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2019 年 8 月 20 日 

Health Innovation Network South London（HIN 南ロンドン ヘルス・イノベーション・ネッ

トワーク） 

 

・Zoe Lelliott, Chief Exective   

・Rebecca Jarvis, Director of Operations  

・Fey Sivry, Healthy Clinical Director PT 

・Carrie Chill, Clinical Diector  

・Lydia Davies, Project Support Officer  

 

＜Rebecca＞ 

ヘルスイノベーションネットワークについて紹介する。南ロンドンにおけるエビデンスベース

のイノベーションを促進していくということを主要な目的としている。 

 

 
 

この AHSN が設立されたのは 6 年前になる。 
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この国ではリサーチには多く投資がされていたが、リサーチを実践に移すことには同じレベル

の投資はされていなかった。そのギャップを埋めて行くためにできたのがこの AHSN である。 

 

 
 

AHSN には 55 のメンバーがいる。南ロンドンのヘルスとケアに関する組織がメンバーになっ

ているが、CCG（クリニカルコミッショニンググループ）、病院、メンタルヘルス、プライマリ

ーケア、大学、地方団体が含まれている。われわれの組織の他との違いは、NHS の組織でもあ

るという点だ。企業と一緒に取り組み、ヘルスとケアに関して企業がニーズにもとづいて製品開

発していくサポートをしている。 
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生活の向上、お金の節約、経済的な成長をゴールとしている。 
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そのやり方として、エビデンスベースのイノベーションを普及させていき、パイロット事業を

行い、イノベーションに資する試みをしている。そして業界全体でのコラボレーションを図って

いる。われわれはヘルシーエイジングを担当しているが、情報業界のサポート、デジタルヘルス

というような業界横断的なテーマもある。 

 

 

 

われわれの価値観として、勇敢に優しく、オープンで多様に、共に心を開いている。われわれ

は皆でやっていることを共有したいと思っている。 
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＜Carrie＞ 

 
 

 
 

 高齢者に関するヘルス、ソーシャルケアの戦略について説明する。NHS の長期的なプラン計画

が 1年ほど前に発表された。そのビジョンはヘルスサービスとケアサービスのあるべき姿を定め

ている。そして今後の目標を設定しており、これが今後 10 年のヘルスとケアの目標に関するハ

イレベルなビジョンになる。より効率的にヘルスケアというものを病院から外に出して人々の自

家の方に近づけていくというのが主要な目的となっており、家庭医、GP、プライマリーケアを

よりコミュニティに密接なかたちで提供していくというのが主要なやり方となっている。緊急病

棟（Accident and Emergency，A&E）に行く人たちの混雑をなくしていこう、緊急病棟へのプ
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レッシャーを減らしていこうということになる。そして本人自体がヘルスやケアのセルフマネジ

メントができるようなパーソナライゼーションも目的の一つとなっており、初めてデジタル対応

（digital enablement）という実現化に関する戦略が設定された。これはプライマリーケアや外

来を今後 10 年間主要なサービスにしていこうというものであり、サービスへのアクセスを向上

させ、より効率化させるということになっている。最後の重要な点に、ヘルスとソーシャルケア

の統合がある。 

 

 
 

これにより全国的にヘルスとソーシャルケアのアプローチが変わっていき、高齢者のケアにイ

ンパクトを及ぼしている。高齢化について前向きに対応していこうということで、アクティブエ

イジングを通して否定的なアウトカムを予防することに焦点を当てている。 

 また、高齢者向けのサービスの質を向上させていく、高齢者にとってより適切なサービスにし

ていくというところにもフォーカスが当たっている。つまり統合化されたケアサービスというこ

とであり、これを全国的に高齢者へのサービスを変えていく。 
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初期の段階でリスクの高い人を検知し、セルフケアを高めていくことでポピュレーションヘル

スアプローチと呼んでいる。ケアを先取りしたかたちだが、計画的になるようにいろいろなその

分野の人たちが学際的に取り組み、私のような GP や病院の専門医、ソーシャルケア、ボランテ

ィアの人たちが一緒になって取り組むというアプローチとなっており、迅速なコミュニティ対応

チームを作っている。 
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病気になった人がすぐに病院に行くのではなく、まずコミュニティや家の中でケアされるよう

になっている。それが入院する人たちの数を減らすということ、入院しても早く退院できるよう

にするということが期待されている。ケアホームにおけるサービスの強化、向上ということにつ

ながっている。現在ケアホームに入っている人たちに必要なケアが提供されていないということ

が認識されており、3 つのプログラムが出来上がった。エイジングウェル、緊急なコミュニティ

対応、強化されたケアホームにおけるヘルスの 3 つである。また、フレイルティというものを

長期的な症状として管理し、フレイルな高齢者が暮らしていく、生きていくというかたちに変わ

ってきている。転倒、せん妄、失禁などの症状に関しては初期にその検知をし、管理をしていく

という考え方となっている。また病院に入る、入院することによっていろいろなものが妨害され、

障害になるということがあったが、コミュニティベースのパーソンセンターのコミュニティの対

応に変えていく。これがヘルスとソーシャルケア、メンタルヘルス、ボランティアなどを統合し

た、コミュニティのアセットを活用したやり方だ。 

 

（質問：ポピュレーションヘルスアプローチはハイリスクアプローチとどのように違うのか。） 

 GP の契約の中にはフレイルティの人を検知するということが要件の 1 つとしてある。これに

は良い技術的なツールがあり、GP が担当する患者のグループの中からフレイルティの人たちを

感知していくということが GP に求められていることになっている。そこで高いリスクのあるフ

レイルティの方に関してはさらに詳しく評価をしていくという道に進んでもらい、低い方に関し

てはコミュニティとかボランティアの方に道しるべをつけていく。 

 

＜Fey＞ 
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 皆さんの 1 番最初の訪問先であるマイタイムアクティブについて紹介する。ここは人々が自

分の健康を自分で見ていくことを支援している社会的企業である。ヘルス、メンタルウェルビー

イング、コミュニティ、人間関係に関する相互的なウェルビーイング、つまりホリスティック（全

的）な人間に主に焦点を当てている。子供から男性女性高齢者まで楽しめるような身体活動のセ

ッションをしている。 
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地元のレジャーセンター、コミュニティサービス、GP のプラクティスが一緒になって活動し

ている内容のプレゼンテーションをする。ヘルス・イノベーション・ネットワーク（HIN）の

診察ディレクターが作ったエスケープペインというプログラムがある。これは HIN が開発した

エビデンスベースのプログラムである。これは現在全国的に採用、展開されている骨関節症の人

たちのためのプログラムで、教育、エクササイズ、運動に焦点を当てている。これは筋骨格の教

授の Michael Hurley 教授が開発したプログラムである。マイタイムアクティブも含むイングラ

ンド内 200 の施設でこのプログラムが展開されており、プログラムの参加者は 1 万 3 千人にの

ぼる。これは 2 年ほど前に Sport England というところから助成金をいただいており、一週間

に 30 分しか運動をしないような非活動的な高齢者、腰やひざの痛みのある高齢者向けのプログ

ラムだ。エクササイズやフィットネスのインストラクターがコミュニティでこのプログラムを実

施していくという新しいアプローチがこの助成金を使って取り組まれている。 
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病院ではない 54 か所で計 800 人あまりの方たちがこの 2 年間でプログラムに参加しており、

痛みを伴う人たちがそれでも安全に運動してさまざまな利益を得ることができることを学んで

もらうというプログラムである。体を動かすだけでなく体を動かす行動を維持して、自分の生活

を管理をしていくということも重要だ。 

 

（質問：HIN の運営のかたちはどうなっているのか。） 

 NHS、NHS England、NHS Improvementという 3つの主要なファンディングソースがあり、

それに加え今では Office for Life Sciences、EU のファンディングも少しある。また、メンバー

組織であるためメンバーからの会員費もいただいている。エスケープペインというプログラムは

NHS England から直接やってくれと言われているものだ。また、メンバーのニーズに対応して

われわれの仕事は成立するので、委託事業が必要になれば入札に参加することになる。 

 

（質問：HIN というのは NHS から独立した NGO といえるのか。） 

 HIN は Guy’s and St Thomas’NHS Foundation Trust にホストされて（経営下に入って）い

る。ここは最大規模の NHS トラストなので、資金調達や人事面、オフィスを実際に使わせても

らっているという利点がある。他の AHSN はそのコミュニティの社会的企業だったりするが、

NHS と契約関係を持っているわれわれの組織はスタッフにとっても利点があると思う。 

 

（質問：ソーシャルケア側と自治体のかかわりはどうなっているのか。） 

 地方自治体はわれわれのメンバーであり、委託を受けて仕事をすることもある。ソーシャルケ

アと医療はまだ分かれている。この数年は地方自治体の予算削減が厳しく、なぜヘルスの組織に
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会費を払わなくてはいけないのかというところもあり地方自治体側に理解に欠けている部分が

あるが、われわれは現状あまり心配していない。また、ヘルスとソーシャルケアがいかに統合的

にやっていくことが重要かということが分かっているのでたとえ地方自治体から会費をもらっ

ていなくてもそれは問題視することなくやっている。 

 

（質問：皆さんのバックグラウンドについて知りたい。） 

Carrie：ここに来る前はマートン区の CCG にいて、高齢者と終末医療のコミッションサービス

を担当していた。 

Fey：バックグラウンドはパラメディック（コ・メディカル）。理学療法士として訓練を受けた。

前にはロンドン救急サービスにもいた。Darzi Fellowship のプログラムで HIN に来ている。 

Lydia：HIN に来る前に Gloval Health Medicin をキングスカレッジで勉強した。認知症の方と

その音楽療法のリサーチプロジェクトを行った。オランダのマーストリヒト大学でバイオメディ

カルの学位を取得し、その夏のインターンプロジェクトで研究生としてヘルスケアに関心がある

ということで HIN にいる。 

Rebecca：ヘルスとソーシャルケアの業界で働いて 17 年になる。主にはプロジェクトのリード

役を行っており、変革を起こすプロジェクトを担当してきました。ブロムリー区のコミッショナ

ーをしていた。その当時はプライマリーケアトラストと呼ばれていたところとのジョイントコミ

ッショナーであった。当時のプライマリーケアトラストは地方自治体を信用しておらず、非常に

難しい仕事であった。 

 

（質問：開発されたエスケープペインのプログラムについて、この組織は開発にどのように役立

っているか。また NHS はその成果をどのように使っているのか。） 

＜Fey> 

私のバックグラウンドは PT だ。Michael Hurley 教授という方がいて、パートタイムでセント

ジョージズ大学、そしてパートタイムで HIN の筋骨格のクリニカルディレクターとして働いて

いる。この HIN が設立された時に、南ロンドンのポピュレーションヘルスのニーズは何であろ

うかということを調べた。そのとき南ロンドンの人々の筋骨格が非常に貧弱であることが明らか

だった。それがその人々の生活に支障をきたして、また就労にも支障をきたしていた。それで、

エビデンスベースのプログラムを組織として開発していくということで、このエスケープペイン

はその 1 つだ。たくさんのリサーチがその背景にある。この Hurley 教授のリサーチを HIN が

いろいろなかたちでヘルプをして、理学療法として病院の中で実践されている。最初は、南ロン

ドンの三つの病院で始めた。実際にこれが実践でうまくいくということを実証して、いろいろな

会議やイベントでこのプログラムを紹介することによって、多くの人々がこのプログラムのこと

を聞き、関心を持つようになった。 
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そして、大きなボランティア組織からのファンディングを得て、Academic Health Science 

Networks，AHSN（エビデンスベースのヘルスとソーシャルケアのプログラムを普及し、加速

化させていくという任務として持っている）は、それを NHS にこれだけ価値があるということ

を見せた。それで、今は 200 のサイトで、このエスケープペインが実践されている。これはイ

ングランドのすべての地域をカバーして採用されている。 

それで、実際にトップダウン式にこれをやっていくために、AHSN が提案をする。われわれ
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はそのためにエスケープペインを用意した。 

また、その他のところで開発されたプログラムもわれわれは提供する。南イングランドのワイ

ト島で開発されたモデルはメンタルヘルスに関して頻繁に入退院を繰り返す人たち用のプログ

ラムだが、警察やコミュニティのメンタルヘルスサービスと一緒になって、南ロンドンでイノベ

ーションとして普及していこうとしている。 

 

（質問：そのエスケープペインプログラムがインパクトを与えられるというニーズ調査は、例え

ば GP の記録から分析したのか。どのような分析、アセスメントによって、そのプログラムをや

ろうという意思決定が行われたか。） 

参加者のいろいろなデータを追跡しており、エスケープペインに関してはいわゆる痛みだけで

なくメンタルウェルビーイングも含むクリニカルアウトカムメジャーを計っている。インパクト

を証明できる大きなデータセットが集まっており、このプログラムの経済的なインパクトに関し

ても大学の研究者が追っており、ヘルスとソーシャルケアのシステムの節約になっているという

ことも実証している。 

もともとのデータはランダム化コントロールトライアルから来ている。418 人が抽出され、そ

してエスケープペインプログラムを通った人と、GP のケアを通った人との比較をした。エスケ

ープペインのウェブサイトにペーパーは全部公表されている。 

 

＜Rebecca> 

もっとも強いエビデンスベースのイノベーションであるものを各 AHSN が提案する。そして、

15 の AHSN がそのような提案を全部見てもっとも強いものを選ぶ。ということで、われわれの

提案が通らなくても、もっとエビデンスを集めるために南ロンドンでやり続けようという選択も

われわれはできるわけだ。 

 

(質問：ロンドン以外の方はエスケーププログラムにどのようにアクセスしているのか。） 

 まず GP にいき、そこから理学療法士のところに行き、そこから紹介されてエスケープペイン

に入ってくる流れになる。NHS サービスが限界になっているので、NHS サービスにアクセス

するのが遅くなる。今はコミュニティのレジャープロバイダーの中からプログラムにアクセスし

てもらう道筋もつけている。例えばマイタイムアクティブは自分で紹介して自分で決めて自分の

判断でアクセスできるようにしている。腰やひざの痛みを抱えている人たちには体を動かすこと

が怖いという人もいるが、このプログラムを経験することによって運動は安全で自分にとって利

点のあるものだということを分かってもらえる。自分の考えを変えてもらい、体を動かすという

行動を継続してもらいたいと思っている。 

 

長期的なフォローということだが、この 12 セッションが終わったあとのフォローは、個々の

施設に任せている。3 か月、6 か月とか決めてフォローしているところもあれば、残念ながらそ
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のフォローするだけの余裕がないので、していないところもある。ランダム化コントロールトラ

イアルで、われわれは長期的なフォローアップをしたことがあり、人々は運動をするという習慣

を持続することができるということが分かっている。 
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8 月 20 日 

 

マイタイムアクティブ My Time Active 

（ヘルシーエイジングのためのコミュニティ・ベースド・アプローチ） 

（パビリオンレジャーセンター内） 

 

Ann Wilbourn, Primetime coordinator 

Angela Clayton-Turner, Co-Chair of Bromley Dementia Action Alliance 

Debra Weekes, Partnerships and commnunities manager  

Diane, Medical programme 

 

＜Angela＞ 

 
 

ブロムリー区「パビリオンレジャーセンター」へようこそ。こちらでマイタイムアクティブを

運営している。これはコミュニティのアセットとして運営している。 

マイタイムアクティブの中のプライムタイムは高齢者のためのプログラムのブランド名、総称

だ。 
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われわれは、人々のウェルビーイングを向上させていくためのソーシャルエンタープライズで、

対象は生まれてから高齢になるまですべてをカバーし、われわれはオープンでアクセスしやすい

ということに誇りを持っている。 

われわれはそのブロムリーのレジャーセンターを運営しているわけだが、ここ以外に 4 か所

あって、ゴルフコースも、ホールもある。2 つ小さなサイトがあって、これはプールだ。 

オープンでアクセスしやすいということの意味は、人々が規定の料金を払えばここでさまざま

な活動ができるということだ。ゴルフ、水泳、ジムそれからいろいろなグループエクササイズも

できる。 
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医療的な課題のある高齢者のためのプログラムがあり、これは「プライムタイム」という。紹

介されてやって来る人たちのための運動がエスケープペインだ。それから紹介されて行うゴルフ

もある。 

 

<Ann> 

 

 

成人の高齢者のためのプログラムが 1 週間に 85 ある。われわれはブロムリー区のサイトを運

営している。高齢者専用のスタッフは私も含めて 2 人がフルタイムで、もう 2 人がパートタイ

ムだ。私がこのポストに来たのが 2008 年なので、もう 11 年になる。はじめは 100 人のメンバ

ーだったが、今は 3102 人に増加した。 

メンバーの多くが 1 週間に 3 回から 5 回利用している。また、センターをまたがって 1 つの

センターと別のセンターのセッションを受けている。昨年の実績は、60 歳以上の 65 万人がセッ

ションに参加した。 

このプライムタイムプログラムに関わっているボランティアは 30 人だ。ボランティアの方は

こちらに来る人をようこそと言ってお迎えする。初めてくる人で知っている人がいないような人

を笑顔でお迎えしてコーヒーを飲んでいろいろな紹介をして、クラス後はこういう活動が他にも

ありますよと言って他の活動の紹介もする。 

いろいろなイベントをやっている。孤立や孤独を予防するというような意味もある。コーヒー

モーニング、ランチ、それからクリスマスランチは 170 人が集まる。パーティ、それからシア

ターもある。 

われわれは他のいろいろな組織と強いパートナーシップを持っている。その組織の 1 つは

Angela さんが代表をしているブロムリー認知症アクションアライアンスだ。運営委員会があり、
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ブロムリーを認知症にフレンドリーなコミュニティにしていこうと目指している。 

私自身は認知症の人のためのチャンピオン（すぐれた活動をしていると認定されている）だ。

また、ボランティアもすべて dementia friends と呼ばれる人になっている。スタッフもしかり

だ。つまり認知症に関しての意識向上トレーニングを受けた人だ。受付も含みここの施設で働く

人は、各部門のマネージャーや部長も認知症の意識向上トレーニングを受けている。 

また、AGUK という大きな高齢者のチャリティー団体や、医師や、それから GP の診療所、

それから理学療法士とも密接に連携している。 

常に人々のニーズと wants に即したかたちのプログラム開発を心掛けている。レジャーセン

ターからさらに外に出るために孤独を感じている人たちのいるコミュニティにわれわれが出か

けていくということもしている。 

 

 
 

重要なのはプライムタイムのメンバーになると非常に定着率が良いということだ。プライムタ

イムに入ってからアクティビティのレベルは多くの人で向上している。 

男性たちにこのプログラムにもっと来てもらおうというプログラムがあり、そのターゲットは

638 人だったが 813 人の男性がプライムタイムのメンバーになった。男性でプログラムが終わ

った後 90%がアクティブな生活を続けていき、またウェルビーイングが上がった人は 47%とい

う報告だ。 
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＜Diane＞ 

 

 

 

長期的な医療的課題を抱えている人たちのためのプログラムがいろいろ用意されている。健康

に影響が出ている人達のためのトレーニングのセッションとしてフレッシュスタートとハート

スマートという 2 つの主要なプログラムがある。これはこの地区で 20 年以上にわたって継続的

に提供されている。 

フレッシュスタートというのは長期的な症状を抱えている人たちのためのもので、卒中やパー

キンソン病、それから神経系の疾患、糖尿病、関節炎、骨粗しょう症などが含まれる。肝臓や心
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臓の疾患の診断をされた人たちのプログラムがハートスマートだ。エクササイズの専門家が実際

にスーパーバイザーをする 12 のプログラムを利用することができる。 

すべてのプログラムはまずアセスメントから始まる。本人の医療的な症状、薬の状態、能力、

そしてゴールなどをそこで明確にする。 

ここでは紹介制になっている。病院から、GP から、地域看護師から、理学療法士から、コミ

ュニティの卒中などの疾患を患った人たちのリハビリ組織からの紹介だ。紹介されて来ると、そ

の人の選択によってジムでいろいろ体を動かす、あるいはクラスに参加することになる。 

2017 年から 2018 年にかけての統計では、1600 件の紹介が昨年は 1800 件で、毎年紹介件数

は増加している。プログラムを終えた人たちの 71%が実際に身体的な能力が上がり、67%の人

たちの血圧が下がり、一般的なウェルビーイングが良くなったということだ。 

その 12 のセッションが終わっても長期的なサポートがあり、フレンドリークラスに参加する

ことができる。これはやはり専門家のトレーナーによるクラスだ。 

 

 

 

また、レジャーセンターやジムやクラスには参加したくないという人にはゴルフコースという

紹介プログラムがある。実際に新鮮な空気の中でゴルフをしてもらう 12 週間のプログラムで、

ゴルフのスキル、また自分の行動の変化、またこれからの戦略ということについても学べる。こ

れはゴルフのプロと、ヘルスのプロによって提供されている。このゴルフ紹介プログラムは、外

部機関である UK active Institute によって評価されていて、これは大規模な形での評価、調査

だが、非常にメンタルウェルビーイングが上がった、アクティビティレベルが上がったというイ

ンパクトが分かっている※。 
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※https://www.ukactive.com/blog/an-inside-look-at-golf-on-referral/ 

 
 

あともう 1 つエスケープペインプログラムがある。こちらはブロムリー区で 10 のプログラム

を実施するようにというヘルスイノベーションネットワーク（HIN）からの委託による、3 か月

以上続く慢性的な膝や腰の痛みを抱えている人たちのためのプログラムだ。これは Sport 

England のアクティブエイジングプログラムの一環にもなっている。55 歳以上の方が対象だ。

この地区（Barough）で今日までに 13 のプログラムが適用されてきた。参加したのが 121 人で

完了したのが 92 人で 76%の終了率となっている。終了した人は継続的にアクティブだ。1 週間

に 2 回で 6 週間のプログラムで、その中で自分の慢性的な痛みの管理をするという教育を行い、

そしてまた腰やひざの痛みを抱えながらできるエクササイズを学ぶ。 
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このエスケープペインプログラムを経験した 1 人の方の例で、その人のビデオがある。 

Regina さんは、プログラムを始めた時は全く運動していなかった。プログラムが終わった時は、

プログラムのガイドラインを満たすようになった。軽度な、そしてまた中程度の活動を 4 日間

30 分以上行った。3 か月後のフォローアップは、さらに活動が深まりサンバクラスやダンスの

クラスを 7 日間、軽度また中程度の運動を 30 分以上するようになった。 

Regina さんはプログラムを受ける前は車いすの生活だったが今はダンスをする。社会的なサ

ポートは必要なく、自立した生活を送っている※。 

 

※https://www.youtube.com/watch?v=sysjrb7VL9w 

 

Regina さん自身の言葉だ。 

「初めてこのセンターに来た時は、自宅からこのセンターまで歩くのに 40 分かかって、1 人

では不安なのでいつも友達や誰かと来た。しかし、プログラムが終わった時には、自分で歩けて、

10 分で来られるようになった。プログラムの前はすべて娘頼りだったが今は 1 人で風呂も入れ

る。自立した生活ができるようになった。」 
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われわれは 1 つのところに静止するということはしない。常に次の改善は何か、次は何か、

ということを考えている。人々のニーズに見合ったものを常に開発しようとしている。次の領域

として見ているのは認知症のための方のゴルフだ。これは先ほどのゴルフ紹介プログラムと似て

いるが、認知症の方と介護者のためのゴルフだ。 

Ann さんが remember to move というプログラムを作った。これを認知症の方のためのプロ

グラムとしてパイロットで始める。 

スポーツセンターでは e-Gym という新しいジムのキットも設置している。このキットの良い

ところは非常に直感的だ。つまり見たらすぐに使い方が分かる。 

ジムを最初に使う際に導入説明があり、そのときにバンドをもらうが、それで自分のニーズに

合ったジムキットプログラムに参加できる。 

高齢者、そしてまた医療的な症状を抱えている人たちのためのセッションを常に開発しようと

している。紹介を受けないでセンターに来て、いろいろな活動に参加したいという方も、その方

のヘルスを評価するアセスメントを行っている。 
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以上が概要だ。今から Ann さんがやっているプライムタイムというクラスをご覧いただく。 
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8 月 20 日  

 

Bexley Council ベクスレー区 

成人向けソーシャルケアについて 

 

Stuart Rowbotham, Director of Adult Social Care and Health 

Brad Smith, Councillor, Bexley Council 議員 

Lydia Finch, Reablement Operational Manager 

Vikki Wikinson, Chief Executive, BVSC (Voluntary sector in Bexley) 

Jattinder Rai, Community Connect Manager, BVSC 

Laura Williams, Head of Integrated Commissioning for Older People 

Rebecca Watson-Morse, Commissioning Programme Lead 

アンドレイ・コッシュ 市職員 

アシスティブテクノロジー担当 

 

 

ベクスレー区ソーシャルケア、ヘルス部長挨拶 

 

日本からの訪問者の皆さん、本当に心からの歓迎を申し上げます。成人ソーシャルケアのディ

レクターをしているスチュワートです。 

イングランドのソーシャルケアシステムということで今日は貴重な知見を得ていただければ

と思います。そのためにこのベクスレー訪問を皆さんが選んでくださったということは大変光栄

です。 

われわれが直面している課題とそれへの対処ということについては皆さんにとってもなじみ

深い課題ではないでしょうか。高齢者の数が増えて、そしてまた平均寿命が延びているというわ

れわれには似たような共通の課題があります。 

日本の長寿にまだわれわれは及んではいないのですが、労働力の問題、スタッフ不足の問題、

そしてまた介護コストの問題もあります。 

日本では全国的なコンセンサスを作っていこうという国レベルでの議論が行われていると聞

いていて、われわれはとても強い印象を持っています。 

また、介護保険制度というかたちで、戦略的なプランを持っているということも聞いています。 

残念ながらイングランドにおいては全国政府レベルでのコンセンサスはまだできていません。 

ということはわれわれ地方自治体のレベルで、この問題をどのように解決していくのかという

ことを任せられているということになります。 

われわれが行っていることの中には、皆さんにとってよく知っているものもあると思います。

つまり長期的なニーズが必要になるのを遅らせる、あるいは必要がないようにするという予防と
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いうところに焦点を当てるということです。 

そして孤立、孤独の問題に対する対処もあります。また高齢者というのは価値のある市民であ

るという位置づけをするように変わってきています。 

いわゆる直接の政府からのサポートに頼って依存するというところから、実際にコミュニティ

の中で自分たちがさまざまなことをできる能力を持った人間であると自覚して、コミュニティの

中で暮らすという風に変わってきているのです。このため、コミュニティとかボランタリーのグ

ループの役割が大きくなっています。 

もうひとつ、日本では、その人にとってベストなケアプランを作るケアマネージャーがいると

も聞いています。 

どうぞ皆さん今回の滞在を楽しんでください。あらためて御礼を申し上げます。 
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皆さんこんにちは、私はリディアという名前で、ベクスレーのリエイブルメントオペレーショ

ンマネージャーをしている。 

 

 

 

ベクスレーにおけるリエイブルメント、これは人々の自立、つまりサービス依存をなくして前

のレベルに戻っていくことを目指している。 

クライアントはそれぞれ自分のゴールを設定するようにしている。コミュニティや自分の家で

何ができるようになりたいかを明確にして、それを達成するために必要な器具であるとか、また

リエイブルメント・チーム 

リディア・フィンチ 

リエイブルメント運営管理者 

リエイブルメントとは？ 

 自立を実現し、サービスへの依存を減らすプロセス 
 リエイブルメントではゴールを定め、機器やアドバイスを提

供し、他のサービスへ案内し、理学療法チームとつながる‐

クライエントの自立実現に向けて 
 ケアパッケージは最長 6 週間まで無料で提供‐リエイブルメ

ント・アプローチを活用。ケアは、Bluebird など外部機関が

提供。 
 すべてのクライエントには、リエイブルメント・チーム（社

会サービス）から職員が配置される。この職員は、作業療法

士、リハビリ助手またはソーシャルワーカー。  
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は助言、アドバイス、また理学療法など他のサービスへの道しるべ役もしている。 

そこで、顧客に対してはエージェンシーから提供される 6 週間のケアパッケージが提供され

る。これは無料である。 

 

 

 

ベクスレーにおけるリエイブルメントチームはいろいろな専門職から成っている。ソーシャル

ワーカー、ソーシャルケアの関係者、そして作業療法士である。 

病院、それから緊急病棟からもリエイブルメントのプログラムに入ってこられるように最近プ

ロセスがまた変わった。病院から退院した後の回復の加速化を図っている。 

病院から退院する人は 3 日以内、退院した 3 日以内にわれわれのチームの誰かが会う。そし

てコミュニティの方は 2 週間以内に会うというようにしている。 

リエイブルメント・チームのメンバー   

 リエイブルメント運営管理者（1 名） 
 上級ソーシャルワーカー（1 名） 
 作業療法士（4.5 名） 
 リハビリ助手／社会的ケア助手（7 名） 
 ソーシャルワーカー（1 名） 
 リエイブルメント・コーディネーター（2 名） 
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疾患やひどいけがをした後もなるべくケアに頼らないように最近ではより複雑な、また高いケ

アニーズが必要なクライアントもこのリエイブルメントのプログラムに入るようになった。リエ

イブルメントプロセスに入ってくる人たちの数は増えている。昨年は 900 人が来た。 

 

 

 

昨年非常にポジティブな結果が出て、このリエイブルメントプログラムを通った大多数の人た

ちが自立している。われわれは、Rockwood Clinical Frailty Scale というアウトカム指標を使っ

ているが、リエイブルメントのプログラムが終わった時には 56.6%のクライアントのフレイル

最近の変更  

クライアントは現在、病院の病棟から直接リエイブルメントに紹介される。病棟のセラ

ピストはクライアント候補を特定し、リエイブルメントのパスウェイに向けて目標を定

める。 
 
つまりクライアントは自宅でより迅速にサービスを始められ、したがって回復への可能

性を最大化できる。これらのクライアントの優先順位付けは、リエイブルメントと理学

療法の両チームによって行われる。 
 
退院に向けてケアパッケージが作成された後、クライアントは自宅でリエイブルメン

ト・チームのメンバーによる審査を受ける。  
 病院からの退院：72 時間以内にリエイブルメント職員が自宅を訪問 
 地域での紹介：2 週間以内にリエイブルメント職員が自宅を訪問 

統計データ  

 クライアントの 67.5%が、自立状態または軽度の支援ニーズのみでリエイブルメント

を終了 
 昨年の紹介数合計：900 件 
 ロックウッドの虚弱スコア：リエイブルメントの終了時には、クライアントの 56.6％

で虚弱スコアが改善 
 ダブルハンド（介助に 2 人を要する）からシングルハンド（介助を 1 人で行う）のケ

アパッケージへ。61％で、ダブルハンドからシングルハンドのケアへと、ケアニーズ

が低下 
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ティスコアが改善している。また、2 人の介護者が必要だった人たちは、そのうち 61%の人たち

の介護者が 2 人から 1 人に減っている。 

 

 

 

いろいろ数字や統計を出して皆さんを退屈させたくはないのだが、いろいろな方からわれわれ

のプログラムやサービスにお褒めの言葉をいただいている。 

これは、家族の言葉だが、この人の母親が退院をして、われわれのサポートがなければどうし

ていたか分からなかったと感謝をしていただいた。母親も退院してからの回復が早かった。 

われわれのチームを紹介する。 

－トゥルーリ―。総合リハビリの担当。リエイブルメントチームで退院してからアセスメントを

受ける人を担当している。 

－ケイティ。リエイブルメントチームのソーシャルケアシステムを担当している。 

－ジャズミン。リエイブルメントチームと一緒になって取り組んでいるブルーバードエージェン

シーに所属している。 

 

（質問：病院から退院するプロセスが変わったと言われたが、それは規則が変わったことと同じ

か。） 

変化を推進しているのは、人々がより早くより良くなる、そして自立するという目標だ。以前

は病院の中で治療を受けてきたけれども、人々にとっては家という環境の中にいる方がより好ま

しいということが言える。つまり、病院でいわゆる医療的には回復した人であれば、家に戻って

セラピーを受けるというかたちに変わってきている。それが変化だ。特に規則ということではな

い。 

 

家族からのお褒めの言葉   

「このプログラムの欠点などまったくありません。・・・皆さんは、母が退院してから迅

速に、必要なケアパッケージを提供してくださったほか、母が自宅でより安全に生活で

きるよう、あらゆる手配を行ってくださいました。 
 
皆さんはまた家族にも、退院後のケアができるだけ行いやすくなるよう、あらゆる支援

を行ってくださいました。皆さんのチームによるご支援やアドバイスがなければ、私は

途方にくれていたでしょう。おかげさまで、支援やアドバイスをどこに求めたらよいの

か、というストレスを感じずにすみ、また母が十分回復する間も私は仕事を続けられま

した。」 
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（質問：新しいプロセスではチームは何が新しくできるようになったのか。） 

大きな変化はより速い、早期の介入だ。PT もより早期から介入する。この変化が起きる前は

2 人の介護者が必要な人々を受け入れてなかったが、しかし今はそういう人も受け入れるように

なって 2 人の介護者ではなくより少ない人数の介護なるように変わってきている。つまり、前

は退院しても 2 人介護者が必要であればそのままの状態だったのが、リエイブルメントのプロ

セスを通ることによって介護者の数が減ってきている。 

 

（質問：入院中から接触するのか。） 

ベクスレーのソーシャルサービスのソーシャルワークチームは病院にベースを持っているの

でその人たちが接触をする。 

 

（質問：そうするとリハビリテーションとリエイブルメントはどう違うのか。） 

似ているが相違は、多職種、住民側などコミュニティ側が関わるのがリエイブルメントで、

OT とか PT のみが関わるのがリハビリテーションだ。 

リエイブルメントの方は、ケアエージェンシーがリエイブルメントのとある側面に関わって、

例えば日常生活の中のあるタスクに関して、その人の自立をサポートする。それがリエイブルメ

ントとリハビリの違いかと思うのだが。まず私が人に会う時はその人のニーズが何であるのか、

それをどのようにわれわれが助けられるのかを見極めることで、重要なことは本人がよりよくな

ることで、その人が何をできるのかということを考慮に入れ、その人のゴールが定まっていくこ

とだ。またその人の医学的な症状も含めて、それをソーシャルケアシステムにつなぐ。またケア

エージェンスシーに情報を伝えてケアエージェンシーから介護者に情報が伝わるようにする。 

 

（質問：ではリハビリテーションとリエイブルメントの最終目標はやはり違ってくるのか。） 

リハビリテーションはよりメディカルの方に関わっていて、リエイブルメントと言えば人生や

生活全体ということでその人が人生で何をどのようにしたいのかというところを含むと思う。 

 

（質問：医師の指示があるかどうかなどの違いはないか。） 

リエイブルメントでも PT とか OT が入る。それから、一部は病院で提供される。特に医師か

らの指示がある時はリエイブルメントチームは指示に従う。足を骨折した、自分の足で立てない

という場合、リエイブルメントは自分の足で立てるようにサポートをしていく。 

 

（質問：リエイブルメントチームに所属するリハビリの療法士、PT や OT たちは普段どこにい

るのか。病院で普段仕事をしていてオーダーがあったら地域に出るのか、地域の中に所属する場

所があって、地域を回っているのか。） 

リエイブルメントチームの PT、OT はコミュニティにベースを置いていて、コミュニティの

中でしか人に会わない。本人は病院から紹介されてくるのだが、それは病院のセラピストから紹
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介されてコミュニティに戻ってくる。われわれは病院側のセラピストのアセスメントを信頼して

いる。 

 

（質問：コミュニティで活躍する PT、OT は誰に雇われているのか。） 

地方自治体だが、PT の中には NHS に雇われてる人もいる。しかし、リエイブルメントチー

ムは統合チームとしてやっているので NHS とソーシャルケアの両方ということになる。OT は、

すべて地方自治体が雇っていて統合チームにいる。 

 

（質問：チームの中でケアエージェンシーはどのような役割を担っているか。） 

顧客の自立を助けるのがわれわれで、毎週ゴールを設定する。紹介はリエイブルメントチーム

からケアエージェンシーに行く。毎日われわれは訪問して毎週アセスメントをする。介護者が行

ったときには、そのゴールがどのような達成具合かを見る。リエイブルメントケアを提供してい

るエージェンシーは複数ある。われわれが介護者をトレーニングするのでリエイブルメントケア

を介護者が知っているということになる。 

 

（質問：900 人昨年来た利用者のうち、コミュニティから紹介された人はどれくらいか。） 

半々だ。 
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0820 

Bexley BVSC 

 

 

 

私はヴィッキー・ウィルキンソンという名前で、地域チャリティー団体の BVSC Bexley 

Voluntary Service Council に属している。チーフエグゼクティブをしている。 

ベクスレーにおけるチャリティーやボランティア組織の役割についてお話させていただく。 

 

 

ベクスレーのボランタリーおよび地域セクター（VSC） 

ヴィッキー・ウィルキンソン 
ベクスレー・ボランタリーサービス協議会（BVSC）CEO 
vwilkinson@bvsc.co.uk 

「ボランタリーセクター」とは、利益ではなく社会的イン

パクトを生み出すことを第一の目的とした組織である。第

三セクター、市民社会または非営利セクターと呼ばれるこ

とが多い。  
責任があり、独立し、公益性がある  

• 一つのセクターまたは組織の集団で達成できる社会的

価値の優先事項は、ほとんどない。 
• VCS は、公共パートナーにはできないことをできる 
• 機敏で動きが早く、地域のニーズに応える 
• 公共パートナーにはできない形で資金を活用し資源を

引き出す 
• 新たなサービスニーズやギャップを見抜く眼力 
• 新たなコミュニティへの見識やアクセス  
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人々の生活を向上させるのに地域ボランティアセクターが重要な役割を担っている。それは、

コミュニティに対して持続的に効果をもたらすからだ。 

ボランティアを通してそのコミュニティの文化や質が上がり、リーダーシップを向上させる。

そのようなことをコラボレーションしながら取り組んでいる。 

 

 

 

 

ベクスレーには 400 のチャリティー団体がある。イングランドでチャリティー団体と認めら

れるには 5000 ポンド以上の収入がなくてはいけない。他により小規模なコミュニティグループ

全国の状況 

• VCS の経済的貢献は、推計で 171 億ポンド 
• チャリティー団体の 82％では、収入が 1 万ポンド未満 
• 2017－2018 年にグループ、クラブまたは団体を通じてボランティア

活動を行った人の数は 2,010 万 
• 81％の人は、地元の近隣地域でボランティア活動を行っていた  
(NCVO Almanac 2018) 
 
 
 

地域の状況 

• ベクスレーのチャリティー団体の年間収入は、推計で 3,800 万ポンド 
• ベクスレーには登録されたチャリティー団体が 400 か所以上ある（チャリティー

委員会） 
• 加えて、数百か所の地域グループもある 
• 団体の 92％ではこの 3 年間で、自組織のサービス需要が増加した（State of the 

Sector 2019） 
• 個々の VCFS から対面での支援を受けたのは 25,000 人、間接的に利益を受けた

のは 85,000 人  
• 公共セクターによる投資 1 ポンドに対して VCS がもたらす効果は 5.9 ポンド 
• 調査対象となった VCS 団体が、もしボランティアにロンドンでの生活賃金を支払

ったならば、その額は推計で年間 29,770 ポンド（State of the Sector 2019） 
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もたくさんあり、ベクスレーのボランティアグループは多くがそれにあたる。チャリティーやコ

ミュニティ団体は非営利団体で、人々の生活向上に貢献している。また、地元の経済活性化にも

貢献しており、1 ポンド投資すればリターンは 5 ポンド 90 ペンスである。 

 

 

 

 

実際にコミュニティ住民を助けているベクスレーのいろいろなチャリティー団体の概要につ

いてお話しする。 

－グリニッジヘルスホスピス：末期の患者とその家族、介護者を無料で助ける組織である。 

地域のセクター 

ベックスレー地域の健康アウトカム改善に向けた連携 

・予防と早期支援 ・社会的価値 
・投資 ・関係性 
・リーダーシップ ・信頼 
・インフラ ・システム思考 
・コミッショニング（委託）の環境 ・知識 
・コ・プロダクション ・異なる方法での協働 
・盛んなセクター  
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－ヘッドウェイ：脳のけがをした人のその後を助ける。 

－ケアラーサポート：無収入の介護者への情報提供、レスパイト提供。 

－ベクスレーディスペンタ―は、難聴、耳の不自由な人たちへの情報提供、教育サポート。 

－それからアイリッシュ・コミュニティサービスと言って、アイルランドへの帰属意識に基づく

団体で、ランチクラブなどと認知症のサポートをしている。 

このようなさまざまな活動が様々なチャリティー団体によってなされている。非常に幅広いチ

ャリティー団体の活動がある。終末期の人のため、あるいは高齢者のため、いろいろである。 

ボランティアセクターと公的な組織、これは地方自治体や NHS などだが、その両方に強いパ

ートナーシップの文化があるのがベクスレーだ。人々のヘルスを向上させていく効果的なパート

ナーシップという考えがそのベースにある。 

同じ目的を持っていてそれぞれの専門知識を持ち寄るということによって、強く明確なビジョ

ン、そしてリーダーシップが成立している。また、GP と一緒に取り組むことが特に効果的であ

る。 

そしてまた、セクター全体の信頼感を醸成している。特に、関わる組織や人たちが平等なパー

トナーシップを持って、それぞれがユニークな強みを発揮しているということで、それは住民と

かコミュニティ全体にわたって言えることだ。 

 

 
 

－コリンさんという人のストーリーがある。 

コリンさんは不安症で、病院をよく訪れていたが、チャリティー団体のサービスを受けて、カウ

ンセリングを受けることによって自信を取り戻した。今はパートタイムで働いている。いろいろ

な機関のサービスを受けるという機会も減り、何よりも自身の生活が大きく向上した。 

コリンは 27 歳で、体が衰弱するような不安神経症によって、この 7 年間働いて

いなかった。彼は新しい場所に行くとパニック発作を起こすほか、公共交通機関を

使うのにも大変苦労し、時には引きこもることもあった。彼はまた、自分の健康に

ついても大きな不安を感じ、かかりつけ医へとても頻繁に行っていたほか、救急の

電話をかけることも多くあった。コリンは Counselling Matters Bexley でカウンセ

ラーの一人と定期的なセッションを持ち始めた。 
カウンセラーとのセッションを始めて以降、コリンの生活はすっかり変わった。

ただし、まだ残された道のりは長い。彼は最近パートタイムの職を得たため、ESA
（わけ注：雇用および生活支援手当）にはもう申請しない。彼は今、医療問題が本

当に発生した時のみかかりつけ医に行き、この数か月間は救急の電話をかけていな

い。彼は今も、新しい仕事をしながらボランティア活動を行う時間も見つけている

ほか、公共交通機関を使ったり新しい場所を訪れることもできている。 
コリンはカウンセラーに、「あなたがいなければ、私はここまでできませんでし

た。あなたのおかげで私は、何年も奪われていた自信を大いに取り戻すことができ

ました」と伝えた。  
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（質問：GP との関わりが非常に重要だという話があったが、ボランティアセクターと GP がど

のようにパートナーシップを結んでいるか、普段の関わりを教えてもらいたい。） 

実際にはやはりその GP と接する時間が信頼醸成になる。 

 

（質問：社会的排除からサポートする団体も支援しているのか。） 

まだコミュニティとつながっていない社会的に孤立している人たち、あるいは借金がある、貧

困である、障がいがあるなどで社会的に排除されている人たちをサポートするチャリティー団体

やコミュニティグループなどがたくさんこの地区にある。ただ、難しいのは、サポートが必要な

人たちに手を伸ばしていくということである。そこで社会的保障が有益になる。つまりコミュニ

ティの中でサービスを提供するということが有益だ。つまり、サービスに来てもらうのではなく

て、コミュニティの中にサービスがあり、コミュニティの中にその人がいるということだ。そし

て NHS や地方自治体と適切な連携関係を持っていること。あとは教会などとのリンクも重要さ

が増している。 

 

（質問： BVSC というこの組織は自治体に所属しているのか、またはボランティア同士をつな

ぐ中間支援組織なのか。団体の成り立ちはどのようなものか。） 

われわれは独立したチャリティー組織である。この独立というところが重要で、さまざまなと

ころからの資金援助を得ている。まず、地方自治体、NHS、またいろいろなセクターで、われ

われは各パートナーの架け橋という役割がある。主要な機能としてチャリティーのユーザーたち

の声を主張していくという役割もわれわれは持っている。また、この地区にあるチャリティー団

体がうまく運営されていくように支援することも重要な点である。 

 

（質問：リエイブルメントの考え方というのをチャリティー団体に教えていく、啓蒙していくと

いうのはこちらの BVSC でやっているのか。） 

いろいろなサービスの情報流布であるとか教育というもっと一般的な役割があるが、そのいろ

いろなサービスの中にリエイブルメントの考え方もある。社会的保障の中でリンクが何であるか

をまた詳細に説明していくことができる。 

 

（質問：400 のチャリティー団体があるということで、小さなものもたくさんあるとのことだっ

た。一番小さいものの規模、職員などはどのようなものか。それからどのくらいの規模のものが

一番多いのか。） 

収入のサイズで決まるのだが、この地区のチャリティー団体の大半は年間の収入が 1 万ポン

ド以下だ。たくさんの小さなチャリティーが一緒になって大きな力になるようにしている。イギ

リスでチャリティー団体と言った時の定義は、収入が 100 万ポンド以下である。しかし、チャ

リティー団体の大半が、とても小さい規模である 1 万ポンド以下だ。従事者は 1 人とか、2 人く

らいのパートタイムのボランティアだけという団体がたくさんある。ボランティア頼みの団体は
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たくさんある。しかし、この地区でもいくつかのチャリティー団体は、400 万ポンド以上の収入

がある。 

 

（質問：小さいところを統合して大きくした方が効果的ではないか。） 

統合するということを考えてくださいと促してはいる。しかし、大半の小さなチャリティーグ

ループはコミュニティに入り込んで活動している。統合してしまうと、入り込んでいっている部

分が失われてしまうようなケースもある。 
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0820 Bexley Social Prescription   Jattinder Rai, Community Connect Manager, 

BVSC 

 

 

  

われわれは、コミュニティの中でのアクティビティなど、ローカルコミュニティをサポートす

ることによりしばしば GP を予約しなくても良いようにするという活動をしている。 

 

コミュニティ・コネクト： 

あなたの健康とウェルビーイングを支えます 

目的 

健康やウェルビーイングを改善するために、人々を地域の活動や支援およびサー

ビスにつなげる 

 有害事象、体調不良または怪我からの回復支援 

 長期的な疾患を抱える人の QOL 向上 

 レジリエンスの向上 

 社会的孤立の緩和 

 長期または命にかかわる疾患発生時期の引き延ばしまたは進行予防 

 早期死亡の予防 

 

地域のプライマリケア支援  

 セルフケアの促進を通じた、不要な予約の低減 

 医療および社会的ケアサービスのより適切な利用（プライマリケア、急性期

NHS サービスおよび外来サービスを含む） 

 プライマリケア医師が PEI（予防および早期介入）サービスに紹介しやすく

なるようアクセスの改善 
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イングランド全体の社会的保障は地域によって異なるが、ベクスレーでは 2 階層システムに

なっており、まずは案内をするかたちを取っている。GP から紹介されてコミュニティグループ

とリンクさせていくことをやっており、ベクスレーのマインドという同じ地域の組織と一緒に取

り組んでいる。ここには 3 人のコーディネーターがおり、24 時間話ができる体制を取っている。

実際に本人と会う時にはその人の目的が何か、何を達成したいと思っているのかを特定していく。 

 

 
第 1 層：案内 
 BVSC 

フィットネスグルー

プ、アートグループ、

ボランティア活動、教

育機会など、地域の活

動、支援およびサービ

スに関する情報提供 
第 2 層：地域支援 Mind in 
Bexley 

対面または電話でコ

ーディネーターと相

談し、ニーズや目標を

特定 
クライエントに代わ

って地域サービスへ

の紹介を行い、更なる

支援を行うためにフ

ォローアップを実施 

サービスモデル 

 
医療以外のニーズ

がある人 
↓ 
コミュニティ・コ

ネクト 
社会的処方への紹

介（GP および医

院 ス タ ッ フ ／

BVSC ボランティ

アから） 
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そして、本人との会話からどのチャリティー団体につなげていけばいいのかということをわれ

われが見極める。高齢者のためのチャリティー団体、体の不自由な人のチャリティー団体、ある

いはその人自身がボランティアをする、何らかの教育を受けていくとかも考えていく。 

主なプロバイダー 

Bexley Age UK  

給付アドバイス 
ウェルビーイングセン

ター 
デイセンター 

Bexley アルツハイマー

協会 

認知症支援アドバイザ

ー 
社交／音楽グループ 

介護者サポートグルー

プ 

BATS（交通サービス） 

外出 
Hop and Shop（買い物

支援バス） 

 

Bexley Deaf Centre（聴

覚障害者支援）  

補聴器クリニック 
ジョブクラブ 
社交グループ 

Bexley Mancap（学習障

害者支援） 

社交グループ 
ヘルスグループ 
介護者グループ 

Bexley Women’s Aid

（女性支援） 

総合窓口 
アドバイス＆支援 

コース 

Carers’ Support（介護

者支援） 

給付アドバイス 
レスパイトケア 

サポートグループ 
Counselling Matters 

カウンセリング 
Crossroads Care SEL 

ビフレンディング 
介護者へのアドバイス 

Evergreen Care 

ビフレンディング 
在宅支援 
認証業者 

Irish Community 

Service 

ビフレンディング 
ランチクラブ 
給付アドバイス 

Learning & Enterprise 

College 

教育＆コース 

Mind in Bexley（メン

タルヘルス支援） 

IAPT（心理療法アクセ

ス改善） 
リカバリーカレッジ 

Re-instate 

雇用支援 
Volunteer Centre 

ボランティア活動 
支援付きボランティア

活動 
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主なプロバイダーへの紹介数 

（詳細は省略。右下は「案内」） 

地域の活動 

ガーデニンググループ アートグループ 

音楽グループ ゲームクラブ 移動支援機器 サポートグループ 

地域の交通 トークセラピー ウォーキンググループ ボランティア活動 

社交クラブ 教育＆コース 健康的な食生活支援 サイクリング 
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例えば 2017 年 10 月以降ベクスレーの Age UK に 110 件の紹介を、メンタルヘルスのチャリ

ティー団体である「ベクスレーのマインド」に 245 件の紹介を、そしてさらに小さな組織やボ

ランティア団体に 770 件の紹介を行った。また、散歩をするウォーキンググループだったり、

集まって会話をするグループだったりいろいろある。 

案内 

その他の紹介は以下を含む。 

 Re-instate：メンタルヘルスのニーズがある人を対象とした

雇用支援 

 Citizen’s Advice Bureau（市民助言局） 

 機器（例：車いす、スクーター） 

 タクシーカード／ブルーバッジの申請 

 公共部門による支援（例：社会的ケア、作業療法） 

 消防：自宅訪問による防火活動 

 Reading Well books （ わ け 注 ：

https://readingagency.org.uk/adults/quick-guides/readi

ng-well/ で紹介されている、健康に関する本でしょうか？） 

 マインドフルネス＆リラクゼーションのコース 

 フィットネスグループ 

 死別者の支援 
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例えば、GP から紹介されてきた Maggie さんという人の例では、ご自身が複数の医療的な症

状を抱えており、また夫の医療的な症状に対処するというのが非常に難しい状況だった。本人は

GP と会っている時も涙を流すような状態であった。その中でわれわれは Maggie さんに 1 時間

会い、会話の中から Age UK を紹介しようということになった。それからアイリッシュコミュ

ニティ・サービスというアイルランドの人たちのコミュニティサービスにも紹介をした。このよ

うな紹介をして Maggie さんがいろいろな活動をするうちにブルーバッジをもらえることにな

り、1 週間で 85 ポンドのお金を稼ぐようになった。その結果ご自身もボランティアをするよう

になり、夫との関係も良くなったと報告された。 

 

（質問：ブルーバッジとは何か。） 

 体の不自由な人用の駐車場にアクセスができる認定を受けるということ。障碍者資格をもらっ

たとも言える。 

 

マギーの例 

マギーは複数の症状を抱えていたが、夫の症状への対応でも苦労しており、

夫とはよく言い合いとなり、かかりつけ医と会っている際にも涙ぐんでい

た。このため彼女は紹介を受けた。 

↓ 

マギーはコーディネーターと会い、Age UK と Irish Community Service へ

の紹介を希望した。 

↓ 

マギーは現在、ブルーバッジをもらえ、介護手当の受給額も上がった（週

に 85.6 ポンド）。またボランティア活動を開始したほか、夫との関係改善

が報告された。 

↓ 

マギーは以下の様に述べている：「あなたがしてくださったことすべてにと

ても感謝しています。本当にありがとうございます。物事がかなり速く起

こって、驚いています。ありがとうございます。」 
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紹介には、GP や看護師、プラクティスチーム、成人用のソーシャルケアからの紹介があり、

自分で来るということもある。GP はシステムで自動的に紹介できるようになっているし、われ

われのウェブサイトや電話での受付もできるようになっている。 

 

紹介 

どこから紹介を受けているか？ 

 GP 

 看護師 

 GP 診療所の管理チーム 

 トリアージ（救急緊急度分類）／SPOC（Single Point of Contact

単一窓口） 

 地域のメンタルヘルスチーム 

 本人 

紹介経路 

 診断を通じて：診療所のスタッフが自動追加フォームを入力可能 

 ウェブサイトを通じて：われわれのウェブサイトで簡単なフォー

ムを入手可能 

 電話を通じて：われわれは電話でも詳細を受け付け可能 
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7 日以内にわれわれが本人にコンタクトをしてアポをとるようにしており、家だったり、GP

の診療所だったり、本人の一番居心地の良いところで面会をするようにしている。 

 

そして 3 週間後にフォローアップの連絡をして、紹介した組織とどのようにやっているのか、

本人が満足かどうかということの確認を行い、そこでどのような結果になったかについて GP に

報告をする。 

 

プロセス 

 7 日以内にわれわれから連絡をとり、3 週間以内にアポイントメ

ントを実施する（患者の都合がよい時に） 

 地域のグループ／団体に紹介／案内し、3 週間以内に患者とフォ

ローアップを行い、紹介が実施されたか確認する 

 GP と紹介者に書面で連絡し、最新状況を報告する 

 3－6か月後に患者へ連絡し、効果を確認するほか WEMWBS（わけ

注：精神的ウェルビーイングの尺度。尺度名の日本語わけは見

当たりませんでした）のフォローアップを実施する 

 1 年後に患者へ連絡し、3 回目で最後となる WEMWBS 評価を実施

する 

 状況は常に変わるため、患者はいつでも再紹介が可能 
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それから 3 か月から 6 か月後、また 1 年後に Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale

を使ってモニタリングをしている。また状況が変わったら 2 回目の紹介を受けてくるというこ

ともできる。どのような効果があったのかという評価をドクターコースの学生たちが今研究プロ

ジェクトとして行っている。 

 

（質問：GP から紹介をされるときにはどの程度情報が来るのか。） 

 GP からの紹介というのは自動的にシステムでできるようになっているが、そこに記入しなけ

ればならない項目があり、それをつけて紹介するということが必要になっている。 

 

（質問：社会的処方の実践が広がっていくと、地域のボランティア団体側の受け入れ体制はどの

ようになるのか。） 

 ベクスレーでは非常に込み合っておりサービスを制限しなくてはならないことはあるが、

BVSC と一緒に効果を最大限にしていこうとしている。また地方自治体、NHS という資本提供

団体とも非常に良好な関係を持っており、四半期ごとの報告もして、毎月の問題があれば報告す

る会議も持っている。社会的処方に関しては 1 つの団体に紹介して終わりというわけではなく、

複数の社会的保障を紹介するという立場でコミュニティを管理している。 

 

（質問：立場は公平で中立が保たれているのか。） 

 BVSC というのはすべてのチャリティー団体やボランティアに平等に接することになってい

る。 

評価 

 Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS)を使用 

（1） 第 1回アポイントメント時  

（2） 3－6 か月のフォローアップ時 

（3） 1 年後のフォローアップ時 

 ケント大学博士課程学生であるスーザン・ポッターが、5 年にわた

りこのプロジェクトを評価 
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（質問：上手に紹介できたという事例をほかの専門職と共有するということはあるのか。） 

 毎月会議が行われている。社会的処方、ソーシャルワーカー、GP、リエイブルメントチーム、

その他の関係者が集まって患者のことを協議する会議の中で共有をしている。 

 

（質問：会議においてリエイブルメントチームにはどういう方が参加しているのか。） 

 社会的処方、社会的保障、リエイブルメントチームの代表が出ている。 

 

（質問：GP に訪れる数を減らすことを目的としているとのことだが、それはなぜか。例えば資

金を提唱するのが NHS であるからということがあるのか。） 

 資金は NHS とローカル、地方自治体から出ているが、非常に多くの人が GP を訪れる必要が

ないのに訪れているという事情がある。 

 

（質問：情報をもらうときに GP が記入しなければいけないことがあるとあったが、必ず入れな

ければいけない項目というのはどのようなものか。また、紹介された本人に対してどこかの団体

につなぐということだけなのか、それとも本人の回復によりふさわしい支援を継続しているのか。

先ほど 3 人の方がいると言っていたが、その 3 人で対応しているのか。） 

 3 人のコーディネーターの仕事になっている。ただどこの団体がいいと決めるのはわれわれで

はなく、本人の希望による。実際に会った後に 3 週間後に電話でのサポートをして、本人がわ

れわれに依存をするかたちを作らないように気を付けている。 

 

（質問：GP から社会的処方をしてどこかの団体につなごうとしても、結果的に引き取り手がな

かったり、引き受けきれないので GP に返すといったケースはあるか。） 

 時には起こることもある。どこにも行かないことになった場合、こういう活動やサービスがあ

るということを本人に示した上で何も起きなかったということを GP に報告する。 

 

（質問：コミッショニングについて聞きたい。いろいろな団体の取り組みがあって、それを評価

している人は誰なのか、どういう基準で選んでいるのか。） 

 コミッショニングに関しては、ローカルには 2 つの組織がある。１つは CCG（クリニカル・

コミッショニング・グループ）というローカルの NHS で、もう 1 つは地方自治体だ。地方自治

体と言っても多くの異なる部門があり、公衆衛生を例にするとコミッショニングの中でも薬物関

係のコミッショニング、禁煙のコミッショニングなどがあり、また成人のためのソーシャルケア

のコミッショニングを行っているところもある。難しいのは、いろいろな人がコミッショニング

に関わっているということで、それをどう効率的にまとめて行くのかという部分だ。また同じコ

ミッショニングを別個にやってしまうと重なりがないようにしなければならず、それに対処する

ために成人のための統合コミッショニングというものが登場する。コミッショナーがそのチーム
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の一員となり、コミッショナーのグループで話し合うということになる。これにより効率のよい

コミッショニングが統合的に行われ、主要な戦略に則ってやるということになっている。社会的

処方プログラムは CCG と自治体の統合コミッショニングだが、コミッショニングされる時どの

ようにそれを測定するのかということも決めている。 

 

（質問：成人向けの社会的ケアを統合するというポリシーは聞いたが、それを実行する計画は自

治体が定めているのか。） 

 最初にご挨拶したスチュアートさんが成人のためのソーシャルケアのダイレクターで、プログ

ラムの監督をしている。そのプログラムは例えば政治のためのソーシャルケアであるが、コ・プ

ロダクションという共同で生産するという考え方に基づいたプログラムになっている。 

 

（質問：コ・プロダクションだが、チャリティー団体や市民、ユーザーの団体も入っているのか。） 

 影響を受けるかもしれない人たち全員によるコ・プロダクションだ。プログラムを受ける人、

参加する人、プラン任ぐニングをする人、実際に提供する人になっている。今はボランティアセ

クターと非常に密接に取り組んでいる。実際に地域のチャリティー団体と一緒になって成人向け

のソーシャルケアはデザインされている。われわれの同僚が実際にコミュニティに入り、コミュ

ニティのメンバーの声を吸い上げるということもしている。予防というのは非常に重要であり、

社会的処方に関してはニーズに見合うためには地域のアセットがあるということが重要になる。

それを地方自治体が整理していく必要も出てくるため、これは共同でデザインしている。また、

サービスユーザーからの声を吸い上げるために新聞や図書館でいろいろな告知や通知をして意

見を貰うようにしている。 

 

（質問：評価スケールの話について、活動についての調査というのは主に CQC がやっているの

か、それとも自治体でもやっているのか。） 

 先ほど言及したスケールというのは個人個人にとってのベネフィットをスケール化するため

のスケールであり、CQC というのは全国的な査察機関だ。CQC というのは、クリニカルなもの

であれば全サービスを査察している。地方自治体がするのは、基本的にはコミッショニングの原

則である。戦略的なコミッショニングサイクルの保障だ。プラン、コミッショニング、評価とい

うサイクルが繰り返されることになる。そのため、いつも何か起きているということになるが、

地方自治体からコミッショニングをするとその品質保証を行う。その品質保証のチームが実際に

サービスのところに出かけていき、在宅ケア、施設のケア、デイケアのサービス、予防や早期介

入のサービスなど、品質保証チームが常にその提供されているサービスの維持を専門職と一緒に

なって助けるということをしている。これも CQC の活動によって主導されることがよくある。

CQC は査察を行った結果そのサービスを閉鎖する、あるいは推奨するということもするので、

それに基づいて品質保証チームも動くことになる。また最近はチャリティーコミッションが定め

る条件も満たさなくてはいけない。 
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（質問：ケアする人のウェルビーイングを解決するためのソーシャル・プリスクリプションを同

時に行うことはあるのか。） 

 リエイブルメントチームがアセスをする時は、ケアを受けている人に加え介護者の方のアセス

メントも行っている。 
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8 月 21 日 

 

Merton Council マートンカウンシル 

Nelson Health Centre 見学 

 

参照サイト 

・HARI サービスとケアナビゲータの役割 

www.clch.nhs.uk (Central London Community Healthcare) 

 

Melanie Thorpe (SGH), Site Manager 

Erwin Jonathon (CHP), Centre Manager 

Alison Roberts (CCG), Deputy Director of Commissioning 
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マートンについて 

・ 3,761：ヘクタール 

・ 21：GP 診療所の数 

・ 41：薬局の数 

・ 11：児童センターの数 

・ 55：学校の数 

 

 
イングランドと比べると、マートンでは児童（0-9 歳）と労働年齢人口（25-44 歳）の割合が

高く、高齢者（50 歳以上）の割合が低い。 

人口 209,400（2018 年） 

住民の 3 人に 1 人が BAME（Black, Asian, Minority Ethnic） 

（黒人やアジア人等の非白人） 

マートンでは住民の 35％が BAME であり、ロンドン（40％）より低くイングランド（15％）

より高い。 
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Amanda Featherstone (CLCH), Clinical Lead, Advanced Nurse Practitioner, HARI 

 

平均寿命 

 男性は 80.4 年：イングラン

ド（79.4 年）より長い 

 女性は 84.2 年：イングラン

ド（83.1 年）より長い 

貧困 

重複剥奪指標<Index of Multiple Deprivation>（2015）

の五分位（最も豊か＝5、最も貧困＝1）と該当する地区の

例 

5：リッチモンド・アポン・テムズ 

4：キングストン・アポン・テムズ 

3．マートン 

2．ハウンズロー 

1．タワーハムレッツ 

マートンは第 3 五分位に属し、国内で中位にいるが、ここ

では区内での貧困な小地域が隠れている。 

犯罪率 

人口 1,000 人当たり 65.1 の犯罪

（2017 年）。これはロンドン

（92.4）より低い。 

最も多い犯罪 

1． 窃盗 

2． 暴力 

児童と高齢者の貧困 

17％：貧困世帯に住む児童

（0－15 歳）の割合 

16％：年金生活世帯の高齢

者（60歳以上）の割合 

過密 

世帯全体の 16％が過密状態

（ロンドンの 21.7％より低

い） 

 

 

児童と若者 

就学準備 

マートンに関する 2016／17 年データ。就学準備に関する区レ

ベルの最新データは 2013／14。 

74％：これはロンドン（73％）やイングランド（71％）より高

い。 

（5歳時で発達段階が良好な児童の割合） 

事故または故意のケガによ

る児童や若者(0-14 歳）の

入院：マートンでは 1 万人

あたり 107.0。 

これはロンドン（78.1）や

イングランド（101.5）より

高い。 

マートンに関する2016／17

年データ。入院に関する区

レベ ル の最新 デ ータは

2011/12～2015/16。 

6 歳時での肥満率 

21％：これはロンドン

（23％）より低くイン

グランド（19％）より

高い 

GCSE（一般中等教育修了証）取得率 

69％：これはロンドン（61％）やイ

ングランド（58％）より高い。 

（英語と数学を含む 5 科目で、成績

が Aから C） 

成人 

健康的な食生活 

40％：16 歳以上で毎日 5単位

以上の果物や野菜を摂取し

ている人の割合。これはロン

ドン（36.4％）より高い。 

喫煙 

区の社会人口学的特性を踏

まえ、マートンでは前年、住

民の 19％が喫煙との見込み。

これはイングランド（20％）

より低い。 

肥満 

19％：肥満成人の割合。 

これはロンドン（21％）やイ

ングランド（24％）より低い。

（BMI が 30 超である 16 歳以

上の推定割合） 

高齢者 

独居者 

33％： 65 歳以上の独居者割合。こ

れはロンドン（35％）より低くイン

グランド（32％）より高い。 

長期的な制限を伴う障害 

23％：重度、27％：軽度、50％：健常。65 歳以上の人

の 50％は、日常生活に制限が無いと回答。これはロン

ドン（48％）やイングランド（48％）より高い。 

健康不良＆早期死亡（75 歳以下の死亡） 

アルコール関連の入院 

SAR（標準化された入院比）

は、マートンで 77.9。これは

ロンドン（82.4）やイングラ

ンド（100.0）より低い。 

早期死亡の主な原因 

3 人に 1人：癌 

5 人に 1 人：循環器疾患（心

臓病含む） 

6 人に 1人：呼吸器疾患 

詳細情報 

2018 年 6 月作成。 

Merton: the place for a good 

life. 

メール、ウェブサイト。 



57 
 

 

 

 
 

われわれの目的は、人々の幸福（ウェル）を保つこと、入院を予防すること、健康とウェルビ

ーイングを促進することと、転倒のリスクを軽減すること、自立した生活を実現すること、リハ

ビリを提供することとなっている。 
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HARI（Holistic Assessment and Rapid Investigation, 包括的アセスメント迅速検査チーム）

では、複雑なニーズの平均年齢は 80 歳代の方が多いが、フレイルの若い患者もいる。複雑な症

状、複雑なニーズ、共存症、他の疾病を抱えているという状況が頻繁にある。HARI に来るまで

の道のりは 2 つあり、リハビリ、ナーシングのアセスメント、あるいは包括的な、総合的な老

年医学のアセスメントである。 
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これらがわれわれのチームになっている。 

 コンサルタント・ジェリアティシャンがドクターになっている。車いすの人でもわれわれの

サービスを簡単にできるように輸送のサポートもしている。 
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実際に評価、検査を行うのはコンサルタント医師、アドバンスナース・プラクティショナー、

薬剤師の誰かになっており、これは包括的なアセスメントになっている。ヘルス、ソーシャル、

リハビリ、メディカルのニーズを全体的、総合的に評価しており、また身体的なアセスメントも

行っている。そしてメディカルな処方、他のサービスへの紹介も行っており、この建物の中でも

インベスティゲーションを行うところがある。  
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私の担当している HARI のユニットでは ECG、スパイロロッダミー、ドップラーAPBI があ

る。ネルソンの方は、検査、スパイロメトリー、ドップラーADPI、24 時間 ECG、エクササイ、

超音波、エコーカーディオグラフィーとなっている。そしてセラピストも患者と会い、セラピー

ニーズがなんであるかを評価する。また、メディカルニーズがその過程で発見された場合、アド

バンスナースや医師につないでいく。また、同じようにわれわれアドバンスナース・プラクティ

ショナー・コンサルタント側の方からセラピストの方に情報を回すこともあり、みんながかかわ

るということになっている。 
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OT、PT は全体的なニーズ、患者のニーズも把握し、コミュニティサービス、ソーシャルサ

ービス、ボランティアサービスの方に紹介もしていく。そしてセカンダリーケアとしてはスペシ

ャリストの方につなぐこともあり、また入院を予防するということ、人々の幸福、健康を促進、

維持するということをしている。 

 

昨年はわれわれの組織では Central London Community Healthcare NHS Trust（CLCH）か

らクオリティーアワードを貰い、われわれの評価サービスということで初めて記事にもなった。 

 

（質問：最初にメディカルニーズとソーシャルニーズとリハビリテーションのニーズをインベス

ティゲーツするのか。） 

 そうだ。 

 

（質問：ソーシャルニーズの割合が高いと判断された場合社会的処方につなぐ役割も担っている

のか。） 

 高齢者、フレイルティの人たちを評価する包括的な基準があり、すべてのアドバンスナース・

プラクティショナー、コンサルタント医師はそれに従うことになる。 

メディカルアセスメントの方はそれぞれに違うので、われわれは臨床的な経験に基づいて行っ

ているということになる。こちらは統一的な用紙などはなく、ビタミン D でオッケーというケ

ースもしばしばある。社会的処方の方にも紹介をし、リハビリが終わるとコミュニティの中にあ

る他のエクササイズのコースの方へ送る。 

 

（質問：高齢者だから楽をしたい、必ずしも社会サービスにつながらない希望の場合もあると思

うが、これは皆さんが振り分けをするのか、社会福祉士のような人につなぐのか。） 

 紹介されてきた人も自分は全く参加したくないという人もいる。自宅でできるエクササイズプ

ランというのは皆に提供しているが、PTは生活のためのエクササイズをアドバイスをしている。

ただ最終的には患者のチョイスになるので、自分は何もしないという選択をする患者もいる。患

者がイエスと言わない限り、紹介はできない。あくまで本人の意思である。 
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Andrew Murray, Clinical Lead, Merton CCG  

 

 

 

 

 

 CCG についてお話しする。マートン CCG は、マートン地区に住む 21 万人の人々のヘルスケ

アに対して責任を持っている。私の CCG の議長としての役割は、この 21 万人のヘルス確保で

ある。マートンに住む人たちのヘルスケアのために計画、モニターをして、いろいろな購入を行

うというのが私の責任だ。イギリスの保健省からは 1 年に 2 億 8,000 万ポンドの予算が下り、
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マートンに住む人たちのヘルスケアに対応するようになっている。この 2 億 8,000 万ポンドは

CCG に下りてくる。この予算で GP、コミュニティサービス、ケア、介護、PT、病院のケア、

メンタルケア、メンタルヘルスのケア、その他いろいろなサービスを行っている。一方、子ども

のがんのようなスペシャリストサービス、ファーマシー、歯科などに関してはカバーしておらず、

これらは直接 NHS イングランドが担当している。患者が入院すると病院の方から私の方に請求

書が送られ、われわれの組織はお金を払うことになる。しかし、お金の一部はその使い道を、例

えば新しいサービスの計画に使うことができる。 

マートンの人口は今後 10 年で 10%増加すると予測されており、その多くが高齢者である。高

齢者の数が増えるというのは平均寿命が延びているということであり素晴らしいことではある

が、残念ながら政府から下りてくるお金はそれほど増加はしていない。ヘルスケアの予算を管理

可能なレベルに保つために患者のサポートをより良くしていかなくてはならない。 

 

 

 

 人々のヘルスを上げ、医者に会うニーズを減らしていくためには、ヘルスケアのアクセス、

質の向上が必要である。ヘルスケアが幅広い健康にあたえる影響は 20%のインパクトで内訳はケ

アへのアクセス 10%、ケアの質 10%と言われている。われわれヘルスケアを担当する組織として

はヘルスケアが人々の生活に及ぼすインパクトをもっと上げていこうとしており、さらには人々

のヘルスにとって重要なことは教育や雇用、人々の行動、住んでいる住環境である。 

いろいろな要素が関わってくるのでわれわれはマートンの他の組織ともっと密接に取り組ん

でいくことに決めた。例えばマートン区では、公衆衛生やソーシャルケアなどは私の率いている

組織が責任を持っていない領域なので、われわれのヘルスケアと一緒になって取り組んでいくこ

とが重要となる。ヘルスケアサービスでわれわれが焦点を当てなければならない重要なことは、
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ヘルスケアのプロバイダーが皆一緒になって患者にとってベストなものを提供していく、作り出

していくことである。 

往々にして陥りがちな落とし穴は、ヘルスケアプロバイダーが自分たちが言われたことだけや

る、お金をもらったことだけやる、そこで終わってしまって患者をたらい回しにして渡してしま

うということであるが、これではうまくいかない。ということで HARI サービスにおいては老

年医学のコンサルタント医師、セントジョージ病院、ナース・プロクティショナー、コミュニテ

ィの人々が一緒になって患者のためのベストなものを提供していこうとしている。このやり方が

その他のサービスにも及び、同じような統合的なジョイントしたかたちのやり方で、アセスメン

トも共有して患者にとってのベストを提供していこうとしている。 

 

 

 

 われわれが提供するサービスの中にメンタルヘルスのアセスメントも含めてサポートしてい

くことが主流になっており、その中の重要なプログラムをいくつか紹介する。1 つがマートン・

ヘルスアンドケア・トゥギャザープログラムである。これは統合プログラムであり、ヘルスケア、

カウンシルがやっているソーシャルケア、メンタルヘルス、ボランティア組織の人たちが一緒に

会議をして、どこを優先順位にしてやっていこうとかを決めている。3 つのエリアがあり、スタ

ートウェル（子ども）、リブウェル（成年）、エイジウェル（高齢者）と呼んでいる。1 つの例と

して、スタートウェルでは、子どもと若者のヘルスをサポートしようということでわれわれのメ

ンタルヘルスサポートチームが学校に行き、生徒、保護者、先生の教育、啓蒙活動をしている。

労働年齢の人たちのリブウェルは糖尿病がフォーカスであり、高齢者のエイジウェルは認知症に

フォーカスをしている。 

また、新しい展開として GP が一緒に集まってやっていこうというアプローチが出てきた。こ
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れはプライマリーケア・ネットワークと呼ばれ、社会的処方である。また、インテグレイティド・

ローカリティチームというものがあり、ここでは GP のグループ、コミュニティ、ソーシャルケ

アが一緒になって定例会議を開き、コミュニティの中にいるフレイル高齢者に対してどのような

アプロ―チ、処方をしていくのかということを合同で決めていく。 

 

 最後の統合中間ケアサービス迅速対応については、高齢者が家の中で暮らし、高齢になってき

て病気がちになった時、コミュニティナースとソーシャルワーカーが一緒になって 1 つのチー

ムとして出かけ、高齢者のニーズを把握し、家の中でサポートをしていくという取り組みになる。

高齢者が在宅を続けるということは良いことである。第一に、高齢者は病院が嫌いである。第二

に、高齢者は退院してくると機能が失われた状態で家に戻るということが多々ある。第三に、お

金の節約になる。高齢者のような患者のヘルスサービスを改善していくところに節約したお金を

当てていくことができるようになる。 

 

（質問：家で利用者をサポートするとあったが、それはリエイブルメント・サービスか。） 

 そうだ。 

 

John Morgan, Assistant Director Adult Social Care 
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リエイブルメントに関して地方自治体が何をしているのかについて話しをする。私の組織であ

るアダルトソーシャルケアはヘルスとは違う組織であり、ファンディングも法律も違うものであ

る。1948 年に作られてから 70 年間別々の道を歩んできて、同じ患者に対して違うチーム同士

が意思疎通もない状態で働いていた。2014 年に政府はアダルトソーシャルケアの新しい法律を

作り、新しい義務を制定した。その 1 つがヘルスとケアの統合であった。 
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 ヘルスの方もソーシャルケアとの統合をしていこうという 10 年計画ができた。しかし、非常

に複雑であり、ファンディングも法律もそれぞれ違うということで非常に難しい事情があった。

サービスは、2 万 3,000 ポンドを上限として地方自治体も財源を提供できるものであった。法律

としては統合できる可能性のある所で医療とソーシャルケア、ヘルス、ケアと統合していこうと

いうことになっている。これは正しい方向性であるといえる。地方自治体の支出は、マートン地

区アダルトソーシャルケアは7,000万ポンドであり、そのうち4,600万ポンドがナーシングケア、

レジデンシャルケア、在宅ケアである。在宅ケアの方はヘルパーが家に行くというケアの体系で

ある。 

 

 

 

 リエイブルメントはヘルスとケアの統合ということだ。リエイブルメントのサービスという

のは退院してくる人々用のサービスであり、そのうち多くが高齢者だ。1 つ実話として、85 歳

の女性の話がある。彼女は転倒で入院し、退院した時には自分でいろいろなことをする自信がな

くなっていた。この方は退院したときにケアパッケージというものをもらった。1 日に 4 回介護

者が来てくれて、洋服を着ること、料理、トイレなどの手伝いをしてくれるが、自治体にとって

は 1 年間に 1 万 4000 ポンドの出費となる。 

 

 このケアパッケージを続けていくことは、この女性が依存を深めていくことになり、症状は悪

化していき、ヘルスとケアのお金がもっとかかるということになる。この女性のその機能を改善

していこう、向上させていこうということで、リエイブルメントホームチームをヘルスケアのチ

ームと一緒に派遣した。このヘルスとケアのリエイブルメントチームの活動を通してこの方は機

能を回復し、ケアが必要なくなり、完全に自立することができるようになった。 
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このチームが達成した数字的な結果としては、2018 年から 2019 年にかけてこのリエイブル

メントを受けた顧客の数は 459 人であり、内 72%は完全に自立するようになり、ケアの必要なく

なった。退院時のケアパッケージが小さくなった患者、顧客のパーセンテージは 28%であった。

10%が病院から退院してきた時のケアのパッケージが続くということになった。 

 

（質問：リエイブルメントについて、例えば在宅でフレイルの方などは対象とはならないのか。） 

 まだなっていない。1 つの理由として、コスト面の問題がある。在宅ケアということになると

1 時間に 15 ポンドかかるが、リエイブルメントの方は 45 ポンドということで、給付が非常に

大きい。ヘルスと一緒になってコミュニティにいる病院に通っていない人にも同じようなサービ

スができないかということは考えている。ヘルスの方はコミュニティでも PT、OT を持ってお

り、地方自治体の方も OT やいろいろな機器を提供していくということをしている。ボランティ

アセクターも予防などをやっているが、リエイブルメントに関しては、家にずっといる人を対象

にしたものはまだ提供していない。 
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Doug Hing, GP and Merton CCG Clinical Director 

 

 

 

 
  

ウィルソンセンターの哲学、アイデアについてお話しする。マートンの中では東西の地区で大

きな格差がある。東の方は貧困地区で平均寿命も短く、東西の格差を平均寿命で見ると 9 歳く

らいの差がある。 
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コミュニティの中で何がもっとできるのかについて突き止めるためにコミュニティの人と話

をした。その結果、どこで治療をするのか、あるいはその人々にどのような治療をするのかとい

うようなケアのモデルではなく、求められているのはヘルスとウェルビーンのモデルだというこ

とが分かった。 
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ヘルスに関しては WHO 世界保健機構が定義をしている。ただ病気がないということだけで

なく、身体的、精神的、ウェルビーイングの完全なる状態という言い方をしている。10%しかヘ

ルスはウェルビーイングとリンクしていないという言い方がある。 

 

 
 

また、行動、社会経済的な要素がもっと重要であるということがいろいろな研究からも分かっ

ており、ヘルシーな人をサポートするという共通したゴールをもって一緒に取り組むことになっ

た。 
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これは、意味のある仕事、安定した住宅、安定した関係、高い自己尊厳、ヘルシーな習慣を持

つ人がヘルシーな人であるということを示している。臨床的なヘルスとソーシャル、コミュニテ

ィをどのようにつなげて一体化していけるのかということであり、たくさんのアウトカムが考え

られるので複雑な構図となっている。 
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この区の東部にある昔の病院の跡地をボランティア、カウンシル、地方自治体、区、GP、ヘル

スのプロと一緒になって開発していこいうということになった。病気だから来るというのではな

く、ヘルシーを保っていくために来るという場所にしたいと考えていた。また、学びの場にした

いとも思った。しかし、学びたいと思っていない人に強制的に教えることはできないので、行動

の変化をサポートしていく仕組みが必要となる。そのため、たくさんのヘルスの方と一緒になっ

ていろいろな調査や研究を行った。また、心理的なニーズ、メンタルヘルスや、ソーシャル、ウ

ェルビーイングのニーズも考えなくてはいけない。お互いが一緒になって同じ場所で取り組んで

いくため、ウェルビーイングを担当するプロが恐怖心を持つことなくメンタルヘルスを語らすこ

とができる、またクリニカルの担当の人がソーシャルのことを怖がらないでいろんなことを語れ

る場所の開発というのを今後数年かけて実行していこうと計画している。 
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Marina Caroli, Social prescribing coordinator, Merton Voluntary Sector Council 

 

 

 

 マートンのプライマリーケアにおける社会的保障について話す。プライマリーケアとは、GP

の診療のことである。 
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まず、社会的保障は患者とコミュニティサポーとを結びつけるリンクとなっている。メディカ

ルケア、コミュニティケアをリンクすることになる。GP が紹介をしてヘルスとウェルビーイン

グを向上させていくということになる。 

 

 

 

HARI のコミュニティナビゲーションからマートンの社会的保障が始まった。マートンの東の

2 つの診療所で 1 年間のパイロットプロジェクトのファンディングを貰ったところから始まり、

そのプロジェクトの評価がとてもよかった。ウェルビーイングが上がる、GP の予約が減る、病

院の緊急サービスにお世話になる数が減るということが実証された。患者が自分のセルフニーズ

を評価するために患者に提供されるツールであり、どういう自分の生活の側面を変えたいかとい

うことを評価する。そして自分のソリューション、解決方法を見つけ、アクティブプランに合意

し、それをコミュニティの組織への道しるべをつけていくことも含んでいる。マートンには 3

人のフルタイムの社会的処方専任者（ソーシャルプリスクライバー）がおり、年末までにはあと

6 人増えることになっている。 
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マートンの社会的処方の特徴として GP の業務の中に組み込まれているということがあり、こ

れにより医療カルテとメディカルレコードとかも見ることができるので、成功の要素にもなって

いる。 

 

 

 

社会的処方は、GP が患者を見て社会的処方の紹介用紙に要請を記入し、システムにそれを入

れ、われわれが患者に会ってコミュニティの中にあるサービスや組織に道しるべをつけていく。
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いろいろなニーズを持った多様な患者が GP から紹介されてわれわれのところに来る。社会的に

活動をしていない長期的な症状を持っている人たち、ソーシャルニーズと他のニーズを持ってい

る人たちなど、いろいろな人がいる。 

 

 

  

多くの場合、1 回患者に会うだけで済む。患者に必要な情報を提供してそれをもとに患者が自分

たちの生活を変えていって、それで十分というケースが多々ある。 
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紹介されてくる理由というのは雇用の問題、財政的な問題、メンタルヘルスの問題というのが

多く、どういうサービスがあるのかを知りたいという患者だ。また、社会参加（ソーシャライズ）

をしたいという患者や、鬱の問題がある患者もおり、そのためのサポートもある。 
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社会的処方というのはコミュニティサービスに依存している部分が多くあり、往々にしてそれ

はボランティアセクターである。マートンには数百というローカルのグループ、組織があり、そ

の資金援助をしてくださっている人に感謝をしている。 

 

（質問：マリーナさんのバックグラウンドを知りたい） 

 ボランティアセクターの組織に雇われている。サイコセラピーのトレーニングを受けており、
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また、ヨガの講師、瞑想の講師でもある。プロジェクトマネージャーやボランティアとしてボラ

ンティアセクターでずっと働いてきた。 

 

（質問：なぜマートンでは医師が医学的以外のソーシャルニーズを吸い上げることに成功してい

るのか。） 

 メンタルな部分やソーシャルニーズを含めたかたちでヘルシーパーソンの定義がはたして成

り立っているのか、人に薬とか診断をするだけでは必ずしもうまくいかないということを常に肝

に銘じている。医師として患者を見るときに、失業をしているとか離婚したとか家族を失ったと

かということがその人のヘルスに影響を及ぼしている部分が多い。それで、総合的に見ていくと

いうことをしている。 

 

（質問：どういうサービスが地域にあるのかを把握することは、個人的な努力で行っているのか、

それとも地域の GP の先生方がみんなで勉強して情報を共有しているのか。） 

 コミュニティの中の利用可能であるサービスが何であるのかをすべて把握しておくことは難

しい。ただ患者に会うとき、その患者がメディカルニーズなのか、ソーシャルニーズなのか、心

理的なニーズなのかを見るようにしている。例えばこの方はソーシャルニーズが重要だと思った

ら社会的処方の方につなぐというやり方をしている。 

 

（質問：3 人の社会的処方専任者は全員マリーナさんと同じ組織なのか、またリンクワーカーと

社会的処方専任者の違いが知りたい） 

 ここでは皆が同じ組織に属しているが、他の地域では必ずしもそうとは限らない。人によって

はリンクワーカーとソーシャルプリスクライバーを同じような意味で使う人がいるが、私にとっ

ては社会的処方専任者というときはただすべてのサービスのことを知っているというだけでは

なく、患者が自分のニーズが何であるのか、プライオリティーが何であるのかを理解することを

助ける人という意味で使っている。興味のない高齢者もいるのではないかという質問があったが、

そういう人に対してはどういう助けができるのか、動機付けができるのかという部分まで担当す

る。 
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8 月 22 日 

822 AgeUK Wigan 

Wigan Council ウィガン区 

・Age UK Wigan 

アセットベースド・コミュニティアプローチ 

Martin Royle, Community Development Worker 

Liz、John 

 

 

 

われわれが取り組んでいるプロジェクトの背景についてお話しする。現在、50 歳以上の人の

数が増えており、人口分布という観点に関して、また社会的な孤立が増えていくかもしれないと

いうことに関して全国的な問題となっている。 

ウィガン Ambition for Aging 
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イングランド全体で行われているプログラムに、宝くじの資金によるエイジングベターという

ものがある。プログラムは 2015 年から 2021 年までのプログラムとなっており、予算は 7,800

万ポンドで複数のステークホルダーのパートナーシップからなり、イングランドの 14 の地域で

実践されている。その目的は社会的なつながりを向上させること、高齢者との関わりを向上させ

ること、そしてそれをコミュニティのサービスのデザインの中で行っていくことである。グレー

ター・マンチェスターにおいては、GMCVO(グレーター・マンチェスター・センター・フォー・

ボランティア・オーガナイゼーション)がある。ボランティア組織であるこのセンターが入札で

落札をして、エイジングベターのプログラムを実施することとなった。このエイジングベタープ

ログラムは、アンビション・フォー・エイジングと呼ばれている。 

Ageing Better:イングランド 

 2015-2021 

 7,800 万ポンド 

 14 地域 

 マルチステークホルダーの

パートナーシップ 
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これは GMCA（グレーター・マンチェスター・コンバインド・オーソリティー、グレーター・

マンチェスター統合地方自治体）である。その中のエイジングハブ、また他のパートナーと連携

を取りながらこのプログラムを実施している。 

宝くじからの予算は 1,020 万ポンドである。グレーター・マンチェスターには 10 の地区があ

る。そのうち 8 つの地区がこのアンビション・フォー・エイジングのプログラムに参加してお

り、ウィガンもその一つである。 

Ambition for Ageing: GMCVO 

GMCA Ageing Hub の予算：1,020

万ポンド 

10 区のうち 8 区が参加 
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ウィガンにおいて、GMCVO はエイジ UK 区とパートナーを組み、アンビション・フォー・

エイジングのプログラムを提供している。50 歳以上の人たちの社会的な孤立を軽減すること、

そして近隣地域（ネイバーフッド）をもっとエイジフレンドリーにすることを目的としている。 

 

われわれは 3 つの小地区、アサートン、テンバートン、リーウエストで活動している。これ

ら 3 つの小地区が宝くじにより、50 歳以上の人たちが社会的に孤立をするリスクが高いと判断

され、われわれはテスト・アンド・ラーンのアプローチをとるように要請された。これはテスト

をしながら学んでいくというアプローチであり、とても自由裁量度が高いものであるため、いろ

いろな異なるアプローチやアイデアを試すことができるものである。 

 

GMCVO とウィガン区 Age UK 

目的 

1．50 歳以上の社会的孤立低減 

2．近隣地域をよりエイジフレンドリーに 

Test and learn（試して学ぶ）アプローチ 
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まず最初のステップとして、その小地区へと出掛けて行って、人々がどういう所でどのように

会っているのかを調べた。人々が集まっている所はコミュニティセンターや図書館、所属する宗

教的な場所、住民協会、メディカルセンター、地元のクラブ、ローカルクラブ、シェルターハウ

スであった。そして、皆がこの小地区における私たちのミーティングに参加するようにと小地区

のリーダーやグループのメンバー、いろいろな協会、組織、住民、地元の会社、地元のカウンシ

ルのメンバーを招待した。 

ミーティングの中で、まず参加者は自己紹介、そして自分たちが何に興味があるのか、関心が

あるのかということをシェアした。そこでわれわれは資源（アセット）が何であるのかというこ

とを確かめようとディスカッションを行った。参加者を 4つのグループに分け、それぞれのグル

ープにとても大きなその小地区の詳細な地図を渡し、一緒になって自分たちの小地区のアセット

がどこにあるのかマーキングするよう要請し、マーキングの結果をその前にすでに特定されてい

たマーキングと比較した。 

これにより地元の参加者の地元に対する知識がさらに詳細化された。このように皆がディスカ

ッションをすることによって地域資源（ローカルアセット）に関するアップデートができる。ま

た地域資源に関していろいろな議論ができる。そうすることにより、そのコミュニティのアセッ

トがなぜあるのかということが明確になる。また参加者にはアセットのギャップが見えてくるよ

うになり、それで何が新しいアセットになり得るのかという作業が始まることとなる。 

次のステップは、これから進めていくさまざまな作業に関心のある人たちが集まるということ

ABCD アプローチ 

 区を訪問 

 招待 

 各区でミーティングを開催 

 各区におけるアセットの詳細マップ 

 新たなアセットの提案 

フォーラム、フォーカスグループ、LIP（地域投資

パネル）および諮問グループ 
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となる。よりフォーマルなかたちにはなるが、それでもまだインフォーマルな要素も含んでいる。

ここでは定期的なコミットメントはしないように、来なければいけないというような強制はしな

いようにした。それでも人々を招くと、話し合いの中で皆の意見が尊重されていった。今では 4

つの異なるグループがあり、その 1 つが「フォーラム」である。これは定期的に小地区で開か

れている会議であり、そこに皆を招待し、ネットワーキングをしてもらう。そしていろいろな情

報交換や自分たちの活動の共有を行っている。そしてまた、われわれのプラクティス、ペーパー

ワーク、書類等を評価する場として、「フォーカスグループ」を招集した。 

 

「ローカル・インベスメント・パネル（ローカル投資委員会）」が提案された投資案を見て、

どのプロジェクトに資金を提供するのかの決定を行う。そして「コンサルテーション」のグルー

プが将来起きるかもしれないプロジェクトの検討を行う。例えば１対１のＩＴプロジェクトなど

がある。 

 

 
 

われわれが直面した課題 

 地域の知識 

 コンタクト 

 人々の引き込み 

 コ・プロダクションとの関与 

非常に孤立した人たちへの働きかけ 
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ここで、われわれはある課題に直面した。われわれ自身はウィガンの地区のことをあまり知ら

ず、小地区の詳細な地理についての知識がなかった。そのため、われわれには地図が必要であり、

実際に訪問も行い、どのような建物、会社、企業、オープンスペースがあるのかを実際に調べた。

また、われわれのことをすでに知っているコミュニティの主要なる人たち、コミュニティリーダ

ーもいなかった。そのため、われわれ自身の方から出掛けていき、できるだけ多くの人たちにこ

のアンビション・フォー・エイジングのことについて伝えた。現在多くの人が忙しい生活を送っ

ている。引退された方も孫の世話や自分自身の趣味など、たくさんのコミットメントしなければ

いけないことがある。ウィガンの人口動態は 98％が白人のイギリス人である。また、過去に栄

えた産業には石炭、綿、運河業がある。今では産業としては廃れているがそれでも人々の生活に

影響を及ぼしている。また、小地区の中においても対立やライバル関係が存在している。例えば

ボーリング・グリーンクラブや鉱山労働者のラグビー・リーグクラブがあり、高齢者の方々はす

でにある自分たちの縄張り以上には出ていきたくないという傾向もある。また、もう一つわれわ

れが直面した大きな問題は、今も多くがフルタイムで働いている 50 歳から 65 歳の人たちを引

きつけるということであった。 

 

違い：社会的孤立の低減 

 人々のエンパワーメント 

 投資と支援 

 地域のイベントに参加するよう人々を奨励 

 ボランティアやアンバサダーの歓迎 

 コミュニケーション 

 公衆衛生分野と連携した、年次の「健康とウ

ェルビーイング」イベント 

 グループや個人の成果を称える年次のボラン

ティアイベント 
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「フォープロダクション」という、平等なパートナーとして一緒に取り組むアイデアはここの

住民の人たちにとっては全く新しいものであった。そのため、ここにいる人たちに呼びかけ、一

緒にいろいろな手続きや文書のペーパーワークを一緒にやりましょうと持ち掛けた。これにより

プロジェクトが住民にとってより身近なものとなる。そしてコンサルテーショングループを開き、

それでいいかどうかという確認を行った。 

ここでとても孤立した人たちのお話をする。とても孤立した人たちというのは、ほとんど外出

をしない。そういう人たちにも関わってもらいたいという思いから、実際に近隣地域に出掛けて

いって話をしたり、NHS のリンクワーカーと連絡を取ったり、介護者のグループ、疾病のピア

サポートグループなどに呼びかけたりとボランティアの助けを借りた。しかし、このような人た

ちがプロジェクトに参加してくるのは、今もまだ限定されている。われわれは社会的な孤立を減

らすという、今までと違う結果を起こしたかった。そのためにわれわれは意味のある包摂的な参

加、そしてフォープロダクションということをこのプロジェクトに求めた。ゆえに、人々には参

加してもらいたいという呼びかけをし、フレンドリーな環境の中で発言をしてもらう。そして、

その人たちの声がコミュニティに反映されるような決定を行うようにした。そのために、グルー

プとしても参加してもらう、人の数を増やそうということで、投資を行った。例えばプロジェク

トの初めはクッキングクラスをしたり、またプロジェクトの参加を広げるためにスピーカーシス

テムを購入した。これは、人々が広い場所に集まると生の声では皆に聞こえにくいのではないか

という思いから、皆に聞いてもらうためのスピーカーシステムである。 

 

違い：近隣地域をよりエイジフレンドリーに 

 Sit Thi Deawn/Take a Seat 

 オープンスペース 

 Growing Together Community Garden（一

緒に育てる地域ガーデン） 

 シェルタードハウジングのラウンジやガ

ーデンスペース 

 健康の取り組み：Re-Cycling、MS（多発

性硬化症）ジム 

 世代間の取り組み 
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また、プロジェクトを拡大していくための投資として、シネマクラブで機器を購入し、移動シ

ネマの体験を皆にしてもらい、また必要な人へのサポートを行った。いろいろな投資、いろいろ

なアプリケーション応用をすることによりプロジェクトを広げた。そして投資前、そして投資後

の持続可能性についてもいろいろ検討、議論を行い、さまざまなグループとの連絡、コンタクト

を保つようにした。また、われわれがキーパートナーとなってイベントを主催し、人々に積極的

な参加を呼びかけた。 

 

 
 

例えば、ローカルなカーニバル、コミュニティのランチ、ガーデニングのプロジェクトを行っ

た。そしてこの自分たちのエリアで何が起きているのかという情報を普及させるためのガイドも

作り、広げるボランティアへの参加呼びかけも行った。自分のできる範囲内のボランティアでい

いのですよ、もし望むならばこの AFA(アンビション・フォー・エイジング)のアンバサダーに

もなれますよとお伝えした。こういう人たちはプロジェクトが終わってもコミュニティの代表と

してやっていこうという人たちに育っていく。そして、いろいろなバックグラウンドを持った人

たちのネットワーク作りを行った。この人たちはすでに会ったことがあり、一緒に取り組んだ経

験を持った人たちだ。いろいろな統合されたプロジェクト、ランティア、情報を共有する、そし

てまた共通の関心事に取り組むといういわゆるクロスオーバーな協力関係が、最近では出来上が

っている。 
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この１例は、ウィガン・アスレチック・コミュニティ・トラストというサッカーの組織が 50

歳以上の人たちを対象行ったイベントである。このイベントではウィガン・ウォリアーズ・メモ

リーズ・グループというラグビーのグループと一緒にイベントを行った。お互いがイベントの中

で知り合うという機会となった。また、公衆衛生当局（パブリックヘルス）とも一緒になり、イ

ベントを行っている。ヘルスチームやピアサポートグループと一緒になり特定の健康の症状を抱

えている人が安全なスペースの中で集って話やいろいろな懸念や心配事も分かち合うことがで

きるイベントも行っており、ヘルス・アンド・ウェルビーイング・イベントと呼ばれる年１回の

イベントとなった。プロジェクトが終わっても続けていくつもりだ。また１年に１回、すべての

小地区の代表の人たちが一緒になって楽しむ機会を設けている。そこでは、食事が出て、そして

いろいろなエンターテイメントも行われる。これはコミュニティそしてボランティアのおかげで

ある。このように近隣地域がよりエイジフレンドリーになっているという従来との違いが起きて

いる。 
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             ※Sit Thi Deawm はこの地方の古い言い方で Take a Seat の意。 

 

高齢者の皆さんには今はだんだん衰退しているこのウィガンの町の中心部に出てきてお買い

物してほしいという風に奨励しており、そのためにどういうヘルプが必要になるのかということ

も聞いた。要望が多いのはやはり座る所、そしてトイレだ。そこでわれわれは、アサートン、テ

ンバートン、そしてリーの小地区の中心街に行き、そこの商店や会社に対して「エイジフレンド

リーになりたいですか」と尋ねた。 
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エイジフレンドリーになっていくために、商店や会社はまず椅子、飲み物、電話、そしてフレ

ンドリーにいろいろ助けてくれるスタッフを提供することが要件となる。ここで、これらをすべ

て無料で提供すること、そして買ってくださいというプレッシャーをかけないように、もし可能

ならばトイレも提供してください、と持ちかけた。すると商店、会社の方からとても素晴らしい

反応があった。会社や商店側にとっても無料の宣伝にもなる。また、ステッカーやマグカップを

作って渡して、それも無料の宣伝になる。 

商店の窓の所にそのステッカーを貼ってもらうことで、ここがエイジフレンドリーなお店です

よということが人々に分かるようになっている。これは椅子の背もたれに貼ってもらう。 

このプロジェクトはウィガンのカウンシルによって今後も引き続き行われる。 

 

アサートン公園は皆が来られるパブリックな公園だが、われわれはそこに感覚を刺激するセン

サリーガーデン、ローズガーデン、ミツバチとチョウのガーデンを作り、誰でもアクセスできる

ようにした。ここの地ならし作業は「アサートン公園フレンズ」というグループによって行われ、

維持されている。今では毎年さまざまな行事も行われており、またリー地区のフィッシュパーク

では 50 歳以上の人のための魚釣り大会を行った。 

 

また、ローカルなアーティストにお願いをして、ローカルな人々やアクティビティについて、

忘れ去られていたボードに絵を描いてもらうことも行った。 
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また、ここは昔は石炭産業で栄えた所でもあるため、昔を偲ぶその遺産（ヘリテイジ）的な作

品を作ってもらった。 

 

 
 

また、グローイング・トゥギャザーというコミュニティガーデンのプロジェクトも始めた。こ

のプロジェクトにおいては花壇、土、肥料、トンネル、温室、またたくさんのコミュニティガー

デンに必要な物をそろえた。貧困地区のコミュニティのために新鮮で安いその野菜を育てて売る

ということもしている。 

このパイロットスキームは、シェルターハウスなど他にも似たようなプロジェクトを生み出す

ことになった。シェルターハウスは訪問者や近所の人が気軽に来て会議を持ったり、プロジェク

トの話ができるような集いの場にもなっている。また、ガーデンスペースもコミュニティガーデ

ンとして開放して、誰でも来られるようにした。 

 

またウィガン・アスレチック・コミュニティ・トラストと一緒になって 50 歳以上で自転車に

乗ることを習いたいという人、自転車にもう１回乗りたいという人に対して安全で見守りのある

環境の中で行うというグループ活動も始めた。 

 

また、多発性硬化症サポートグループと一緒になって、彼らに特化したジムも始めた。 

 

また、世代間のいろいろな取り組みをする機会も提供している。ファーズパークにある湖の周

辺や、アサートンにあるコミュニティセンターの周辺を一緒に清掃するというような活動も 1
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例としてある。 

 

また、リー・アンド・ディストリクト・アングリング・クラブという魚釣りのクラブがあり、

子どもたちに魚釣りを教えられるように器具も購入した。 

 

また、編み物をするグループをサポートし、中学生たちに編み物のスキルを教えるということ

もやっている。 

 

また、高齢者の方々が小学校の生徒さんたちに地元の歴史を伝えていく取り組みや、10 代の

若者たちに、良い栄養とは何かとか料理法を高齢者が伝授していくという試みも行っている。 

 

 

 

これがアサートンパークのセンサリーガーデンの準備作業の様子である。いろいろ土を掘り起

こしたり準備作業をして出来上がったセンサリーガーデンだ。下にへりがついている。これは車

いすやスクーターの人たちがそのへりまで来てそこで止まるという印になっており、センサリー

ガーデンの感覚的なことを体験してもらえるようになっている。センサリーガーデンでは五感を

楽しむことができるようになっている。ハーブ、薬草も植えられており、コミュニティガーデン

のプロジェクトで、グローイング・トゥギャザーと呼ばれるものである。 
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これが、アーリーのファースンパークで行われた魚釣りコンテストである。これは多発性硬化

症サポートグループと一緒になって購入したマシンで、座っている人を持ち上げて立つことがで

き、車いすの人たちにとっては素晴らしいマシンである。前列中央の方はスクリーンを見ている。

小さな動きでスクリーンがこっち側に動きなさいよと教えてくれる。 

 

これを立って行うということが健康的にも良い。3 人のボランティアが、このアンビション・

フォー・エイジングのことを形容した言葉がある。 

 

AFA (アンビション・フォー・エイジング)のボーリングの活動をしているデイビッドさん 

非常にこれはコミュニティの助けになっている。また家族も助かっている。自分自身はボーリ

ングをする能力を高めることができた。それまでは家を出ることがなかったような人たちが多く

いるが、今では１週間に 3，4，5 回と出ているということで、この活動を非常に楽しんでいる。 

 

ローカルクラブのジャネットさん 

AFA はコミュニティにとって素晴らしく非常に効果的である。またファンディングをもらっ

たおかげでイベントやいろいろなグループの活動がすることができた。これはその前には決して

なかったことである。また、テイクアシートのキャンペーンを行うことによってこれまでは脆弱

で外に出て買い物する自信がなかった人たちが、安心した環境の中で地元のお店で買い物ができ

るようになった。これは素晴らしい試みである。カウンシル、ソーシャルケア、そして皆が一緒

になって取り組んでいる。コミュニティにとってもベストなことができている。そしてファンデ
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ィングについての委員会があることで、お金を有効に使うということがきちんと討議された上で

利益をもたらしていることが素晴らしい。 

 

ペンベルトン地区のマーガレットさん 

エイジ UK のアンバサダーをしている。パネルやフォーラムに出掛けて参加することによっ

て、いろいろな人、たくさんの人に会うことができる。それまで決して外出しなかったような人

たちが出掛けてきてみんなが会うことができ、いろいろな人やいろいろなグループと連絡を取る

ことができる。エイジ UK はわれわれにベストなことをしてくれた。やりたいことはできるの

だということを教えてくれた。 

 

（質問：50 歳と年齢を設定しているのは孤立する前に早い段階から介入するという予防的な意

味があるのか。） 

GMCVOの方からエイジングベターのプログラムは 50歳以上を対象にするようにという話が

あり、そのようになっている。 

 

（質問：AFAという1つの大きなテーマでコミュニティをいろいろな団体とつなげていく上で、

つなげていくコーディネートは誰が行っているのか。） 

今は AFA がコーディネート役を行っているが、来年 3 月にプロジェクトが終わって以降はア

ンバサダーやボランティアが自信を持って継続していけるよう育っていってほしいと思ってい

る。 

 

（質問：コミュニティ・デベロップメント・ワーカーというのは元からある仕組みの制度の中の

1 つの資格なのか。） 

そうではない。プロジェクト用のものであり資格とか正式なものではない。 

 

（質問：エイジ UK の職員として AFA に関わっているのか。） 

われわれがエイジ UK ウィガンというエイジ UK ファミリーの一員である。エイジ UK ウィ

ガンの中にはいろいろなプロジェクトがあり、AFA はその 1 つである。AFA のプロジェクトは

GMCVO とパートナーを組んでやっており、お金の出どころや、モニターしたり評価したりと

かするのも GMCVO である。 

 

（質問：ローカル・インベスメント・パネルについて、投資の正当性はどのようなメンバーで決

めているのか。） 

投資には 2 種類ある。一つは 2 千ポンドまで、もう一つが 1 万ポンドまで。2 千ポンドまでの

投資は、ローカル・インベスメント・パネルがそれだけのお金を費やすことができるかどうかの

決定権を持っている。1 万ポンドまでになると、まず最初にこの GMCVO からの許可を得てか
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らローカル・インベスメント・パネルに下りてきて承認が下りるようになっている。三つの小地

区のすべての住民の代表、これは偏った決定がなされることを防ぐための体制である。 

 

（質問：代表は住民のみなのか。） 

◆マーティン 

住民やボランティアなどだが、ボランティアである必要はない。住民の代表という言い方をし

たが、関心のある人なら誰でもなれると。というのも、宝くじは公的なお金なので誰にでもオー

プンに透明に見てもらいたいということから、お金の使い方に興味のある住民ということだ。 

 

（質問：選挙で選ぶわけではないのか。） 

自薦だ。だからウェイティングリストがある。 

 

（質問：ファンディングの際、書類のワークというのは多いのか。） 

 ペーパートレイルはすべて残さないといけない。委員会でここにお金を出しましょうとなった

ら皆がサインしなければならず、1 人でも漏れていたら進まないということになる。また、お金

がもらえるということになったら小切手が渡され、その後監視用紙、モニタリング用紙、評価用

紙等記入する必要がある。また、宝くじ当局はリサーチのために情報収集としての用紙の記入も

ある。そのため、全部に記入するというのは大変な作業ではある。 

 

（質問：小切手の贈呈ということだが活動の前にお金をいただけるということか。） 

  全部もらえる。ただしすべての領収書を購入後 12 週間以内に提出する必要がある。 

 

（質問：日本では助成金を人件費に使うことを禁止されているところが多いが、今の宝くじのお

金を人件費に使うことはかなり自由にできることなのか。） 

賃金は払っていない。ただあるプロジェクトでスペシャリストに来てもらった時にお金を払っ

たことはある。基本的に持続可能性を持った投資でなくてはならない。 

 

（質問：最初に計画書を提出する必要があるのか、計画通りに実行しなければならない義務があ

るのか。） 

 最初のディスカッション、プロポーザル、提案者とのディスカッションで投資価値があるとな

ったら出願段階（アプリケーションステージ）に移る。私は教育者としてのバックグラウンドも

あり、すべてを理解しやすく（アクセスブル）にするためにサポートを行う。アプリケーション

が終わったらパネルにいき、パネルで承認されたらお金が下りる。その後はすべての領収書を提

出しなければいけない。お金が余った場合は返金、使いすぎた場合は自前になる。ただパネルで

は現行価格は何をかなり厳密に調べる。 
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（質問：計画したものは計画通り達成しなければならないのか。それとも変更はできるのか。） 

 テスト・アンド・ラーン・アプローチを取るようにしている。また、フレキシビリティもあ

る。 

 

（質問：一番はじめに地域を決めて地図を皆さんで考えてから問題を設定してやっていくという

プロセスは AFA を始める時に決まっていたものなのか。） 

 プロジェクトにそのやり方をしなさいという手法は決まっておらず、与えられていたのはテス

ト・アンド・ラーン・アプローチという言い方だけだった。私のアプローチとしては、皆が関わ

るプロセスにおいて皆が進化してほしいと思いアセットマッピングを行った。 

 

（質問：GMCVO では 8 の地域でこういったプロジェクトが行われているということだが情報

共有は行っているのか。） 

 プロジェクトに参加している 8 つの区を LDL（ローカル・デリバリー・リード）と呼んでい

る。2，3 か月に 1 回 GMCVO の建物で会議があり、そこでいろいろなアイデアを協議している。

LDL では問題が何であったか、どのように克服したのか、何かうまくいくのか、などを共有す

る。 

 

（質問：商店や会社がエイジフレンドリーに参加するメリットはどのようにプレゼンテーション

をし、どういう合意がなされたか。） 

 われわれはとてもインフォーマルだ。おしゃべりをする感じで入っていき、自分たちの側にな

ってもらう。自ら足を運んで会社や商店と話をする。アサートンにある 80 ほどの会社、商店と

はすべて会話をした。リーには 200 ほどあった。商店にとっては人が来るということは良いこ

とにつながる。また、エイジフレンドリーのリストを配布している。大規模な発表を行い、この

サインがある店は高齢者が気軽に入れますよとして、今ではこの花が全国的に知られるロゴとな

った。小さなお花がついているお店はトイレがあるお店であり、高齢者の中にはすぐにお手洗い

に行きたいという人もいるので良いことである。 

 

（質問：会社や住民から例えばどんなアイデアをもらったのか。） 

 商店にとってはお金がかからず来る人が増えるということは良いことだが、アイデアがたくさ

ん来たというわけではあまりない。ただ商店としてはボランティアやミーティング、twitter を

したり、開始の広報を行っている。 

 

（質問：非常に孤立した人はどのような特徴を持っている人なのか。また、その人たちがどこま

で地域にコミットすることをゴールとして考えているのか。） 

非常に孤立した人は何週間も誰とも会わない。理由として移動の問題があったり、家族の死や

うつ病があったりということがあるかもしれない。家に閉じこもりの人は介護者やケアラーが言
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ってもじっくり会話するだけの時間がない。どこまで地域にコミットすることをゴールとするか

については、ターゲット設定をしていない。非常に孤立した人がどのくらい居るのかが分からず、

大きな構図が分からない中でターゲットを設定するということは非常に難しい。 

ただ、ボランティアの人のピアリサーチのようなミニプロジェクトはあり、ボランティアが実

際に非常に孤立した人のところに行き会話を始める。関わりたいものがあるかなどの会話をし、

それに関連するローカルなアクティビティへの参加を促している。ただやはり強制はできない。 
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0822 Wigan Council 

Niamh Kearney, Enhanced Services manager, Wigan Council 

Sharon Barber, Assistant Director, Adult Social Care 

ReablemntTeam member:  

Ivonne Pittman Assistant Lead 

Mary 同上 

Sara Sephton Service Manager 

Katherine 同上 

 

< Niamh Kearney> 

われわれのリエイブルメント・サービスでは病気の後、入院の後の自立を保つということをサ

ポートしている。また、家での日常的なスキルの練習のサポートも行っている。 

 

 そして、新しいテクニックを教える。家の中で自立していくための機器、適応、テクノロジー

を提供する。すべての年齢の成人、すべての症状、そして診断を受けた年齢を問わない成人をサ

ポートする。人々が家に居ることをサポートする。 

 

 われわれのゴールは、人々の入院を減らし、長期入院を軽減する、家の中の自分の生活におい

て、したいようなやり方をできるようにヘルプする。本人が楽しむアクティビティをすることを

助けることによって QOL を維持する。また自分のコミュニティの中で社会的な活動を行うこと

を奨励している。 

 

 われわれは市から委託（コミッショニング）されており、利用者負担は無料となっている。1

週間に 7 日間、朝の 7 時半から夜の 10 時まで営業していて、全体で 82 人のスタッフが働いて

おり、実際に家に行くサポートワーカー、またその他の役割の人もいる。昨年は病院、コミュニ

ティ・チームから 2,224 件の紹介を受け、リエイブルメントが終わった後、受けた人の 72.78%

がフォーマルケアが不必要となった。これにより予算的にはかなりの節約になった。 

 

 どのように進むかというと、まず利用者は OT、PT,ソーシャルワーカー、病院、コミュニテ

ィによりアセスメント評価をされる。プログラムは、リエイブルメント・オフィスの方に午後 4

時までに紹介があった場合はその日からプログラムが始まることになる。 
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これはアクティビティプランでもあり、その人にとってのニーズ、達成したアウトカムをはっ

きりさせる。OT がどのレベルのサポートが必要なのかを評価、アセスメントして、もともとの

スコアを記入する。 

 

 最初の欄がスターティングスコアである。数字の 5 は監視（スーパービジョン）を表してお

り、隣にある 6 は向上した、改善した印である。サポートワーカーが毎日ベースで評価してい

る。 

 

（質問：スターティングスコアは 1 から何番まであるのか。） 

 7 番まである。フルにアシスタント、サポートの必要があるが 1 で、7 が自立になっている。

まずは安全・衛生上のチェックを行い、家の適応性を見たのちに合意の上でサービスが開始され

る。リエイブルメント・オフィサーがサポートワーカーに情報を共有し、1 週間の間 1 日 4 回訪

れる。状態が改善し、サポートワーカーが訪れる回数を減らしていくことをゴールとしている。

しかし、長期的なサポートが必要だと特定された場合、そのアレンジもわれわれが行うようにし

ている。 

 

（質問：イニシャルの評価は病院から送られてきた評価なのか自分たちでご自宅に行って評価し

た点数なのか。） 

 ベースラインは病院だ。そして実際にオフィサーが行ってそれに照らし合わせて見ている。 

 

（質問：アセスメントしていくのは誰なのか。） 

 OT はアセスメントをし、ベースラインを見る。サポートワーカーは OT ではないが仕事をす

る。プログラムを実施するのがサポートワーカーで、アセスメントをする OT。アセスメントを

行い、プログラムを書く。そのプログラムをリエイブルメントに送り、そこのスタッフ、サポー
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トワーカーはこれに従って実施する。 

 

(質問：ここにいる OT・PT は何をしているのか。） 

 サポートワーカーのヘルプ、アダプテーションを行っている。シャワーや階段リフト（ステア

リフト）など問題があったらサポートワーカーが OT に聞けるようにしている。 

 

（質問：OT・PT は何人いるのか。） 

 リエイブルメント・チームと一緒に働いている OT・PT は現在 15 人くらいいる。スタッフは

カウンシルで働いている人で全員が公務員だ。ウィガン全体を担当しているし、他の仕事もして

いる。 

 

（質問：リエイブルメント・チームの OT・PT は自宅に行ってプログラムを実践することはな

いという理解で正しいか。） 

 問題がある時だけ行っている。サポートスタッフの能力向上というトレーニングを OT はよく

している。 

 

（質問：具体的にどのようなトレーニングをしているのか。） 

 機器（イクイップメント）に関するテクニック、能力向上、階段を使う時のやり方、コミュニ

ティの中における移動（モビリティ）などだ。 

 

（質問：PT の数は増えているか。） 

 PT へのアクセスはある。そのためここへ来てもらうことはできるが、ここにずっといてリエ

イブルメントに張り付いているわけではない。 
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これが新しくデザインされた仕事配分表である。訪問の優先順位付けかがされていて、色分け

されている。服薬も 1 つの色になっている。 

 

 色の濃い青のボックスが休暇中のスタッフになっている。われわれがいくつかの訪問をこなす

ことができるかをここで追跡している。1 か月に 200 人が病院から来て、リエイブルメント・チ

ームに 6 週間とどまっている。そのため、いつもリエイブルメントに多くの人が入ってきて多

くの人が出ていっている。この人の出入りを配分表によって自動的に対応している。平均的に月

に 200 人の利用者がいる。 

 

（質問：職員が 82 人いるとあるが、休みの人がいる中で実際には何人が働いているのか。） 

 すべてのスタッフは 7 日間のうち 5 日間働いている。朝働いている人もいれば夕方働いてい

る人もいる。それをチームの中でローテーションしている。スタッフの契約はいろいろあり、1

週間に 25 時間、30 時間、35 時間、37 時間という形態がある。 

 

（質問：1 人のサービスユーザーに月に何回行くのか。） 

1 日に 4 回の訪問が 7 日間続くというのが最大限の訪問回数になっている。あとはアセスメン

トの内容による。1 回あたりの訪問時間は最短で 15 分、最長で 2 時間になっている。 
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（質問：内容として、リハビリをしているのか、生活援助や介助をしているのか、介助をしなが

らリハビリをしているのか。） 

 両方行っている。 

 

 われわれのモデルを説明する。OT は、われわれが OT を必要とする時に仕事をしてもらって

いる。サポートワーカーはサービスを行う能力と自信を向上させるためにどのように向上させる

かについてトレーニングを受けている。また、サポートワーカーは自身でプログラムを変えるこ

とができ、例えばその人が大変良くなってきた時に、サポートワーカーがゴールを変えたりする

ことができる。 

 

 サポートワーカーは機器を提供する訓練を受けている。例えば機器で、トイレの場合は座ると

ころに手すりをつける。また、サポートワーカーにはオフィスに戻らないで機動的に働くことが

できるように、携帯電話を持たせるようにしている。オフィスにいちいち戻らなくても良いとい

うことは訪問がたくさんできるということだ。 

 

われわれのマネージャーは病院に行き、病院のスタッフを助けるためにリエイブルメントに向

いている正しい患者を選んでいる。 

 

（質問：リエイブルメントに向かない患者というのはどのような人なのか。） 

 まもなく亡くなるであろう人、改善・向上する潜在可能性がない人はリエイブルメントに向い

ていない。 

 

（質問：認知症の方は大丈夫なのか。） 

 ものすごく重症でない限りは大丈夫だ。それでもやはり少しは学習できる能力がなくてはなら

ない。ただ基本的には誰でも受け入れるスタンスでやっている。 

 

（質問：脳卒中でまひの人は対象であるのか。） 

 基本的には対象である。しかし時には複雑であることもあり、その場合はセラピストに関わっ

てもらう。 

 

（質問：パーキンソン病などの神経難病の方は受け入れているのか。） 

  重症ではない限り受け入れている。 

 

（質問：入院しているところに見つけに行くとあったが、ドクターから依頼が来るのか、何日間

くらい入院したからそろそろ見に行くという話になるのか、タイミングはいつなのか。） 

ケースバイケース。時にはわれわれだけで、病院の要請がなくても行くこともある。 
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（質問：病院のデータベースが見られるのか。） 

 病院の総合チームの一部にリエイブルメントも入っているので見ることができる。われわれ

から積極的に出かけてリエイブルメントで何ができるかということも示している。われわれはフ

レキシブルに、機能を向上させるために介護を行うこともある。自立を支援したい気持ちもある

が、時には介護も支援しなければいけない時がある。 

 

（質問：サポートワーカーの資格とはどのような資格を持った人たちなのか。） 

 NVQ 全国職業資格の Health and Social Care。ただしそのようなスキルがない人にもわれわ

れがトレーニングを行う。 

 

（質問：トレーニング期間はどれくらいなのか。） 

 非常に徹底した導入プログラムがあり 6 週間ほどだ。 

 

（質問：それは皆がなりたがる職業なのか。） 

 スキルの必要な仕事で給料もいいので、多くの人がそのように思っている。 

 

（質問：どのようなトレーニングをしているのか。） 

 レクチャーやワークショップ、他のメンバーと出かけて同じことをする（シャドーイング）、

機器の使い方のトレーニング、スキルトレーニングをしている。シャドーイングでは、すでにト

レーニングを受けたサポートワーカーの実際の仕事について見るということをしている。また、

地域看護師（ディストリクトナース）とのジョイントトレーニングもある。 

 

（質問：家事の支援はしないのか。） 

 必要ならばやる。日常の作業をできるようにするためのサポートとして行う。 

 

（質問：1 週間を活動的に暮らすうちに、外出が必要だとか買い物にも行ってほしいという時に

同行して外出したりもするのか。） 

 その通りだ。一緒に行く。 

 

 われわれは「ディール（Deal）アプローチ」を使っている。つまり、その人にとって重要な

ことをその人ができるようにわれわれはサポートしている。毎日の生活だけに焦点を当てている

のではなく、コミュニティとコネクションを持ってほしいという部分もやっている。18 歳以上

の人をサポートし、ウェルビーイング、メンタルヘルスを促進している。その人が家に留まるだ

けでなく、そこからまたコミュニティに出ていくようにしている。費用対効果を持つ長期的なサ

ービスになっている。 



115 
 

 

 モビリティサポートからの「ジマーフレーム（Zimmer frame）」と呼ばれるものもある。骨

折し、家で長い間立てない時用のサポート器具で、機器はわれわれが提供している。これは短期、

長期の貸し出しということになる。また、よりサポートが必要な人にはサポートワーカーが 2

人つくようになっている。 

 

（質問：サポートワーカーは指名制になっているのか、ローテーションで行っているのか。） 

 スタッフは皆、同じスキルを持っている。しかしウェルビーイングのために同じ人が行った方

が良いと判断する時もある。男性女性両方のサポートワーカーがいるので利用者が性別を選ぶこ

とができる。 

 

（質問：男性と女性の比率はどれくらいか。） 

 52 人のうち 6 人が男性だ。ただ男性のサポートワーカー、オフィサーは増えており、実際に

家に行ってプログラムを決める男性も出てきている。 

 

（質問：生活時間帯に合わせて就寝や起床の練習をするとか、入浴する練習の時間に合わせて訪

問をするプログラムになっているのか。） 

 なっている。朝は起きることのサポート、薬を飲むことのサポートになっており、それぞれア

セスメントをしている。 

 

（質問：看護師でなくても服薬の直接飲ませる行為は許されているのか。） 

 サポートワーカーは処方はしないけれども薬を服用することのサポートができるトレーニン

グを受けている。ケアの委員会で規制されているため、直接薬を飲ませるためにはトレーニング

が必要になってくる。 

 

 介護士が看護師のしていたことをできるようにトレーニングされてきている状況になってい

る。区別はきちんとされているが介護士のやれることの範囲が広がってきており、トレーニング

を受けないといけないようになっている。 
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 一人一人の家にメディケーションファイルというものがあり、病院の退院記録から始まりい

つ服薬をサポートしたのか、また服薬量を記録する。そして管理担当者（アドミニスター）は服

用を実際に手伝いもしている。それから服薬と服薬の間を適切に保つために日付と時間を記録し

て、オフィサーとダブルチェックを行っている。 

 

（質問：本人が服薬した結果も自分で書くのか。） 

 本人が書くこともできる。ただ、実際にそれを見届けたということでスタッフが最終的には確

認（サインオフ）する。 

 

（質問：飲み忘れはどのように確認するのか。） 

 文章化し、モニターし、アセスメントし、ヘルスのプロに話をし、GP にあげる。その後コミ

ュニティの主任看護師（メイトロン）に話し、服薬することの重要性を説得する。 

 

（栄養士は関わらないのか。） 

 栄養士も関わっている。食品や水などをどのくらい摂取しているのかを見る。 

 

（質問：栄養士はリエイブルメント・チームの外にいるのか。） 

 外にいる。リエイブルメントチームにはヘルスのスタッフ、ソーシャルケアのスタッフが属し

ているが、もっと大きなファミリーの一員でもある。リエイブルメントチームの中に栄養士など
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の専門家を置く必要はないということになる。 

 

 一般的なポイントとして、ディールアプローチを使った、良い行動をする、スキルの高いコミ

ットしたチームになっている。常に自分を向上させている。サポートワーカーを採用する時はた

だ資格だけではない。適切な人に来てほしい、人を見る、ということを見て作業しているという

ことになる。 

 

 また、われわれは革新的であり、またできるという精神を持っている。われわれは病院のより

良いパフォーマンスに貢献している。リエイブルメントはソーシャルケアのシステムに即したか

たちでリエイブルメントをデザインをしており、われわれがサービスを提供する助けになってい

る。ローターシステムはここのマネージャーたちが自分たちでデザインしたものになっている。

サービスに本当にいいかたちのデザインができており、ケアの質委員会の規制の下にある。われ

われはその委員会から優秀（アウトスタンディング）という評価をもらっている。このようなア

ウトスタンディングをもらったのは 2 つの事業だけしかないうちの 1 つである。 

 

（質問：リエイブルメント・チームが受ける患者はリハビリを受けてない人も対象となっている

のか。） 

 重篤度にもよる。例えば卒中の場合、病院で特別なリハビリを受ける。退院する時にまだ悪い

となると、スペシャリスト・セラピーチームが一緒についていくことになる。するとこれはリエ

イブルメントではないことになる。一方、卒中でもそれほど悪くないといった場合には、リエイ

ブルメントに入ってきて、われわれがヘルプするようになる。重篤な人で病院からのセラピスト

チームがついていった人も、しばらくするとリエイブルメント・チームでサポートするというこ

ともある。 

 

（質問：開腹の手術を行った人はリハビリは必要ないが、入院しているとフレイルになっていく

人もいる。このような時に担当になることはあるのか。） 

 リエイブルメント指向の介護を提供する。リエイブルメントに行くか、スペシャリストのチー

ムに行くか、あるいは両方に行くかというように分かれる。 

 

（質問：ハイリスクな方や高齢者の方に対して、もっと早くからこのような活動をしていてくれ

たら入院しなかったのではないかと思うことはあるか。） 

 生活習慣が寄与してこのようになったのだと思うことはある。 

 

（質問：その場合リエイブルメントのチームが思っていることを行政や他の団体に伝えてサービ

スが必要になる手前に何かしてほしいというアクションを起こしているか。） 

 カウンシルの中に公衆衛生の部門があり、密接に一緒に働いているので予防サービスの方に
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患者を紹介することもある。例えばアルコールや麻薬、たばこ、肥満の問題が見えたらサービス

へ紹介をする。 

 

（質問：2,224 人の方が昨年対象になったということだが、病院から来る人とコミュニティから

来る人の割合はどれくらいなのか、またコミュニティから来た時は誰がアセスメントをするの

か。） 

 病院対コミュニティが 7 対 3 の割合になっている。コミュニティの中でアセスメントをして

おり、OT がチームと一緒にリエイブルメントアセスメントをしている。 

 

（質問：コミュニティの OT は自治体に所属しているのか。） 

 カウンシルとヘルスの両方になっている。ヘルス OT もカウンシル OT も上にいる。 

 

（質問：最初にこのリエイブルメント・チームはカウンシルから委託を受けているとあったが、

皆さんは NHS のタグをつけている。仕組みはどうなっているのか、皆さんの所属はどこなのか。） 

 私たちの仕事は共同作業なので、ジョイントに所属していると言っている。ウィガンの中にコ

ミュニティヘルスのスタッフがいて、その人たちは NHS からお金が払われている。また、カウ

ンシルのスタッフはカウンシルからお金が払われている。マネージメントチームとしては、スタ

ッフを一緒にして、考え方も建物も行動も一緒にやるという 1 つのチームとしており、だれか

らお金をもらっているかは関係なく心と頭は一緒だというあり方にしている。 

 

（質問：スコアでは身体機能や活動の改善は評価できるが、皆さんがアプローチをしている社会

的なつながりまでは評価できないと思う。ただ、皆さんの成果では社会参加のところまでたどり

着いているように見えるがそこはどのような評価をしているのか。） 

 社会参加のところにもスコアを使っている。実際に外出してコミュニティで何かをしているか

と尋ねた時にできないという答えであれば 0 とか 1 とか 2 という評価になり、1 人で出かけます

よという答えであれば 6 とか 7 の評価になる。従って評価していることになる。 

 

（質問：ウェルビーイングの評価は他の方法でもしているのか。） 

 ウェルビーイングを測定する何かというのを今開発している。本人の発言や、イエスノーで答

えられるかなどということを、まだまだ初期の段階ではあるが開発をしている。 

 

（質問：社会参加に向けてサポートワーカーは活躍をされているが、仕事のひとつとしてコミュ

ニティがつなぐとか、社会活動に参加するというところにつなぐところまでしているのか。） 

 その通りだが、リンクワーカーもいる。両方がアプリによってこのコミュニティで何が起き

ているのかということを調べることができる。 
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（質問：カウンシルでアセスメントをするのは、どこまでアセスメントをしてリエイブルメン

ト・チームに来るのか。） 

 われわれのアセスメントはパーソンセンター。メンタル、フィジカル、ソーシャル、ウェルビ

ーイングを含めた全体的（ホリスティック）なものだ。 

 

（質問：チームを立ち上げた時に大事にしたものでこれからも絶対変えたくないというコアな部

分は何なのか。） 

 どのように考えて行動するか、そのように尊敬という念をもってお互いを教えあうか、勇気を

もってそれが良いと信じる信条。これらにのっとって人々をひきつけ、雇っている。スタッフの

レベルはとても実践的であることが重要。迅速性や、プログラムを進化させていくことができる

かということも大事だ。スタッフが十分いないとなれば、迅速に対応する。 

 

（質問：スタッフがすべて同じスキルを持っているとあったが、スタッフ育成は難しくないのか。） 

 難しい時もあるが、正しい信条を持った正しい人材をまず雇うということ。面接の仕方なども

関わってくる。 

 

（質問：ヨーロッパ全体で介護や看護の分野の人材不足が深刻な問題になっていると思うが、サ

ポートワーカーになりたいという人は十分にいるのか。また看護師や介護士と職業間で取り合い

になっていないのか。） 

 われわれのスタッフには資格を持っている人に平均よりも上のお金を払うと決めた。また、ウ

ィガンではスタッフの福利厚生が良く、交通費が割引になったり、ジムにアクセスできたりする。 

 

（質問：選ぶときに経歴を見たり面接で人柄をかなり細かく聞いたりするのか、またサポートワ

ーカーの平均年齢はどれくらいなのか。） 

前職の会社の紹介、個人的な紹介、ヘルスチェック、犯罪歴がないかなどの経歴チェックなど

を行う。平均年齢は 35 歳から 40 歳くらい。 

 

（質問：全然違う職種から来る人もいるのか。） 

  われわれが支援に行った方の家族がサポートワーカーになったという例はある。 

 

（質問：イギリスでは OT はこの分野の中心となっているのか。） 

 OT の 90％は病院で働いており、10%はカウンシルで働いている。これが典型的だと思う。 

 

（質問：アウトカムに関してすべての利用者が 6 週間を使うのか。） 

  最大で 6 週間。その前に終わる利用者もいる。 
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（質問：OT の役割が変わってきたとあったが、どこでスキルや知識をアップデートしているの

か。） 

  お互いをトレーニングする OT 用のプログラムを作っており、それを使っている。 

 

（質問：ソーシャルサービスとの関係について、同時進行で利用ができるのか、また受け渡しを

どうしているのか。） 

 リエイブルメント・チームが終わったところで長期間のニーズが必要かを判断して、必要であ

ればソーシャルケア・チームに渡している。 

 

（質問：ソーシャルサービスだけでなくチャリティー団体につなぐようなこともしているのか。） 

  チャリティーや民間センターなどと皆一緒にやっている。 
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0823 GMCVO 

Greater Manchester 

大マンチェスター 

GMCVO (Greater Manchester Centre for Voluntary Organisation) 

 

社会インフラとアセットベースド・コミュニティアプローチについて 

・Dr. Sophie Yarker, MICRA (https://www.micra.manchester.ac.uk/) 

・ Sandra Jackson, Action Together, Oldham and Tameside 

(https://www.actiontoether.org.uk/) 

・ Julie Bentley, Groundwork Bury, Bolton and Rochdale, Bury 

(https://www.groundwork.org.uk/sites/bbor) 

・Giles Wilmore, Associate Lead People and Communities, GM Health and Social Care 

Partnership 

 

＜Giles＞・・・司会 

 本日は実践的なことに焦点を当ててお話させていただく。地域は様変わりしている。この地域

がどのように変貌してきたのか、共有化されているスペースについて、また何をわれわれは学ん

できたのかということについてお話させていただく。 

 

＜Sophie＞ 
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ショーシャルインストラクターである、コミュニティにおける教育スペースの効能についてプ

レゼンする。まず文献のレビューを行った。これは社会学、都市学や市民に関する学問などすべ

てを含んでおり、社会的な資本、社会的なインフラなどに関するいろいろな文献を分析したもの

である。 

 

〇学術文献および高齢関連文献のレビュー 

 

〇人文地理学、社会学、都市研究、社会老年学、市民部門 

 ＆ボランティア関連の文献 

 

〇様々な社会インフラが、どのような種類の社会関係資本 

（ソーシャルキャピタル）を支えるか、に関する文献分析 
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ここでいう、社会的インフラとはいろいろな活動や組織、施設、コミュニティにおける社会的

な人間関係を形成、開発、維持することをサポートするものである。 

 このような場所やスペースは社会的な関わり合いを提供し、社会的な資本を構築することを手

助けする。 

 

 
 

このスペースというのはカフェやレストランといった商業的なスペースや公園などオープン

な場所、バスや路面電車といった公共交通、診療所や学校、図書館、保育園などの公的な場所も

含んでいる。 
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いくつかの例をもとに社会的なインフラが高齢者に対してどのように利益を提供しているの

かについてお話しする。 
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最初の例にコミュニティガーデンがある。これはロッチデールで行われた高齢化への大志（ア

ンビション・フォー・エイジング）のプロジェクトの写真である。ローカルコミュニティとロー

カルコミュニティガーデンという 2 つのコミュニティが一緒になるという機会となり、コミュ

ニティガーデンが重要だということが分かった。特にいろいろなバックグラウンドを持った人々

が集うことになり、世代が違う人、文化的な背景が違う人が一緒になるという機会になった。こ

れにより他の社会的なグループとの絆を持つことができるようになった。 

 

 

 

2 つ目の例は社会的インフラにとって商業的なスペースも重要であるということになる。コー

ヒーグループやランチクラブ、ヘアサロンという場所も社会的な関わり合いを行う場所となる。

また、商業的なスペースもコミュニティに暮らす多様な人々が集まる場所になりうることが分か

る。また商業的なスペースにおいてはきちんとした枠組みを提供すればいろいろな会話が促進し

ていくということになる。この点において地元の商店のマネージャーなどを関与させていくこと

が重要だということが分かる。また商業スペースはその地域に暮らす高齢者の自立を促し維持す

るという役割も果たしており、また社会的に孤立して生きる人たちもお店に出かけてくることが

あるため相互作用（インタラクション）が起こるという場所になり得る。 
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コミュニティにおけるインフォーマルな、また日常のインタラクション、関わり合いの重要性

についてのスライドがある。ポジティブな、なじみ深い、人々と場所がつながっているという気

持ちが重要だということが分かる。また社会的なコンタクトというのは必ずしもコミュニケーシ

ョンを通さなくてはならないというものではない。もちろん話すということは重要なことではあ

るが、そこに他の人たちがいるという存在を感じることだけで違いが起こる。Jane Jacobs の

「Eyes on the Street」という言い方をご存じな方もいると思うが、インフォーマルな関心、そ

して近所の人がお互いに見つめ合っていると気付き合っているという安心感が生まれることと

なる。 
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また社会的インフラというのはいろいろな活動であるとか社会的な変化というものを促進し

ていくという意味においても重要であり、関わり合うことによって近隣社会のより活気あふれる

公的な生活につながっていくことになる。また社会的な会話や活動、社会的な変化が起こるスペ

ースとなっていく。 
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個人の能力形成ということにもこの社会的なインフラや共有されたスペースは役に立ち、自信

へとつながっていく。ボランティアなどにより社会的、情緒的、環境的な障壁の一部を取り除い

ていくことができ、社会的なインフラ、関わり、共有されたスペースがコミュニティの一体感を

促している。 

 

 

 

特に都市部においては多様な人たち、異なる人たちが暮らすということで社会的なインフラが形

成されており、意味のある関わり合いを醸成していくことができるということになる。多様な人、

世代をまたがる人たちがこの共有された社会的なインフラ、施設を継続的に使っていくサポート

が重要だと言える。 

 コミュニティで日常的に起きる世代を超えた関わり合いというものをインフォーマルなかた

ちで継続していく必要がある。近隣の社会的なインフラは高齢者にとっての社会的な孤立を軽減

することにつながっていく。 
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また自分の周りだけではなくその外にいる人たちと交わることによって彼らのフレキシビリ

ティ、適応力（レジリエンス）が強化されることになる。高齢者の社会的な参加が促されること

によってボランティアの活動が広がったりその他の社会的なつながりにもつながっていく。 
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高齢者の社会的な孤立を減らしていくためには多様な社会的なインフラが必要になる。この社

会的なインフラというのは異なるタイプや、レベルの社会的な資本を開発し、保持することをサ

ポートする。フォーマルなコミュニティやボランティア組織が果たす役割がある一方で、インフ

ォーマルな近所の場所やスペースといった重要性を見過ごしてはならない。スペースや場所とい

うのは多様な人々が社会的に出会う機会を作り出している。 
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＜Sandra, Julie> 

 

 

 

  

現場でアセットベースの地域開発をどのようにやっているのかについてお話しする。まず

ABCD(アセット・ベース・コミュニティ・デベロップメント)の原則は、人が中心であるという

ことである。人をフォーカスするアセットベースである。プラスの点として治療に効果があり、

コミュニティにあるチャンスを積み上げる手法となっている。コミュニティとその中にいる人々
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との関係を強化していき、人間関係を促進力としている。これはコミュニティや町の通り、道路

が場所である。 

 

 

  

ABCD の実際の活動についてお話しする。まずアセットマッピィングがある。これはコミュニ

ティで生きている人たちがコミュニティで起きている良いことをすぐに利用できるというもの

である。次にアセットの動員ということになる。実際にコミュニティの中にあるいろいろなすべ

ての良いものをつなげて、肯定的な目的の下に整備していくということになる。 
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アセットとは何か説明する。私も、この建物も、皆さんもアセットであるといえる。コミュニ

ティの中でフォーマルなかたちで、またインフォーマルなかたちで集まることができるカフェや

薬局、医師の診療所のような場所をアセットという。アセットマッピングで活躍する人々はコミ

ュニティワーカーやコミュニティの宗教的なリーダー、地元の議員などコミュニティで何が起き

ているのかを理解している人々になる。マッピングする時にコミュニティの中で起きているすべ

てのポジティブなことが何であるかを聞くことになる。 

 

 

 

 続いてコミュニティアセットのタイプについてお話しする。まず物理的なアセットは土地や

建物、家、スペース、銀行、公園だったりする。そして経済的なアセットは地元の経済や会社、

商店だったりする。また、人々がお互いにサポートし合っているという生産的なアセット、地元

の知識や理解、異なる人々や文化に対する知識、知見は文化的なアセットということになる。
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ここでコミュニティのアセットは何であるのかというと、まずは人ということになる。これはロ

ーカルコミュニティのスキルを持った人やいろいろな人をコネクトできる人だったり、ネットワ

ークを持っている人だったりする。次にグループや教会になるが、これは友達の集まりであった

りスポーツクラブの集まりということになる。それから公共施設（インスティテューション）、

準公共施設（エージェンシー）、診療所であったり健康のための活動（ヘルスプラクティス）が

行われている場所だったりする。 
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 アセットベースのコミュニティ開発の利点はたくさんある。まずそこで暮らす人々にとって

は自分たちのプラスの変化を自分たちで決めるチャンスであり、社会的なつながりが増え、コミ

ュニティライフにおける参加が受けることになる。これは場所ベースのアプローチとなっており、

その地域のコミュニティアセットが増え、ヘルスとウェルビーイング、自立度が上がることにな

る。 

 

 
 

いろいろなコミュニティではいろいろなことが起きていくことによってグループの持続可能

性が向上し、公的なサービスのニーズ、需要が減ることになる。 

お互いがサポートするということになるため、幅広いコミュニティアセットがつながり、組織

力を出すことになる。コミュニティはお互いの理解が深まることによって新しいチャンスへとつ

ながっていく。人が一緒になって取り組むことによりその人たちの雇用の可能性（エンプロイア

ビリティ）のスキルが開発され、既存のリソースがより良く活用されていく。 
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課題として、非常に時間がかかるということが挙げられる。まずその地域のリサーチをすると

いうことで時間がかかることになる。また、グループリーダーがカリスマ的な性格を持っていて

強いと乗っ取っるようなことになりかねないということがある。大規模な機関やエージェンシー

であるとパワーバランスがうまく取れたりするが、そのパワーバランスが必ずしもうまく取れな

い場合がある。社会的な孤立の最もハイリスクなグループを排除してしまい、非公共的になって

しまう可能性があり、最もハイリスクの社会的な孤立した人たちを見逃してしまうことがある。

コミュニティの安ど感が必ずしも望んだものにならなかった場合に失望感が広がったり動機付

けがなくなったりする可能性がある。またその地域にはそのサービスのニーズを隠してしまう可

能性があり、例えば PT とかエクササイズの大きなニーズがある場合にローカルグループがそれ

を担ってしまう、公衆衛生のニーズが隠れてしまう、ローカルグループが肩代わりするというこ

とも起こり得る。 
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このような中でわれわれはまず、地域のアセットを特定することから始める。実際に体を動か

して地域に出かけていって人々と話をし、いろいろなネットワークを活用したりマルチメディア

を活用したりする。また人々に会って、イベントに出かけていき、われわれのことを知ってもら

うようにしている。電話や e メール、テキストメッセージ、対面でも会う。次に人間関係を構築

する。人間関係ができてくると関わり合うことができ、地域の問題が何であるのか、何に満足し
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ていて何が不満なのかということが分かるようになる。またエンパワーする過程によってプラン

を作成していき、コミュニティグループとして何をやるか、コミュニティセンターをどのように

活性化するか、といった具体的なことをしていく。そのコミュニティにとってのユニークなプラ

ン、目的がはっきりした（ビスポーク）なプランが関わり合いの中から生まれてくる。人々が一

緒になることによってプランを作る、実現していく、起こしていくということができるようにな

る。 

 

 
 

 具体的に今まで関わってきたプロジェクトについてお話しする。 

 



140 
 

 

私が活動しているセントメアリーのフレンドシップグループに会い、アセットを特定化して行

った。そしてこのグループが得意とするもの、強みは何であるか、そして何を向上させたいと思

うかということを聞いた。これがアセットのマッピングの例になる。 

 

 
 

彼らが欲しいと思ったことはグループのメンバーを増加させたい、もっとたくさんアクティビ

ティをしたい、シネマクラブを始めたい、そしてフォーマルなグループになりたいということだ

った。これがプランの段階になる。 



141 
 

 
ここで広報用のパブリシティマテリアルを作るサポートを行った。アイデアを共有できるグル

ープにクラブのメンバーがなり、シネマグループを実際に実現していくための一歩を共に踏み出

すことになった。 

 

 
シネマグループを始めていくための資金集めから始まり、いろいろな資料をそろえた。新たな

グループの人たちもわれわれの委員会に入り、昨年は毎週、ダンスや料理、太極拳、ヨガなど異

なるアクティビティが行われた。 
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2019 年は宝くじ当局に申請をし、6000 ポンドの助成金を得ることになった。これにより今は

毎月コミュニティシネマができている。 

 

 

  

ローカル的にはウディーズと呼ばれているグリーン・ウッド・プロジェクトについてお話しする。 
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ラドクリフに住む高齢者のための大工グループが「ウディーズ」であり、コリンさんがリード

役である。社会的な孤立を減らしていくために何が必要なのかということをテーマとして地元で

行ったイベントがあり、その共働イベント（インゲージメントイベント）にコリンさんが来た。

ここでコリンさんの方からウッドワーキンググループを作りたいという要望があり、コリンさん

は他の人と一緒に共同デザインによって設計を行った。 
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グループではどこから運営していくのかいうことを含めてローカルなアセットの特定を行い、

このグループをローカルで宣伝していくための宣伝材料を作成した。そして実際にグループを始

めるにあたってどのような機器が必要なのかを特定した。大きな木を扱う作業になるのでハンマ

ーや金づち、ドリルが必要になり、それに関連する保険やリスク評価をきちんと用意した。アン

ビション・フォー・エイジングからグループに 2,000 ポンドが助成金として下り、そしてグルー

プが始まった。 

グループが出来上がってくるとグループ内の人たちがさらに自分たちの活動を拡大していく

ためには何が必要か、社会的に孤立している人たちを取り込んでいこうということになり、ソー

シャルメディアの活用でグループワークを展開することができた。そしていろいろなローカルイ

ベントに参加し、そこで鳥箱やキャンドルホルダー、植木鉢などの作ったものを販売することに

より活動の持続可能性を図った。 

 

 また、常に資金調達、資金繰りということを活動として行い、宝くじ当局やローカルな方に

申請を行った。最初は週に 1 回の朝だけだったが、新しい器具や機器が装備されていき、1 週間

に 3 回、朝に集まるようになった。また、この活動に関わる地元の商店や会社と一緒に取り組

むようにし、そこの店や会社で木材や機器など出来上がったものを販売してもらうという関係が

出来上がった。近所の人と知り合うことができるようになり、社交が広がった結果、メンタルヘ

ルス上の効果を語る人が増加した。また他のローカルコミュニティグループとのつながりもでき、

スキルを共有することになった。 
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この写真はコリンさんが実際に他のコミュニティグループに出かけていき一緒に鳥箱を作っ

た時のものである。体の不自由な人のグループや介護者のグループからの照会が届くようになり、

また 9 月には地元企業の方からオフィスのスペースを提供するという申し出があり、二つめの

拠点としてこの活動を行っていくということになった。さらにこのグループに関わる人が他の地

域でも増えていった。 
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こうして、1 人の男性から始まった動きで、初心を忘れることなく素晴らしい成功を築くこと

ができた。気軽に出かけておしゃべりをすることができ、リラックスのできる空間になっている。

コリンさん自身メンタルヘルスの問題があったのでコミュニティの中で安全な場所があること

が重要であるということを理解している。このローカルグループにおいてそのような安全な場所

を提供しており、そして男性だけでなく女性もたくさん関わるものとなっている。 
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 本日ご紹介したのはプログラムの 1 例であり、4 年以上いろいろなプログラムを走らせてきた

中でその数は 1,300 以上にもなる。これはわれわれがアプローチの転換を図っていることを示し

ている。いろいろ治さなければいけないところのある人々に対してサービスを提供するというや

り方からの転換である。人々がお互いに集まり、いろいろな関わり合いを持つことのできる場所

を作ろうとしている。 

 

 

 

（質問：どういう方が地域活動を促進する役割をしているのか。） 

 このような仕事をするカギとなるのは人と話ができる能力と肯定的に何かを変えていくとい

うことについて情熱を持っていける人だと思う。チャリティー組織やボランティア組織にはこの

ような人が多い。一般的にはソーシャルケアの仕事からコミュニティで活動するようになってこ

ちらの方に来たり、住民の住宅協会に関わっている人たちがこのような仕事をするということが

多い。 

 

（質問：コミュニティワーカーについて詳しく知りたい） 

 ローカルエリアに入っていき、ローカルな人たちが開発したいとかこういうことをしたいとい

うことを助ける人。ボランティアの場合もあるが、ボランティア組織に雇われているスタッフと

いうこともある。1 つの固定モデルではなく、ローカルによってそれぞれのやり方がある。ウィ

ガンでは地方自治体がそのスタッフをコミュニティの役割に移した。市場に出かけていきこのよ

うなスキルを求めていますというような公示をするようなところもあったり、地方自治体によっ

ては自然にそういう人が出てきてほしいと思っているところもある。 
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（質問；コミュニティワーカーには親がやっていたから子供もやるというケースは多いのか。） 

 グループの運営者はその地域や地区をよくしたいとか、提供したいという情熱や動機を持ちな

がら育った人が多い。家族や両親がそうだったからというパターンは思いあたらないが、結婚し

ているカップルが一緒にグループを運営する率は高いと思う。やはりグループ運営者というのは

引退していてもその前はケアの関係にいたとか青少年対象の仕事（ユースワーク）関係にいたと

いう人が多い。グループ運営者の中には労働組合を作った経験がある人もいる。そういう人たち

は報告であったり議事録を取ったり、クリエイティブなやり方というよりはフォーマルなやり方

で行う。自分たちでやるというよりもロビー活動がうまいとかそういう人たちのやり方でやる。

そういう能力も必要になってきて、これだけで良いというわけではなく、両方の能力が必要なの

だと思う。 

 

（質問：ローカルグループがエクササイズや PT の仕事をやりすぎると公衆衛生のイメージは隠

れてしまうというお話があったが、具体的な例を聞きたい） 

 ある 1 つのエクササイズグループで、エクササイズのやりすぎで低血圧になったが本人たち

は気持ちが良いということでパブリックヘルスに行かなかったというケースがあった。コミュニ

ティに非常に複雑なメンタルニーズを持った人が紹介されてきた。医者はわれわれのところにそ

の人のことを紹介してくれるが、時にその紹介が不適切であることがある。他のサポートへのア

クセスも医者はしなければいけないのに、われわれだけに頼られてしまうというという意味でパ

ブリックヘルスの必要性がマスキングされてしまうことがある。時には専門のサポートをしてい

る他の組織と一緒になりパートナーシップを取って、メンタルヘルスの組織のスタッフがその人

のところに会いに行くということをしている。ただメンタルヘルスの組織も、パブリックヘルス

のきちんとした組織の時もあれば、チャリティーの時もある。 

 

（質問：パブリックヘルスの人が地域のコミュニティに来てくれるということなのか。） 

 そうすることもできる。あるいはその人が他でこういうグループの活動があるというようなと

ころにわれわれがアクセスすることもしている。例として、認知症サポートは 1 対 1 の対応あ

るいはグループの対応、臨床的対応などいろいろなケースが存在する。 

 

（質問：日本では市町村というと仕事は全国どこでも同じ範囲と決まっているが、イギリスでは

市町村によって責任の範囲が異なるのか。） 

 中核となる法律で決められた責任というものは存在している。あるレベルのソーシャルケアが

必要だという人はそのレベルのソーシャルケアがどこでも提供されなくてはならない。ただその

ニーズをどのように満たすのかという部分が地方自治体に任せている。直接市町村が提供する場

合もあれば外部委託、あるいはパートナーシップで取り組む市町村もある。地域の歴史やその地

域が期待することなどいろいろな要素が入ってくるので現実的には非常に複雑なものとなる。政

治的には 1980 年以降コミュニティベースのアプローチが求められるようになり、それに対して
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すごく積極的取り込もうとする地方自治体もあれば消極的な自治体も存在している。方法につい

ては地方自治体によって異なるが、あるレベルのケアが必要であればそれを満たさなければいけ

ないということはすべての地上自治体に求められている。 

 

（質問：われわれが見ることのできる自治体は先進自治体になるのだと思うが、そうではない市

町村を是正するような仕組みはイギリスにはあるのか。） 

 良い結果を求めて選択が行われているとは今のところ言えないが、基本的には選挙による選択

というものがある。しかし、最悪のケースではあるが地方自治体があまりにもサービスが遅れて

いて、顕著であるとなると、中央政府がその代わりに助っ人グループのようなものを送り込んで

乗っ取ってしまうというやり方で是正していくという例も存在している。この自治体は非常にひ

どいと指摘されたことでひとつの契機となり、そこから良くなるというパターンもある。評価を

数字にして発表し、低い方になるとそこから改善しようという機運になり、間接的な是正のやり

方になっている。 

 

（質問：自治体との日々の衝突はどのように乗り越えていくのか。） 

 ひとつ難しいのが、あるグループに入っていって、そのグループの人たちはサービスは自分た

ちに提供されるものであるという考えを持っている場合、そのマインドセットを転換するのが難

しい。こういうところでマインドセットから自分たちの必要なサービスを作っていくエンパワー

をするところが難しい。アセットベースのアプローチを自主的に取るグループよりもローカルな

地方自治体が提供しているグループの方が成功しない、持続可能性がないと言える。自分たちが

自分たちの所有意識を持っているグループの方が持続可能性がある。 

自分たちが 1 番になりたいという、人々の功名心を活用するやり方もある。例えば 10 地域の

うち 9 地域はもうできているとなった時に残りの１に入るためにアワードを設ける。実際に今

までエイジフレンドリーな場所ということで 32 の場所にアワードを授与した。そうするとアワ

ードをもらっているグループを見て自分たちも仲間に入りたいという動きを起こしていく機運

になる。 

 

（質問：アセットベースのエビデンスについて詳しく知りたい） 

 コミュニティグループで非常に成功していて、他の地域でも成功させたいということでそのグ

ループがやっていたことと同じようにやったが、必ずしもそれでは成功するとは限らない。その

コミュニティの独特の背景があったり異なる特徴があったりする中でそのコミュニティにとっ

てうまくいくユニークなやり方を見つけていかなくてはならない。コミュニティの中から発生し

てきたグループでも、さらなる助成金をセントメアリー・ファンドなどに申請をして資金調達を

してフォーマルな組織になって、チャンスが生まれるという比較研究も面白いかなと思う。重要

なのは小さなコミュニティグループをサポートすることで、自信をつけて提供するサービスが向

上されると良い循環というのが生まれる。 
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（質問：アンビション・フォー・エイジングではテスト・アンド・ラーンという試行錯誤を許す

ファンディングの仕方だった。これは一般的なのか。） 

 そうではない。少額のファンディングならばリスクを取りやすいとは比較的言えるが組織的に

やっているのは一般的ではない。過去においては失敗するとそれはプロセスの学びのひとつとは

見られなかった風潮がある。チャレンジにおいてはニーズへの適応やイノベーションが必要だ。 

 

（質問：クリエイティブな事業に対するファンディングには、必ずしも成功しない可能性、助成

に対するペーパーワークが煩雑という 2 つの問題があると思うが、これらを解消、緩和するよ

うな工夫や今開発しているファンディングの方法はあるのか。） 

 小さなプロジェクトを集約（アグリゲート）することにより、それぞれのコミュニティがペー

パーワークをしなくてもいいようなやり方に変えようとしている。それぞれのプロジェクトごと

に何のアウトカムというより、全体でこういうアウトカムであるというやり方にしている。銀行

も投資ポートフォリオにおいてはそのようなアプローチを取っている。 

 

（質問：冒頭の発表ではソーシャルインフラストラクチャーとソーシャルキャピタルという社会

学の言葉が使われており、後半の方では ABCD アセット・ベース・コミュニティ・デベロップ

メントという言葉がよく使われていたが、街づくりなどの高齢者版の文脈ではどちらの用語をよ

く使うのか。） 

 コミュニティで活動する時は人々が理解できるような基礎的な言葉を使い、報告書では学者用

のアカデミックな言葉を使っている。 

 

（質問：日本では専門職とボランタリーセクターが良い関係を作るということができていないが、

こちらではどうなのか。） 

 日本と同じようにボランティアは複雑性が分かっていないという見方をする人もいる。人によ

って使い方や話し方、接し方を変える必要があると思う。ウェルビーイングを上げていくための

社会的処方モデルはヘルスの方の医師や看護師の間では受け入れられるようになり、コミュニテ

ィの間でも価値づけされるようにはなっている。パブリックヘルスのプロはコミュニティと一緒

になっていかなくてはならないということがある。 

 

（質問：社会的処方の仕組みの中に多世代のつながりを促進するようなものはあるのか。） 

 個人によって自然に決まってくると思う。どういうもの、どういう活動が利点があるのかとい

うのは個人のニーズによるものだと思う。いろいろな多世代が関われるようなアクティビティを

やれば参加する人たちが増えていくチャンスにはなると思う。コミュニティの住人と地元の学校

で多世代の人たちが一緒にアクティビティをしようというような試みはしている。成功のカギは、

どの世代にもベネフィットがあるということだ。片方だけの利点ではなく、両者にとってベネフ
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ィットファあるものが必要。例えば手紙を書くことで、高齢者にとっては文通相手ができるし、

子どもにとってはきちんと書くという習慣をつけられる。 

 

（質問：アセットマッピングを作る際に街の中で起きている良いことを集めるとあったが具体的

にはどのような言葉を拾い集めているのか。） 

 人気のカフェや犬の散歩で自然に集まる場所や教会など、人が集まる場所を聞いている。思い

出を一緒に語ったり、祝福したり、記憶や起きたことを共有する、お互いを知り合える所につい

て聞いている。 

 

（質問：本当に孤立している方にこのような団体ができたというアナウンスやアテンダントがな

ければ必要な方が参加に至らないと思うが、その支援はどこで誰がやっているのか。） 

 われわれがやっている。人がより良くコネクトするための計画を実際に立て、コミュニティに

アセットを使って人々をひきつけるようなことをしている。例えば IT の基本セッションをパブ

でやると男性をよりひきつけやすい。アクセスを持つ他の組織やサービスプロバイダーと一緒に

なってやることもある。警察は近所のことをよく知っているので孤立している人にコンタクトす

ることができる。 

 

（質問：コンタクトリストを作成しているということか。） 

 データ保護で注意深くしなければいけないところだが、GP から紹介されてきたケースはデー

タベースに入っているので、地元のヘルスのプロフェッショナルの人も共有しているデータベー

スになる。コミュニティからの紹介はその人の許可を得たうえでデータベースに載せるというこ

とになる。また、人口データを用いて、参加した人とその日付を残してある。孤立というのは、

障がいや教育を受けていないといった不平等が生み出している時もあり、実際にどのような人に

ターゲットを当てていけば良いかという調査が必要になってくる。 

 

（質問：市町村の仕事と皆さんの仕事の線引きはどこにあるのか。） 

 われわれのような存在がないとか、プランがないというところでは地方自治体が行っている。

われわれのやっていることを購入してもらうのが地方自治体になってきている。 
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0823 Rochdale 

Rochdale Council ロッチデール自治体 

Rochdale Infirmary ロッチデール病院 

 

Rochdale Health and Care リエイブルメントとアセットベースト・アプローチについて 

・Debourah Lyon, Director LCO Development インフラ構築担当 

・Steve Taylor, Chief Officer 自治体ソーシャルケア 

・Heather Crozier, Programme Director 

・Wendy Meston, Consultant in Public Health 

・Trevor Stephenson, Programme Lead 

・Katie Wood, Programme Coodinator 

・Charlotte Dobson, Support Officer 

・Michael、広報担当 

・Jeff、Community Service Development Maneger  

・Sharon Lord, Self-Care Programme Lead 

 

＜Steve Taylor＞ 

 

日本代表団訪問 

ホスト：スティーブ・テイラー

（ORHC 最高責任者） 

2019 年 8 月 23 日 
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内容 

・ 歓迎＆紹介：スティーブ・テイラー 

・   ロッチデールにおけるわれわれの統合アプローチ：スティーブ・テイラー、デボ

ラ・ライアン 

・ ORHC 連携パートナーによる発表 

・ ロッチデールにおけるわれわれの社会的処方アプローチ：ミシェル・ダッフィー

（The Big Life Group） 

・ ロッチデールにおけるわれわれのストレングス・ベースの取り組みアプローチ：

シャロン・ロード（セルフケアプログラム主任） 

・ 自宅／病棟におけるわれわれのリエイブルメントアプローチ：ケイト・ベッドフ

ォード（ロッチデール区カウンシル ITS コーディネーター） 

・ ウォルステンホルム・ユニットの訪問 

ロッチデールにおけるわれわれの

統合アプローチ 

発表者：スティーブ・テイラー

（ORHC 最高責任者） 

ロッチデールにおける社会的処方 
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ロッチデールでは、住民のヘルスニーズは高いがヘルスアウトカムは低い現状になっている。

例えばロッチデールに住む男性の平均寿命はイングランド南部に住む男性よりも 9 歳短く、ロ

ッチデールの健康、ヘルスにとっての問題になっている。人口は高齢化していて、それゆえに複

雑なニーズを持つ人、長期のニーズを持つ人、ソーシャルケアやヘルスケアに依存する人が増え

ることによってコストがかさむことにつながっている。歴史的にはロッチデールでもイングラン

ド全体でも言えることだが、多くの関係組織が重複してしまっている。また組織間にギャップが

できてしまうことがあり、人々がケアのギャップに入り込んでしまうという問題がある。そのた

めにロッチデールでは 5 年前にヘルスとショーシャルケアを 1 つの組織に統合することに決め

た。これはプライマリーケア、病院ケア、コミュニティケア、ソーシャルケア、ボランティアセ

クター、一部の民間セクターが 1 つに統合されるということである。その 1 つにまとめた組織

というのがワン・ロッチデール・ヘルス・アンド・ケアである。その目的はロッチデールの人々

のヘルスとソーシャルケアを向上させていくことであり、ケアのデリバリーの効率を上げていく

ことによってコストを節約する、ケアの価値をあげていくということになる。 

 

 イングランドの多くの地域がロッチデールと同じような旅路をたどっているが、ロッチデール

は多くの地域よりも先を行っていると考えている。理由は、ロッチデールは非常に協力的な街で

あるからである。1900 年に 12 人のいろいろな業者の人が集まってお互いをサポートしようと

いうところから協同組合運動がロッチデールで発祥した。われわれはこのロッチデール協同組合

と同じような価値観を持ってワン・ロッチデールを運営している。資料にもある通り、ケアリン

グコーポラティブコミュニティがわれわれのやっていることであり、近隣地域に住む人たちをサ

ポートするためにコミュニティの中にある人々やアセットを活用するというのがわれわれの案

内役としての主要な原則になっている。 

 

 

 

概要 

社会的処方とは何か？ 

強みを土台にして積み上げる 

われわれのアプローチ 

質問 
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 コミュニティ参加を基に構築するロッチデールにおける社会的処方ということをお話しする。

これらは町のランドマーク的な建物の写真であるが、これに代表されるように街にはたくさんの

アセットがある。社会的処方というのはメディカルなプロフェッショナルの方からノンメディカ

ルな方へと引き渡し、グループ活動やアクティビティなどの介入をしていくということである。

薬だけに頼るのではなく孤立を軽減していく、よりアクティブになっていく、周りの人からのサ

ポートを得る、という意味だ。今では多くのグループが存在しており、料理や、スーパー、おし

ゃべりできる場所などを含むいろいろなグループへのアクセスが可能となっている。協同組合が

発祥の地であり、非常に豊かな文化と歴史を持っている町である。自分の家の周りにアクセスで

きるグループがあり、そこで活動すればその人たちのヘルスが上がっていく。 

 

 例えばヘルスウォークと呼ばれる試みを行っている。バラ全体で 25 の歩くというアクティビ

ティが行われており、医師から紹介されてきた人たちが始めると真剣になりより深く関わるよう

になる。デービッシさんという人の例を挙げると、がんを患って、回復している途中で GP から

紹介があり Heywood にあるウォーキングを始め、10 年間ずっと関わり続けた。すると 10 キロ

ぐらい体重も減り、たくさんの友人もでき孤立も少なくなり、ウォーキングのリーダーにもなり、

さらにそこで知り合った方と結婚された。ロッチデールは協同組合の歴史があるということでい

ろいろなサービスが一緒になってうまくいっているという面がある。 

文化 

ストリートツアー＆ヘルスウォーク 

グループ 

歴史 
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まず、リンクワーカーが GP の診療所の中にいる。コミュニティのことをよく知っており、

この人たちは大きなアセットである。また、コミュニティコネクターという地区における道しる

べ的な役割をする人がいる。この人たちは地域の中の必要なところにいろいろ散らばっている。

あとはコミュニティビルダーという人たちはローカルな住民で、実際にコミュニティに出かけて

行ってコミュニティにおいて強みに基づく（Strength Based）会話をそのコミュニティの人た

ちとしてコミュニティの人たちが何が好きなのか、何があったら良いのかという話を聞いてギャ

ップを見つけてそのギャップを埋めるようなところを作っていく人たちである。それからコミュ

ニティのナビゲーターにヘルスのトレーナー、コーチがいる。 

 ヘルスやソーシャルケアの制度が非常に複雑であるため、それをどのように通っていけば良い

のかということをナビゲーションしてくれる人たちも GP に近いところにおり、ヘルストレーナ

ーと呼ばれる。私も 2007 年にヘルストレーナーから始め今日ここに至っている。始めた時には

社会処方モデルと意識しないで住民たちをいろいろなグループやアクティビティへ導く役割を

しており、それを通してグループ活動やアクティビティに関わる人たちのヘルスが上がり、より

ハッピーになるということを見てきた。 

 

 

One You – 協同する 

リンクワーカー 

コミュニティコネクター（つなげる人） 

コミュニティビルダー（構築する人） 

コミュニティナビゲーター（ナビゲートする人） 

ヘルストレーナー＆コーチ 

われわれのアプローチ 

地域の強みを土台にして積み上げる 
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われわれのアプローチはすでに既存に存在するものを土台にして強みを積み上げていくとい

うやり方であるが、その人が何をしたいのかをまずは特定していく、それを実現するためのヘル

プをしていくということがカギになっている。その人のいるところで何ができるかということで

あり、即効的に治して終わりというわけではなく、一度変化したものを持続してもらいたいとい

う思いがある。そのために色々なアクティビティや物事をし始めると、ヘルスだけでなく幸福感

なども向上する結果となった。 

 

 
 

これらすべてにおける道しるべ（サインポスティング）というのも重要になってくる。パー

トナー同士の良いコミュニケーションを持って人々の孤立を減らしていくということである。 

 

 

そのため、このような道しるべ的な役割をする時や情報提供をする時にはまずその情報が正

確であるかどうかをきちんと確認しなくてはいけない。それにより信頼性が生まれ、良い人間関

係が作られていくことになる。 

サインポスティング（道標、案内） 

人々を地域の強みにつなげる 

案内 

紹介 

社会的処方 

優れたアイディアの共有 

効果的なパートナーシップによる取り組み 

仲間／ボランティアによる支援 
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社会的処方においてはコネクションが重要であり、ある 1 人の人がコーチやコネクターと会

ったら、その 1 つの会話から広がっていって 12 や 20 のコネクションが生まれるということが

ある。 

 

 

 

 社会的処方では、非常にたくさんの情報が提供されることになる。ロッチデールのアワ・ロ

ッチデールでは Our Rochdale というケアの情報を得ることができるウェブサイトがある。どう

いうところにサインポストをしているのかということだが、あるグループでは線維筋痛症のピア

サポートグループを支援しているという例もある。同じ症状の人たちが集まって情報を経験、情

報を共有するという場所がある。 

つながり作り 

何が使えるか？ 
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社会的処方の最大のインパクトとして、人生のアクティブ度が上昇するという点がある。自ら

ボランティアになったり、そこから給与をもらうようなところまで行く人もいる。 

 

1 つの例として、体調が良くないと GP から紹介されてきた男性がいた。彼がコーチと会い、

1 年ほど男性の生活のいろいろな側面を話し、アクティビティを紹介して、道しるべを作成した。

最終的にはこの男性はボタンティアとなり、リスニングコーナーといういろいろな人の話を聞く

活動を自分で始めた。バラ地区の中では聞いてもらえる場所がないというギャップに気がつき、

このコーナーを作った。そして 6 か月ほどボランティアをした後に今はコミュニティリービル

ダーになり、その後採用担当になり、今そのような役割で活躍をしている。 

 

これが社会的処方の例だ。価値というものを生み出すものであり、孤立が減る、コネクション

が上がる、ハッピー度が上がる、自信が出るということが理解できた。 

 

 

 

どのような効果があるか？ 

健康的に暮らす 

ご質問は？ 
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（質問：GP のところにリンクワーカー同士でコミュニティを作っていたりミーティングをした

りすることはあるのか。） 

 ネイバーフッドミーティングなどがある。お互いをサポートするということをネイバーフッド

の人たちが皆で集まって情報交換、知見交換をしている。 

 

（質問：リンクワーカーやコミュニティコネクターといったいろいろな職種の話が出てきたが、

有給の人はどこから出ているのか。） 

 いろいろな組織が給与を払っている。コミュニティコネクターはアダルトソーシャルケア、リ

ンクワーカーは GP のグループ、コミュニティビルダーとヘルストレーナーとコーチはビッグラ

イフグループの「リビングウェル」（※主に住民の健康増進を目指している組織）が雇っており、

われわれはパブリックヘルスの方から委託されている。 

 

（質問：ビッグライフグループとは何か。） 

 ボランティアリセクターのチャリティー団体だ。2014 年から委託されている、もとは NHS

の仕事だったが、ビッグライフグループに移った。 

 

（質問：リンクワーカーやコミュニティコネクターは、どのような資格を持っているのか。） 

 本人の価値に基づいてリクルートプロセスを通った人がコミュニティコネクター。必ずしも学

位を取っているとかアカデミックに成功していなくてはならないというわけではなく、コミュニ

ティの中で人々の社会参加をすすめていくという価値が証明されている人。 

 

（質問：コミュニティコネクターは何人くらいいるのか。） 

 今 8 人いる。 

 

（質問：コミュニティナビゲーターはどのような人なのか。） 

 ソーシャルケアに雇われている。コネクターと同じように人にかかわるが、参加が難しい人に

一般的にこちらから先取りしたかたちでかかわる。ベーシックな資格である。 

 

（質問：リンクワーカーは GP の指示の下に動いているのか。） 

 自分で社会的処方をする場合もある。リスニングコーナーを作ったボランティアのケースは小

規模で社会的処方をやっていることになる。 

 

（質問：ワン・ロッチデールになる前にはいろいろなサービスが重複してしまい、ギャップがあ

って組織がかかわれない人が大勢生まれていたということだったが、具体例を教えてほしい。） 

 メンタルヘルスの問題がある人は、以前は週末は時間外でどこにもアクセスができないという

ことで紹介もうまくいっていなかった。また、今はメンタルヘルスは 1 つの組織になったが前
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はコミュニティで別々になっており、メンタルヘルスの問題を抱えた人は間違ったところに行っ

てしまいそこからどこにも進めないというような状況があった。今は統合されたということでセ

イフヘブン（Safe Haven）という施設を作り、急性のケア、ソーシャルケア、メンタルケアに

よってメンタルヘルスの問題がある人をサポートできるかたちとなった。  
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＜シャロン ロード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルフケアの戦略の下のプログラムについて紹介する。ロッチデールのセルフケア戦略が

ある理由は、背景として、予防とセルフケアをさらに強化するように中央政府、パブリッ

クヘルスからの要請がある。それがヘルスとソ

ーシャルケアのサービスを必要とすることを

減らしていくということ、つまり疾患に関する

避けられる経費を削りとっていこうというア

イデアになる。 

ロッチデールにおけるわれわれの

ストレングス・ベースの取り組み

アプローチ 

発表者：シャロン・ロード（セル

フケアプログラム主任） 

HMR セルフケア戦略 

職員研修開発プログラム 

ストレングス／アセットベースの

アプローチ 

2019 年 8 月 

なぜセルフケアやストレングス・ベースのアプローチを重視しなければならないのか？ 

人々のセルフケアを「Enable（イネイブル＝実現可能に）」し、また医療や社会的ケア経済の需

要や回避できる疾病にかかる費用を大幅に減らすよう、保健省、イングランド公衆衛生庁および

NHS イングランドなど、医療や社会的ケアの管理機関から義務づけられている。 

 

国の指令：NHS10 か年計画 

NHS は第 2 次世界大戦後の 1948 年に設立：医療費を支払えない不安 

NHS は現在、「すべての人に質の高いケアを」に価値を置いているが、世界は変わった。 

 

 

成人の 5 人

に 1 人は喫

煙者 

3 人に 1 人

はお酒を飲

みすぎ 

3 人に 2 人

は肥満 

NHS 予算の 70％は

慢性疾患へ 

（保健省, 2014） 
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10 か年計画の強調点 

セルフケアの戦略の下のプログラムについて紹介する。ロッチデールのセルフケア戦略がある

理由は、背景として、予防とセルフケアをさらに強化するように中央政府、パブリックヘルスか

らの要請がある。それがヘルスとソーシャルケアのサービスの必要を減らしていくということ、

つまり疾患に関する避けられる経費を削っていこうという考え方になる。 

 

10 か年計画の強調点 

 

 

 

 

 

 

 

「健康とウェルビーイングのギャップ：国が真剣に予防に取り組まなければ、近年見られる健康

寿命の進歩は失速し、健康格差は拡大するだろう。また完全に回避できる疾病へ数十億ポンドも

の資金をつぎ込まなければならないために、有益な新たな治療への資金提供能力が押しやられる

だろう。」 

 

上記は NHS の持続可能性および未来の人々へ、壊滅的な影響を及ぼすだろう。 

 

予防、セルフケアを強化していこうということが NHS の 10 年計画として決まっており、わ

れわれはセルフケアをよりよくしていくということ、ヘルスに関する社会的な変化を起こしてい

く役割を果たさなくてはいけない。ソーシャルケアのプロバイダーとして、ロッチデールの人た

ちとの関わり合いも変えていかなくてはならず、そうしなければ NHS の持続可能性が脅かされ

ると中央政府は言っている。 

予防、公衆衛生および

支援付きセルフケア

を抜本的に改良する

必要性 

ヘルスサービスは今、

健康に関する社会変

化の行動主体となる

べき 

ウェルビーイングを推

進し疾病を予防できる

よう、患者・介護者・市

民と更に関わりあえる

関係を要請 
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この地域では、ここ数十年間で雇用の機会が下がっているという問題がある。これが貧困や治

安が不安定になるというところにつながっている。ロッチデール地区（バラ）の中には長期的な

症状を抱える人たちがたくさんおり、また複雑なニーズを持っている人たちが増えている。一方

でヘルスとソーシャルケアの予算は削減されているという現実に直面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMR の医療および社会的ケア経済に影響を及ぼすと考えられる地域の要因 

 HMR ではこの数十年間、新たな雇用機会を作るのに苦労しており、その結果、貧困や

衰退に直面する地区が出てきた。これにより、富と健康の面で極めて困難な状況がもた

らされた。 

 慢性疾患（例：心臓病、糖尿病、COPD など）の罹患率は、地区全体の平均より高い。

その原因は例えば、貧困、不健康なライフスタイルの選択、これらの状況が多世代に渡

り引き継がれうる状況、特定の民族グループの中でこの状況発生率が高いことなどが挙

げられ、これらが組み合わされている。 

 2010 年以降、政府予算は 1 億 300 万ポンド削減され、さらに今後 2 年間で 5,100 万ポ

ンドの節約が必要とされている（Cooperative Council Innovation Network, 2017）。 

 

HMR で高まる人々のニーズへ応えられるようにするためには、セルフケアおよび自己管理

戦略の「イネイブリング」の取り組みで、より広範な地域および医療・社会的ケア提供者な

らびにパートナー団体、本人やその介護者と協力することが極めて重要である。そこで目指

すのは、ケアの提供方法を変革することである。QOL を向上させ、限られた資源を最大限

に活かすため、われわれは今、人々が自分自身の健康やウェルビーイングについて主導権を

握れるよう「イネイブル」する必要がある。 
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われわれはどのようにこれを達成できるか？ 

セルフケアの課題が成功するには、以下が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム全体の上級幹部による関与： 

セルフケア・アプローチの提唱に向けて 

システム全体のすべての幹部による関与： 

セルフケア・アプローチの提唱に向けて 

従来の温情主義的なアプローチから、システム全体

のチームおよびサービスによるケアへ、という提供

方法の変更 

HMR の人々が、より健康的なライフスタイルを選

択するよう取り組む、行動変容キャンペーン 

地元での支援改善に向けた、地域内における人々の

つながり再構築 

ストレングス・ベースのアプローチを支援する、

組織内の文化変容 
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これによりケアの変革を行うということで人々自身がもっとインエイブルになるという責任

を持ち始め、システムリーダーとのかかわりを深めていくことになった。 

そして上から目線でのケアのデリバリーを変えていく、コミュニティでのつながりを深めてい

く。 

 

また、われわれの組織内外の文化を変えていくということでロッチデールのセルフケアの戦略

ができあがった。ビジョンとして自分たちの活動をもっと深めることにより、またかかわりを深

めることによりポジティブな、文化的な変革を起こすということである。セルフケア・トレーニ

ング・デベロップメント・グループというのがあり、保健当局、自治体、GP などのより大きな

労働力を多面的に見ていく。 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMR セルフケア戦略的ビジョン 

「HMR の人々が、自分自身の健康やウェルビーイングへ積極的に関わり、より健康的

に暮らせるようエンパワーすることで、前向きな文化変容を推進する」 

 

認知向上研修 

 上級幹部 

 すべての幹部 

 職員および一般市民 

 

対面研修 

 全員を対象としたストレングス・ベースの会話 

 適切な職場に向けたコーチングモデル 

 

E ラーニング 

 認定された Skills for Health NHS プログラム 

 認知向上：ストレングス・ベースのアプローチ 

 

ビデオ 

 Hopwood Media の学生とともに開発予定 

 幅広く配布予定：地域の関与 

 

行動変容プログラム 

 前進に向け、公衆衛生、RBC、PAHT と連携 
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それぞれに関連して働く人たちを、保健当局や自治体、その他サービスプロバイダーそれぞれ

を変えていくという多面的なアプローチをしている。対面のトレーニングでセルフケアを向上さ

せていくためにわれわれのところで働いている人たちを変えていく必要がある。NHS イングラ

ンドと一緒になってセルフケアを行っていくように働いている人たちを変えていく 2 ステップ

のやり方をしている。 

 

強みをベースにした会話をすることによって人々のマインドセットが変わっていく。 

 

 

 

 

 

  

 

家族の強みが何であるのかということを特定して、その強みに重ねるような形で積み上げてい

く。コーチング手法を導入し、ストレングスベースのアプローチを使っている。セルフケアプロ

グラムにおける実質的な介入の 5 つのキーのうちの 1 つのアプローチとして、NHS イングラン

ドがこのアプローチを推奨しており、セルフケアに人々を導くためのスタッフが持つべき適正な

スキルとテクニックを決めている。 

 

 

 

ストレングス・ベースのアプローチ：定義 

ケアおよび具体的な介入へのアプローチ方法の理念。ストレングス・ベースの方法で取り

組むには、われわれの考え方や、職員‐本人の関係性を変えることが必要。そこには、本

人・その家族・友人・地域の強みの特定、動機付け要因の理解、およびその人たちとの連

携が含まれ、その目的は、自分の健康やウェルビーイングを改善するために本人が自ら特

定した変化を実現することである。 

 

Health Education England によるヘルスコーチングの枠組み 

 患者のセルフケアおよび自己管理の支援は現在、NHS にとって主要な優先事項であ

る。またコーチングスキル活用に関するスタッフの研修や支援の提供は、実際のセル

フケアプログラムでNHSイングランドが提供する5つの主要介入方法の1つとして、

重要度が高まっている。 

 ヘルスコーチングによってスタッフは、患者が自身の目標や願いに向けて取り組める

よう支援やエンパワーメントを行うために、更なる会話スキル、テクニックおよび考

え方を身につけることができる。 
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効果として、弾力性のあるコミュニティができる、サービス依存が減る、ヘルスとソーシャル

ケアの経済性にインパクトを及ぼすということがあり、本人にとっては尊厳や自信が向上したり

という力づけになる。 

メリットは何か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフの 

士気向上 

職員との関係改善 

人々や地域との

つながり増加 

孤立や孤独

の軽減 

自己効力感、レジリエン

ス、自尊心、自信 

エンパワーメント

と目標達成 

健康アウトカム

および経験の改

善 

より強靭な 

コミュニティ 

医療・社会的ケ

ア経済の予算へ

の効果 

サービスへの依

存低下 

希望の推進 

家族や友人との 

関係改善 
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ロッチデールにあるトレーニングプログラムでは、リビングウェルがこのストレングスベース

のアプローチのトレーニングを提供している。 

これに基づいてコーチングモデルを今作成しようとしている。これは、グレーター・マンチェ

スターのファンディングに応募して成功した。 

また、それから変革ファンドというものがあり、15 人のトレーナー、コーチを提供しており、

トレーナーをトレーニングするモデルというものがある。最初はコストがかかるが、トレーニン

グを広げていくことで効果が表れる。現在、このストレングスベースの会話に基づいた、e ラー

現在の取り組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレングス・ベースの会話（SBC）研修を 1 月 19 日に開始した。これは Big 

Life の 2 年間契約プログラムとして提供予定。 

SBC 研修に基づき、HMR 向けの E ラーニングプログラムを開発中。E ラーニ

ングのプラットフォームが整備されているあらゆる団体と共有できるよう、こ

れは Scorm に準拠させる予定。 

HMR の E ラーニングプログラムは、グレーターマンチェスターの先駆的取組

みとして選ばれた。 

上級幹部の認知向上セッション。セルフケア戦略研修および情報開発プログラ

ムへの支援を求めることが目的。 

HMR は、GM Collaborative Workforce（GM 連携マンパワー）の資金に応募

し、財源を獲得した。健康とウェルビーイングのコーチング研修を開発中であ

り、外部のコーチング／コンサル業者に委託した。Train the trainer（指導者

研修）モデル：HMR が自立し持続可能となるように。 

 

8 月 19 日：指導者研修モデルのコンサル期間と申請プロセス。成功者を支援

するよう、上級管理者の支援を要請－継続して研修を提供できるように（年

間で 20 名のスタッフを対象に 28 のプログラム） 
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ニングプラットフォームとして、いろいろな他組織と共有できる学習プログラムを作ろうとして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう 1 つのプログラムはデジタルテクノロジーを活用したセルフケア、セルフマネージメン

トであり、これも NHS イングランドと一緒に行っている。COPD の患者にアプリを提供するプ

ロジェクトの一員になっている。 

 

 現在、750 の COPD のアプリのファンディングを得て、プロジェクトとなっている。このア

プリにより、症状の悪化が止まったというようなリサーチ結果が出ている。 

 

 

 

自己管理に関するウェブベースのアプリ 

 

何：NHS イングランドの Innovation and Technology Tariff（ITT、イノベーションおよ

び技術に対する支払い）2019：NHS イングランドが技術的イノベーションに資金を提供。 

 My COPD アプリは、支払い要件を満たす唯一の自己管理ソフトウェア・ソリューシ

ョン 

 HMR では配布に向け、資金を得て 750 のライセンスを獲得 

 NHS イングランドおよび GM Health Innovation と連携して取り組んでいる 

 

なぜ：NHS イングランドの調査では、COPD の自己管理によって健康状態が改善し、入

院が減っていることが示唆されている。 

 

My COPD アプリ調査結果： 

 CAT（訳注：COPD アセスメントテスト）スコアが改善（統計的に有意） 

 吸入器使用技術の減少（95％）（統計的に有意） 

 悪化率の減少（統計的に有意） 

 ケアの同等性：アプリでの呼吸リハビリと対面リハビリとの比較 

 HAD（訳注：Hospital anxiety and depression（HAD 不安と抑うつ））スコアと SGRQ

（訳注：St. George’s Respiratory Questionnaire（セントジョージの呼吸器質問票））

の改善 
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今後の展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このセルフケア、セルフマネジメントのアプリを展開していきたいと考えている。 

 

（質問：どのようなスタッフがセルフケアのプロジェクトに関わっているのか。） 

 戦略を始めた時は様々なセクターのパートナー組織で大学などと一緒になり戦略を練るワー

クショップを行った。このワークショップの参加者は 50 人で、プライマリーケア、ヘルスケア、

ソーシャルケア、住宅、コミュニティ、ボランティアなどからの人たちであった。 

 

（質問：育てる対象は誰か。） 

 15 人のトレーナーをコーチングしている。 

 

 

  

これまでの歩み 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の展望 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトチー

ム：セルフケア IT 主

任、IG、GP 臨床主任、

開業医、CCG、

Medicine 

Optimisation 

サービスの範囲：GP 診療所

10 か所、Enhanced 

Respiratory Service（強化

された呼吸器サービス）、

Community Martons、 

禁煙 

My mhealth

による研修 

（5 月 21 日） 

キックオフ 

（6 月 1 日） 

測定と評

価：無制限

の提供とな

る可能性 

一連の自己管理アプリへと拡大

するため、Rochdale Integrated 

Digital Care Board（ロッチデ

ール統合デジタルケア委員会）

と協働 

Integrated Health 

Care Record（統合

医療記録）内での相

互運用性に向けた取

り組み 
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＜Kate> 

 

 

 

 

  
 

 

短期のリエイブルメント・サービスについて紹介する。 

自宅／病棟におけるわれわれのリエイブルメントアプローチ 

発表者：ケイト・ベッドフォード（ITS コーディネーター） 

 

Short Term Assessment and 

Reablement Service（STARS、短

期アセスメントとリエイブルメン

トサービス） 
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私はサービスマネジャーだが、サービスマネジャーをマネージングしている 4 つのチームが

ある。キャロラインさんはその 1 人であり、それに加え 3 人の紹介オフィサーがいて、実地に

（hands-on）サービスユーザーと一緒に取り組んでいる。また、パーソナルアシスタントが 68

人おり、それから小さな管理チームがいる。この短期アセスメント・リエイブルメントサービス

（short time assessment reablement service）の頭文字をとって STARS と呼ばれている。退

院した後に最大 6 週間自宅での応援、サポートをするサービスとなっている。その間に日常生

活のスキルを取り戻し、再び学ぶことをサポートしており、また継続的なケアニーズをわれわれ

で評価している。 
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 リエイブルメントとは何かというと、高齢者が維持をすることができるようにするための介

入のことである。機能的な能力の向上、維持、そしてコミュニティ、社会における貢献の維持を

できるようにする介入だ。本人中心のアプローチで個人に即した形でのサポートをする、全体的

（ホリスティックアプローチ）である。 

リエイブルメントとは何か？ 

リエイブルメントは、高齢者が自分の機能を維持・改善したり、

地域や社会へ貢献できるようにする介入です。 

パーソンセンタード 個別化 

多職種   統合ケア 

目標指向  包括的 

自立   高い費用対効果 

短期 

STARS とは何か？ 

STARS は、入院生活後にあなたの自宅での生活を支援したり、あ

るいは病気でケアや支援のニーズが変わった際に利用できる、短期

集中型のリエイブルメントサービスです。STARS はサービス利用

者の方々を最長で 6 週間まで支援し、その間に日常生活スキルを取

り戻したり学び直したりする支援を行ったり、継続的なケアニーズ

を評価したりします。 
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この STARS というサービスの目的は疾患、もしくはケガによって失われてしまった日常生活

のスキルを再び学ぶサポートしている。そしてサービスユーザーに対しては自立、自信を前のよ

うなレベルまで取り戻すということを積極的に奨励している。ここでサービスユーザーの日常生

活のすべての面において選択をするのはサービスユーザー本人だ。また、適切なトレーニング、

サポート、プロのケアを受けることができる。 

 

 

 

STARS サービスの目的 

 病気やケガで失われたかもしれない日常生活ス

キルを学び直すのを支援する 

 サービス利用者がこれまでの自立レベルを取り

戻し、自信を持ち直すよう、積極的に促す 

 日常生活のあらゆる面で、サービス利用者に選択

肢や主導権を提供する 

 適切な訓練を受け意識の高いスタッフによる、専

門的で思いやりのある支援を提供する 

提供される支援：タスク 

パーソナルケア  洗浄 

着替え   シャワー浴／入浴 
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われわれが提供しているサポートとしては、個人的なケア、洗身、服の着脱、入浴がある。サ

ービスユーザーのプライバシー、尊厳を尊重しながらサービスをサポートしている。 

 

 

 

他のサポートのタスクとしては、食事の準備、スナック、飲み物、食べ物、水分摂取のモニタ

リングをしている。すべてのタスクにおいてサービスユーザー本人ができるだけ参加するように

奨励する。 

 

 

 

 他にサポートするタスクとして、買い物に行って選ぶ、洗濯、薬の服用、医療のアポイント

の管理がある。 

提供される支援：タスク 

買い物   洗濯 

服薬   医療機関の予約 

提供される支援：タスク 

食事の準備  スナック 

   食事や水分の摂取状況モニタリング 
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また STARS には専門の OT がついており、実際にサービスユーザーが機器を使う利点がある

かどうかなどを見極めている。これはリエイブルメントを助け、また自立を最大限にするための

ものである。自立を助ける、サポートする機器には椅子の高さを上げるもの、便座を上げること

ができるもの、食べ物や飲み物を簡単に運べるようなキッチンローリーがある。 

 

 
 

 リエイブルメント・サービスのこれまでの統計がある。2017 年から 2018 年の期間にリエイ

ブルメント・サービスを使った人は 1373 人、サービスユーザーの平均的なサービス受理期間は

18 日、サービスユーザーがふたたびできるように（リエイブル）なった割合は 79%になってい

る。このリエイブルになったサービスユーザーとは、サービスが終わった時にもうサービスが必

要なくなった人の率、あるいは訪問や長期的なケアの必要度が少なくなった人の率だ。2018 年

から 2019 年は 1,405 人が利用しており、平均のサービス期間は 17.5 日、リエイブルになった

人のパーセンテージは 81.2%であった。今年 4 月 1 日から本日 8 月 23 日にいたるまでは 584

人が利用し、平均の受理期間が 15 日、リエイブルの率は 77%であった。 

統計とデータ 

時期 サービス利

用者数 

平均利用

期間 

リエイブルされた

利用者の割合 

2017-2018 1373 18 日 79％ 

2018-2019 1405 17.5 日 81.2％ 

2019－現在 584 15 日 77％ 

 

 

作業療法士と機器 

 STARS には専任の作業療法

士がおり、リエイブルメント

を助けたり自立を最大化させ

たりするために、機器が役立

ちそうなサービス利用者のア

セスメントを行うことができ

ます。 
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 この STARS のサービスは最近 10 周年を迎えた。サービスユーザーからいろいろな言葉をい

ただき、こちらがそのカードを壁に貼っている写真になっている。 

 

 
 

（質問：リハビリテーションとリエイブルメントの違いは何か。） 

 内容や効果は似ている。リハビリはセラピストが主導し病院で行われるが、リエイブルメント

は必ずしもセラピストの資格を持っている人が主導しているわけではなく自宅で行われる。 

 

（質問：病院からの対応と自宅で発見されたフレイルティの予防の割合はどれくらいか。） 

 病院からの紹介が 75%ほどになっている。 

 

（質問：リハビリでの平均の入院期間はどれくらいか。） 

 数日の場合もあるし、数週間の場合もある。 

 

（質問：リエイブルメントで自宅に行く頻度はどれくらいか。） 

 1 日最大 4 回まで、週 7 日間体制になっている。 

 

（質問：自信や意欲を失っていることによるフレイルのリエイブルではどのようなプログラムを

やっているのか。） 

 サービスを始める時にサービスユーザーと話してサポートプランを作成する。その際に本人が

何を達成したいのかということを明確にするので、個人個人によって違うパーソンセンターアプ

ローチとなる。 
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（質問：アセスメントをする際、状態によるプランやツールはあるのか。） 

 スコアシートがある。サービスユーザーがその項目にあるタスクのうちどれくらいできるかと

いう自己評価を行う。そしてサービスが始まる時と終わった時にスコアをつけてもらっている。 

 

（質問：長期間かけて成果が上がりそうだという人はいないのか。） 

 STARS で提供しているリエイブルメント・サービスは universal offer と呼ばれているものに

なっている。複雑なフレイルティによって、もっとリエイブルメントやリハビリが必要な人につ

いては STARS とは別のところからサービスを受けることになる。病気から回復している時の短

期的で効果的なサービスが STARS になる。 

 

（質問：OT は何人くらいいるのか。） 

 STARS には 1 人だけだ。ユーザーのところに行って自立を回復するためにどのような補助機

器が必要かということを見ている。 

 

（質問：リハビリとリエイブルメントで同じような結果が出ているとのことだが、セラピストで

はない人に特別な教育を行っているのか。） 

 能力を認める制度はある。資格を受けたセラピストによって訓練された資格のない人が低いレ

ベルの補助機器などの判断ができるように訓練している。これはオンザジョブトレーニングだ。 

 

（質問：ロッチデールにリエイブルメントと呼ばれるサービスは何種類あるのか。） 

 STARS しかない。 

 

（質問：病院に来る人たちは入院の患者と外来の患者両方か。） 

入院患者は、救急、GP、あるいは家族に連れられてくる人もいる。救急ユニットでも老年医

学医と救急の医師がフレイルティの問題を検知し、フレイルティ対応を運営するチームに紹介す

る。 

 

（質問：統計とデータの期間を見ると他の地方と比べると短いが、これは症状が軽い人が来るこ

とが多いということなのか、初めの計画よりもかなりうまくいくことで非常に短い期間で終わっ

ているのか。） 

 2 週間で自立するだろうという人と長期的なケアが必要な人は大体見極めがつく。長期的な人

たちは STARS からいなくなるので平均の日数が短くなる。 

 


