人が考えていて歩んでいける。そのタイミング

といったものも実はあるような気がしていて、つなぐことは、やはり地

域をイメージできているかどうかが、すごく大事なことだと私は思って

いるのです。

結局、病院の中にいるとどうしても、地域ってイメージしづらいと思

うのですけれども、地域というイメージをもちながら、その人とかかわ

っていくことも大事なのかなと。今、つなぐというところの中で私がい

えることは、それぐらいかなと思っています。

○座長 三上さん。同じく看護師として、発見もつなぐも、三上さん

がやっていらっしゃるところも大きいのではないかと思うのですけれど

も、まず、どういうことを考えているか。これが大事とか、三上さんが

いなくても、もはやこういう仕組みがクリニックの中で回っているとす

ると、どうやって気づく、そしてつなぐということを広げてこられたの

か。

○三上 発見というところでは、先生たちが診療して、私たちもいろ

いろなケア、処置とかしながら診て、その人は普通の医療的なことだけ

ではちょっと無理かな、伝えたいことがあるのかなというのが、医師た

ちの診察のときだけではなく、ひとり暮らしなのとか、どうなのとか、

そういうのは年中質問をしています。だから自分たちは反応しているの

ではないかと思うのです。

つなぐということでは、ケアマネの事務所があったり、いろいろな施

設があるので、地域包括支援センターとか連携をとっているので、ちょ

っとしたことがあれば先生からも、この人を地域包括支援センターに連

絡しておいてとか、この人はこうしてという指示もあるし、私たちも気

がついたときにどうなのだろうという。まだまだできていないとは思う

のですけれども、思った人をそのままにするのではなく、そこはやって

いる。だから年中、どこのデイサービスに行っているのとか、どこで何

をしているのということを聞いているのです。

あと、診察室にもいろいろな悩みを抱えた人が来て、先生たちはお薬

の処方も、本当に乳剤ぐらいは出すけれども、ひたすら３０分、ひたすら

傾聴なのです。傾聴しよう、傾聴しかないよねと。それで何回か通われ
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て、そこからさっきのように自分で答えを出して、だんだんといらっしゃ

らなくなって、普通の精神状態に戻っていく方も多いし、あまり聞いて、

これをしましょう、これをしましょうというようなことはいわないよう

に、その人がもっているものを引き出すような感じで待っているという

方向性でやっているのです。

○座長 ありがとうございます。きょうはご紹介しなかったのですが、

スコットランドの場合は、パイロットで社会的処方を進めていったとき

に、医療的な背景のない、地域資源開発のほうに強みをもっている方々

をリンクワーカーとして積極的に雇っていって、かつ、医療機関に所属

させるのではなくて、リンクワーカーの方々がみんな所属する機関があ

って、そこでの体験を共有できるようにしたということを教わりました。

では、あと５分で、つなぐためには、その先にあるからつなぐ、なけ

ればつくるということをやらなければいけないわけなのですけれども、

これについては近藤さんにお聞きしてみましょうか。つなぐ先、手順３

（３６ページ スライド３）のところで、かかわって、そこに伴走すると

いうことを考えたときに、生活困窮者の方々についての研究成果も一部

ご紹介いただきましたが、つなぐ先は十分にあるのか。資源はあるのか。

そして、資源がないときには、どんな対応が行えるのか。

きょうは、生活環境改善における医療機関の役割みたいなことを強調

してくださいましたけれども、つくるところにおける医療機関が担え得

る役割というのは、どんなものがあるのか。そういったあたりを、お話

しいただければと思います。

○近藤 これは澤登さんではないですか（笑声）。私、そこに関して

は、この間、澤登さんからすごく学ばせていただいて、どう担えるか…

…ううん……。まず、健康は人生の目的ではないとはいえ、大切なこと

ではあるので、地域の環境作りが患者さんや地域の皆さんの健康のため

に大切であるということを、説得力をもって説明できるのが、医療専門

職である、という事はあると思います。また、地域でのさまざまな活動

の場で、健康づくりに関連するコンテンツを届けられる立場ではあると

思います。

だから、牧田総合病院がやっているみたいに、地域に医療機関従事者

も出ていって、皆さんが集う場の場づくりに参加していくというのは、

住民さんたちにとっても、健康に関心がある人にとってはすごく大切な

機会になる。また、医療機関従事者にとっては、そこに参加することで、

自分たちが診ている患者さんが地域でどんな生活をしているのかを目の

当たりにでき、また、病院での付き合い方とは違った形で、一緒に交流

することができる。お互いに“win-win”の形になれるのではないかなと。

○座長 ありがとうございます。

澤登さんにお尋ねしたいのは、医療機関の専門職たちが地域に出てい

くことに対して、さっきのご質問ではないですけれども、そこにお金が

つくわけではなくて、この大きな、急性期から生活期までやっている法

人が、「みま～も」１０年から、さらにセンターを独立させて全世代で、病

気になったらではなくて地域の支え合いの拠点としてということを、法

人を挙げてやり続けられている。医療法人として何か感じているメリッ

トなり、アウトカムみたいなものは、どんなことがあるだろうかという

ことを。

○澤登 「おおもり語らいの駅」を始めたときは、「みま～も」をやり

始めたときよりも実は大変でした。うちの病院はそんなに大した……と

いったらあれですけれども、そんなに崇高な思いがある病院であるわけ

ではなく、「おおもり語らいの駅」をやり始めるときにも――理事長、病

院長は、「みま～も」を通して、この取り組みに対してはだいぶ理解を

してくれていたので、やってみようよという話にはなりましたが、やは

り、やり続けながらマイナスでは困るわけです。儲からなくてもいいけ

れども、とんとんであればいいぐらいな気持ちでいてくれました。
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それで、やり始めましたけれども、やはりコーヒー代１５０円です。６，０００

人で掛けてください。家賃は毎月２０万円です。そういう中で、「おおも

り語らいの駅」を１つはブランド化して、そこの地位を高めることによ

って収入を得るような形で、例えばソーシャルコーディネーター研修と

か専門職向けのとかをやりながら、２年目からは、ある程度とんとんの

事業ベースで今はやれています。

そういう中で病院としてのメリットは、例えば総務とか財務的なとこ

ろはとんとんでほっとしているぐらいのものですけれども、病院の職員、

医師の人たち、経営者の理事長たちにとっては、今は在院日数の短縮が

病院にとっては超大きな命題なわけです。そういう中で日々、この人を

地域にどうやって戻そうということをしているのですけれども、そうい

った中、退院支援をしていくために地域の中で相談できるところが数多

くふえているというのは、各課の医師の人たちも含めてメリットに感じ

てくれています。

今度、病院の診療院が蒲田にできるのですけれども、そういったセミ

ナーとか講座を仕掛け的にやっていますが、それも、「みま～も」とい

う取り組みを通して住民の人たちが多くかかわっているので、開催すれ

ば毎回１００名、２００名とか来るわけです。そのように、地域とつながって

いる病院というように地域の人たちからも信頼が得られているというの

は、やはり目に見えないメリットがある。

今は経営陣というか、理事長、病院長クラスの人たちは、今はそこを

十分メリットとして感じてくれているので、続けられているのかなと感

じています。

○座長 ありがとうございます。プレゼンでは、社会的処方をどのよ

うに持続可能な形で広げていくかということを考えたときに欠かせな

い、個人にとって、そしてコミュニティグループにとって、保健医療シ

ステムにとってのアウトカムを作っていくか、に触れてくださいました

けれども、ある意味、後藤さんが、この検討会の中では社会的処方とい

うものに関して一番フレッシュに参加して、かつイギリス視察にもご一

緒くださったわけなのです。

この、「NHS」では社会的処方と呼ばれているものを日本で進める、

あるいは取り入れていく意義は、何らか感じられたものがおありでした

でしょうか。そして、今日のおふたりのご報告のように、既にそのよう

な取り組みはたくさん生えてきているので、定着させていくということ

を考えたときに、少しメゾかマクロな視点から、どこから手をつけてい

くのがよさそうだと思われるでしょうか。

○後藤 非常に難しい質問ですけれども、答えになるかわからないの

ですが、私は経済学をやっていまして医学部にはいないのです。ビジネ

ススクールというところにいますと、いろいろな産業があって、分野が

あって、医療はどんだけ価値があるのかということをほかの分野の人に

説明しなければいけないのです。例えば、大きな政策とかお金を使うと

いうときに、ほかのセクターの分野の人に、一体どんな価値があるのか

ということをわかりやすく説明しないと、本当にこういったものにお金

が……つまり、持続可能なようにお金が入ってこないという実感があり

ます。

私はさっき、評価というように申し上げましたけれども、これは別に、

査定するとかという意味ではまったくなくて、まったく関係のない人に

価値を伝えるためにどうしたらいいかというのをみんなが考えるという

ようなイメージでもっています。さっきフロアからもありましたけれど

も、残念ながらイギリスと比べると、社会的処方を導入するために各医

療、福祉の現場がやろうと思う経済的インセンティブとか環境が全然で

きていないと思うのです。

だからまずは、多様な効果、多様なインパクトというのを、どんな形

でもいいからまず評価して、それを違う場所でやっている方がいらっ
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しゃったら、それをコミュニケーションしていく。それから、先ほど診

療報酬の中でも、ゆっくりなのですけれども、通常の高度技術をすれば

出来高払いで収入が入ってくるというところから、徐々に、ゆっくり、

全人的な医療評価をすることでお金が入ってくることになりますので、

そういう流れを加速するように、ほかの分野の人も含めて評価の場を広

げていく。なかなか具体的にはいえないですけれども、そういう形でや

っていくしかないのかなと思います。

○座長 ありがとうございます。

それでは、４５分になりましたので、きょうの締めは、この検討会の立

ち上げから世話人として、一番議論させていただきましたので、長嶺さ

んに、次なるチャレンジ、あるいは発見とチャレンジで締めていただき

たいと思います。

○長嶺 ありがとうございます。先ほど秋山さんと、馬袋さんのご質

問にもあったかと思うのですが、私自身も実は島で１人のお医者さんみ

たいなことをやっていたことがありまして、コミュニティのサイズとい

うのですかね、ある程度の人数であれば、私が医者であり住民であり、

その地域の人のことをみんな知っていて、みつける、つなぐ、伴走する

を地域の方々とともにすべてやることができました。

ただ、大きなコミュニティになったときに、澤登さんみたいな方がい

れば、もしくは秋山さんみたいな方がいれば回る地域もあると思うので

すけれども、そうではない地域でも、医療職と地域の方がどうつながれ

ばこのステップがうまく回るのか、というのが私の大きな問いの一つで

す。

島の小さなスケールのときのことをイメージすると、医療者として行

政とつながっていたのは、すごくやりやすかったなと思います。加えて、

社会福祉協議会とのつながりや、学校医として学校とつながっていたと

いうのも、アプローチしたいと思うところとすべてつなげられていた仕

掛けだったと思います。

先ほどご質問もありましたけれども、確かにすべてにつながっていれ

ばすべてやりやすいのですけれども、それがつながっていないというの

が、まず１つの課題だと思いますので、これだけ多くの医療機関があり、

かつ、フリーアクセスなので、まず１つは自分がみている地域がわかり

やすくなるということと、医療機関が行政としっかりつながっていくの

が１つ大切なことなのではないかと思っています。

○座長 ありがとうございました。

医療機関がどこまで、生活環境改善までどう対応していくのかという

のは、非医療職である立場からすると、そこまで下りてきてくださらな

くても……。でも、抱え過ぎないで、ある意味頑張り過ぎずに限界を知

っていただいて、人として出会い直す。そこに暮らす生活者として、患

者と専門職という関係を超えて話ができないか。そして、共にする、創

る体験を少しずつ重ねていくことを通じて、気がついたら水平につなが

っていっているというような形もあるのではないかと思うところです。

今回、オレンジクロスで１年間、この検討会をもたせていただいたの

ですけれども、今年度は厚生労働省の補助事業（老健事業）という形で、

特に医療機関が地域のレジリエンスを高めていくということを考えたと

きに、果たしている・果たしうる機能に焦点をあてて、事例収集を中心

とする調査研究を進めていければということになっています。またこち

らも、ご報告や議論ができる機会をもてればと思います。

これで後半も終わりにしたいと思います。どうもありがとうございま

す（拍手）。

○司会者 どうもありがとうございました。

長時間にわたり……本当はもっと続けたいのですけれども、時間の関

係もあるので、これでシンポジウムを終わりにいたします。

今、最後に堀田座長から話がありましたけれども、今年度も続けて、
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一応、昨年度から３年でやっていきたいと考えております。引き続きま

たいろいろ発信していきたいと思います。それでは、これで第５回のシ

ンポジウムを終わります。きょうは、どうも長時間ありがとうございま

した（拍手）。

――了――
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