
一般社団法人プラスケア 事業計画書 （2018/2/14） 

 

（サマリー） 

・川崎市中原区は人口が増加密集する一方で、コミュニティの希薄化による互助や医療ネッ

トワークとの結びつきが弱く、未来への潜在的な医療資源不足のリスクがある。 

・がんなどの重大な病気に罹患した際の患者や家族への精神的・社会的な面での支援は乏し

い。 

・地域におけるこれら現存および潜在リスクの解決のため、中原地域を中心に巡回型の「暮

らしの保健室」事業を継続し、活動場所の拡大に努める。 

・町中の情報を集め、つながりを処方することで健康度を高める「社会的処方研究所」を立

ち上げ、暮らしの保健室の質の向上を図る。 

 

（コンセプトおよびミッション、ビジョン） 

●コンセプト：つながり～「枠を超えてゆるくつながる」 

●ミッション： 

・「暮らしの保健室」の維持運営を中心として、「医療者と住民が気軽につながることがで

きる」チャネルを地域内に散りばめる。 

・利用者とスタッフおよび地域住民の人間的な関係を基盤に、QOL 向上につながる「最

良の解決策」を見出すために、看護師を中心とした専門性の高いケアをチームで提供する。 

・専門職としての判断に則り、一方的なケアを提供するのではなく、自立支援および意思

決定支援を行う。 

●ビジョン：10 年後の中原地域が「病気になっても安心して暮らせるまち」になることを

目指す。 

 

（創業までの経緯） 

川崎市中原区は 2016 年、川崎市で初めて 25 万人の人口を突破した。これは県内でいえ

ば平塚市などに匹敵する規模である。年齢層としては、中原区は川崎市内でも若い人口が多

く、平成 25年度の統計では中原区の平均年齢は 40.5歳である（川崎市 42.3歳、全国 44.9

歳）。しかし、老年人口の絶対数、そして単身独居世帯も確実に増加を続けているのも事実

である。しかも、人口が増え続けている背景には、中原区中心部のタワーマンションの林立

による新住民の増加が寄与しており、このエリアにおけるコミュニティの希薄化も問題と

なっている。このような状況において、向こう 10年間で地域医療上問題となるモデルケー

スは、「高齢独居であるが近所に身寄りがなく、子息は遠方在住、友人関係も希薄」という

例や「40代の夫婦で共働き、子どもがまだ成人していない状況で、親が病気になる」、いわ

ゆる「ダブルケア」の問題などであると考えられる。 



しかし、治療そのものは病院で受けられるにせよ、患者本人そして本人を支える役割を背

負わされる家族を「生活の面から支える」システムは現在の日本においては乏しいと言わざ

るを得ない。がんや認知症など、生命や生活に大きな影響を与える疾患に罹患した場合、本

人および家族が受ける精神的・社会的負担は非常に大きいにもかかわらずである。また、家

族にとっては医療機関から頻回に仕事を休んで患者への付き添いを求められる割には、医

師が話す内容は専門的で理解が難しく、診察室の中では質問することすらできずに不安を

募らせるという場合も多々ある。こういった、現在から将来にわたる地域医療上の不安を放

置しておくことは、増え続ける地域人口を考えると、将来的に現在の地域医療資源のみでは

支えきれない可能性が高く、医療者と住民とが手を取り合って、住み慣れた地域で安心して

暮らせるまちを創ろうという地域包括ケアシステムの活動に住民を巻き込んでいかなけれ

ばならないという危機感を抱いた。 

このような状況の中、我々は、川崎市中原区で地域マネジメントを行うNPO法人「小杉

駅周辺エリアマネジメント（以下、エリマネ）」の取り組みとして、エリマネ、企業、医療

者、住民が協力して、自分たちの健康・生活を自分たちで守るための＋Care Projectを 2014

年 6 月に立ち上げた。「からだや健康に無関心な層/関心はあるが行動に結びついていない

層」に、「自分事」として考えてもらうためのしかけ、まちの中で生活しているうちに知ら

ず知らず健康への意識が高まっていくようなしかけを散りばめていこうとするプロジェク

トである。2014～2015年にかけては、「予防」をテーマに、運動や食、からだや病気などに

関する健康啓発のためのイベントなどの企画を行って来たが、2016 年からは＋Care 

Project立ち上げの際のスローガンである「病気にならないまち／病気になっても安心して

暮らせるまち」のうち、後者への取り組みを中心に行っていこうと考えた。そこで、2015

年 10月に中原区武蔵小杉において「あなたにとって、病気になっても安心して暮らせるま

ちとは」をテーマに街頭アンケートを行ったところ、124名の方から回答を頂き、まとめる

と 

「信頼できる医療機関・医師がある」 

「住民同士がお互い支えあえる仕組みがある」 

「健康問題などに関して気軽に相談できる場所がある」 

という結果であった。 

我々はこの 3つを満たす解として「武蔵小杉に『暮らしの保健室』を作ろう」と考えた。

暮らしの保健室とは、新宿区の取り組みが有名であるが、学校の中の保健室のように、気軽

に行けて、そこに行けば全ての健康・福祉問題解決のきっかけが得られる（ワンストップサ

ービスの）場所である。具体的には、地域住民の健康に関する質問、生活にかかわるさまざ

まな相談、情報提供、医療コーディネーターとしての機能（病院と地域、医療と福祉の橋渡

し）などを行っている。これは、川崎市でも重点推進課題として提唱されている、住み慣れ

た地域で安心して最期まで暮らせるための「地域包括ケアシステム」を推進する一助になり

うる事業である。 



既存の「暮らしの保健室」の多くは、100％公的資金であったり、寄付、または運営する

医療法人の収益からの拠出金により運営されているケースが多いが、我々はこの「暮らしの

保健室」を中心として、収益をあげられるビジネスモデルを展開したいと考えた。それは、

「暮らしの保健室」は全国各地に多く必要なシステムであるが、公的資金や寄付のみに頼っ

た運営では、全国各地で広まっていくことは難しいため、我々の取り組みを全国各地へモデ

ル事業として展開していくことを考えている。この事業を行うことにより、川崎市のみなら

ず、社会全体の利益となることが期待される。 

この事業を行うにあたり、NPO法人エリマネの定款枠内では困難な点が多く認められた

ため、2017年 1月より＋Care Projectの部分を「一般社団法人プラスケア」として独立し、

2017年 4月に元住吉に「暮らしの保健室」を開設（毎週水曜日）。その後も武蔵新城、武蔵

小杉、新丸子へ活動の場を広げている。 

 

（2017年の総括） 

 2018年4月に暮らしの保健室を開設して以来、200名を超える方が相談や見学に訪れた。

相談内容は、がんなどの大きな病気を抱えての生活や仕事の不安から、軽微な症状が続いて

いるが病院に行った方がいいのかどうか？というプレホスピタルレベルの対応まで幅広く、

病気を抱える患者の家族としての苦悩なども多数持ち込まれた。多くの方は、暮らしの保健

室でスタッフと対話を重ねることで気持ちや考えが整理され、保健室に入ってきたときに

は重たい表情をしていたのが、次第に晴れやかな顔へと変化していくなど目に見える効果

があった。また、実際の感想としても「心が軽くなった」「看護師と話をして、そういう考

え方もあるのだと気づくことができた」などという前向きな言葉を頂くことができた。 

また、2018年 9月から開始した「暮らしの保健室ラボ」という地域勉強会では「生と死」

「がんとお金」「腸内細菌と健康の関係」など幅広いテーマを取り扱い、勉強会後のアンケ

ート結果からも参加者からは非常に好評であった。 

他の専門家との協力も幅を広げており、地域の薬局や栄養士、鍼灸師、臨床化粧療法士、

音楽家など様々な職種が暮らしの保健室に関わり、イベントでの講師や「お灸セルフケア教

室」「化粧外来」といった独自サービスも展開されるようになった。 

結果として会員として登録頂いた方も 40名を超え、また多数の方々から寄付金を頂けた

ことで、法人の収益安定化に寄与している。 

今後の課題としては、まず暮らしの保健室の質向上が挙げられる。暮らしの保健室に持ち

込まれる相談内容のうち、「家族が認知症で自宅から出られず、鬱々としている」「がんとい

う病気を抱えて、どうやって生活をしていけばいいのか困っている」など既存の医療福祉シ

ステムや処方では解決が難しい問題が散見され、それに対して私たちが持っている地域情

報の量が不足しているために、適切な解決策を示すことができない場合があった。 

次に、暮らしの保健室の開催場所の確保である。現在は、元住吉で毎週水曜日に定期開催

をしている他、武蔵小杉、武蔵新城、新丸子で不定期の開催を行っているが、その開催回数



を増やすことと同時に、定期開催可能な場所を確保する必要性がある。それは、ある程度ひ

とつの場所でいつも開いている、という状況をつくることが地域住民にとっては「困った時

にいつでも相談できる」という安心感を生む基となるためである。 

そして、地域へのリーチについての課題である。本来、私たちのサービスを必要としてい

る方々は潜在的に多数いると予測されるものの、情報がそういった方々に届かないことで、

結果的に十分なケアが受けられない例がまだまだ多数認められる。インターネットや SNS

を用いた情報拡散だけでは目的とする層には届きにくく、地域へのポスティングも行った

ものの効果ははかばかしくなかった。私たちのビジョンを達成するためには、ニーズのある

層へのより効果的なアプローチを検討する必要がある。 

 

（2018年の展望） 

2017 年の活動から得られた課題を解決し、活動をより発展をさせていくために 2018 年

は以下に重点をおいて活動を展開する。 

 

・社会的処方研究所の設立 

 

イギリスにおいては上記で課題として挙げた「既存の医療の枠組みでは解決が難しい問

題」を解決する仕組みがある。それが「社会的処方」。社会的処方とは、医師が薬を処方す

ることで患者さんの問題を解決するのではなく、「地域とのつながり」を処方することで問

題を解決するというもの。例えば、認知症が進み家に引きこもって抑うつになった方に、薬

であれば抗うつ薬を出してもいいが、その方の趣味が例えば囲碁だったとしたら、地域で活

動している囲碁サークルを紹介してつなげてみる、ということ。イギリスではこの社会的処

方を一元管理している「Single Point of Contact（SPOC）」という組織があり、対象となり

そうな患者がいた場合、医師が SPOC を紹介し、SPOC が「社会的処方」を紹介するとい

う流れがある。この仕組みを日本でも導入していくため、一般社団法人プラスケアでは「社

会的処方研究所」を立ち上げることを企画した。 

「社会的処方研究所」は、日本における SPOC となり、その提供の場として「暮らしの保

健室」とつなげていく役割を果たすことを目指すものである。 

 具体的な方法であるが、2018 年 4 月から川崎市中原区に Factory、Research、Store の

仕組みを立ち上げ、運用を開始する。以下にその詳細を載せる。 



・Research： 

研究員によるフィールドワークや、外部講師を招聘しての勉強会。研究員のスキルアップと、

研究活動から「ソーシャルキャピタルの箱（暮らしの保健室データベース）」へ入れる材料

を見つけ出すことを目的とする。 

・Factory： 

①1 回／月に市民で集まり、「ソーシャルキャピタルの箱」や参加者自身が持っている材料

を使って「お題（例えば認知症やがん、ダブルケアなど）」に対する処方箋をワークショッ

プ形式で作成する。 

②インターネット参加その 1：メールにてその月の「お題」へ情報を直接投稿できる。 

③インターネット参加その 2：twitterアカウントを持っている方限定。ハッシュタグ「#社

会的処方研究所」をつけて情報を投稿できる。 

・Store（ソーシャルキャピタルの箱／暮らしの保健室）： 

Researchおよび Factoryの活動で集められた材料および処方箋は、暮らしの保健室でデー

タベース（ソーシャルキャピタルの箱）に蓄積し、保管する。一方で、地域の医師から利用

の問い合わせや患者の紹介、または地域住民から直接の要望があった際にそれらの提供を

行う。 

 

・外部企業との業務提携 

 

私たちが持っている暮らしの保健室およびソーシャルキャピタルの箱、それに関連した

コンテンツの外部提供を推進する。それにより、私たちの活動場所を確保することと同時に、

その提携企業との連携により地域住民へより質の高いコンテンツの提供を可能とする。 

また、地域住民へのサービス提供を通じて、提携企業自体の価値を向上させることも目的

とする。 

 

・より幅広いフィールドワークとニーズの発掘 



 

社会的処方研究所 Researchの仕組みと合わせる形で、地域内により幅広くフィールドワ

ークを行い、私たちの活動を「人とのつながりを通して」広めていくことを推進する。それ

と同時に、地域の方々との対話を通じ、地域内のニーズを把握しサービスの開発につとめる。 

 

（代表者の略歴） 

西 智弘（にし ともひろ） 

1980年 4月 北海道釧路市 生 

1999年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業 

1999年 4月 北海道大学医学部医学科 入学 

2005年 3月 北海道大学医学部医学科 卒業 

2005年 4月 室蘭日鋼記念病院 入職（初期研修医） 

2007年 4月 室蘭日鋼記念病院 退職、川崎市立井田病院 入職（後期研修医） 

2009年 4月 川崎市立井田病院 退職、栃木県立がんセンター 入職（専修医） 

2012年 4月 栃木県立がんセンター 退職、川崎市立井田病院 入職（常勤医） 

2014 年 6 月 ＋Care Project チーフマネージャー就任（NPO 法人小杉駅周辺エリアマネ

ジメント） 

2017年 1月 一般社団法人プラスケア 代表理事就任予定 

・過去の事業経験：＋Care Projectチーフマネージャーとして 2年間の事業経営経験あり 

・取得資格：医師免許（医籍番号 450895 2005/4/15登録）、日本臨床腫瘍学会がん薬物療

法専門医（認定番号 1200085 2013/4/1登録） 

  



（取扱いサービス） 

 

【暮らしの保健室】 

（主たる目的）地域住民の健康に関する質問、生活にかかわるさまざまな相談、情報提供、

医療コーディネーターとしての機能（病院と地域、医療と福祉の橋渡し）、住民の癒しの場

の提供などを行うこと。 

（メインターゲット）がんを中心とした重大な病気を抱える患者および家族 

（方法） 

川崎市中原区を中心とした地域で場所を借り、そこで相談事業や各種イベントなどを行う。 

※暮らしの保健室となる場所を 1 か所に定めることは、川崎市においては家賃が高額とな

り維持費が問題となる上に、限られた近隣住民のみにしかサービスが提供できないという 2

重のデメリットが生じるため、地域内を定期的に巡回する方式での運用を行う。2018 年は

向河原・武蔵新城・新丸子を中心に活動を行う。 

（料金） 

無料 

※会費 5000 円／年：暮らしの保健室は会員ではなくても使用できるが、下記サービスを

受ける際に会員であると優遇が受けられる。 

 

【ナースサポートサービス（収益事業）】 

（主たる目的）仕事を休めず、病気の家族を十分に支えることが難しい勤労者世代の負担・

不安を軽減し、支えること。 

（メインターゲット）家族が、がんを中心とした重大な病気を抱える 30～50代の勤労者 

※サブターゲットとして患者本人および高齢配偶者など 

（方法） 

病院の診察室や病状説明の場などに看護師を派遣し、患者および家族の代理人として、病状

説明の聴取を行い、その内容を平易な内容に要約して、患者および家族へレポートとして提

出する。また、患者・家族への精神的サポートや、医療相談、意思決定支援などを行う。ま

た、家族が付き添える場合でも「医療知識をもった人にサポートしてほしい」という場面が

あれば対応する。 

（料金） 

会員：3500円／時間、非会員：4000円／時間 

※上記の他に、消費税、武蔵小杉から目的地までの交通費を加算。 

 

【よろず相談サービス（収益事業）】 

・暮らしの保健室内、またはその他の場で、医師または看護師の専門職に 1 対 1 で個別相

談が受けられるサービス。がんの臨床試験・治験の情報検索を医師が代行する「臨床試験検



索サービス」をオプションとして受けることもできる。 

（料金） 

会員：無料、非会員：1000円／30分  

臨床試験検索サービス：1回につき 2000円（会員・非会員とも） 

 

【勉強会：暮らしの保健室ラボ（収益事業）】 

・Grand Labo：数か月に 1度、2時間の時間をとっての勉強会。現在「生と老と病と死の

ワークショップ」と称して、死生学を一般向けにアレンジしたワークショップを開催。 

（料金） 

会員：1500円、非会員：2500円 

・Small Labo：毎月第 3水曜に病気や健康問題などに関する 1時間弱の勉強会を行ってい

る。講師は地元の薬局や健康関連企業などから招聘し、それらと住民のつながりを作ると同

時に、住民の健康意識の醸成を図る。 

 

【フィナンシャルプラン作成（収益事業）】 

・がんなどの重大な疾患への罹患、またはそういったことを含めた将来への経済的不安に対

し、現在の生活の資金計画の見直しの相談や、また今後に備えた保険の紹介などを行う。 

（料金） 

会員・非会員：無料 

 

【ドクターメール】 

・医師に、直接メールで悩みを相談できるサービス。暮らしの保健室に来ることが難しい方

や、文章でやりとりをしたいというニーズに応える。 

（料金） 

会員：無料 （10通/年まで）※会員限定サービス  



（セールスポイント） 

2017年 1月現在、川崎市中原区周辺には「暮らしの保健室」の機能をもった組織および

施設は存在せず、当法人のサービスが唯一である。全国における暮らしの保健室は、人口が

少ない地域においても年間 1000～2000 人単位で利用されており、川崎市のような人口過

密地域では、よりその需要は高いと考えられる。その地域において、当法人がサービス提供

の先鞭をつけることは大きな営業上の有利性がある。 

加えて、拠点を 1 か所に定めず、地域内を巡回する暮らしの保健室サービスは既存のサ

ービスはない新規性があり、幅広い地域への訴求性があると同時に、社会的な意義も大きい。

さらに、収益を上げ、独立採算を目指す暮らしの保健室の形態は全国でも類がなく、中でも

「看護アドボカシーサービス」は、これまで多くの方が高額で利用不可能であった自費看護

師を、目的を明確にしたうえでより気軽に利用できるようにしたことで、大きな革新性があ

ると考える。 

川崎市は、その重点政策に「地域包括ケアの推進」を掲げており、本事業の目指すところ

は、この方策を推進することに強く寄与する。 

 

（取引先・取引関係など） 

・NPO法人小杉駅周辺エリアマネジメント （後援および業務受託） 

・シンジョ―まちなカレッジ （後援） 

・こすぎの大学 （後援） 

・やまと在宅診療所 （業務受託） 

 

（スタッフ） 

・代表理事：西智弘 （川崎市立井田病院 腫瘍内科・緩和ケア 医師） 

・顧問：須藤シンジ （ピープルデザイン研究所 代表） 

・理事：芋川祐樹 （Life Care+ 保険販売業） 

・理事：濱田美智也 （Life Care+ 保険販売業） 

・監事：野田洋平（野田洋平行政書士事務所） 

・スタッフ：石井麗子 （看護師 コミュニティナース） 

・ボランティアスタッフ：武見綾子 （川崎市立井田病院 がん看護専門看護師） 

・ボランティアスタッフ：石山美行 （中原区民） 

・外部アドバイザー：田上佑輔 （やまと在宅診療所 医師）  

・外部アドバイザー：矢田明子 （株式会社 Community Care 取締役） 

※理事については当社団からの一切の報酬の受け取りは発生しない。 

 

 


