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カフェ型ヘルスコミュニケーションによる健康づくり・まちづくり
～みんくるカフェ浜田店の取り組み～

発 表 者 宮本 雄一 （島根県：浜田市国民健康保険診療所連合体）

共同研究者 阿部 顕治、北条 宣政、飯島 慶郎、佐藤 誠、孫 大輔

はじめに、平成１７年に１市３町１村が合併し

た浜田市において、市民と医療のより良い関係

の構築、市民自らによる健康づくりの促進、医

療保健福祉に対する市民のニーズの発掘と行政

施策への反映を目的とし、平成２４年９月よりカ

フェ型ヘルスコミュニケーション（みんくるカ

フェ）という方法を用いて、健康や医療そして

まちづくりについて市民と関係者が共に考える

取り組みを開始したので報告します。
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カフェ型ヘルスコミュニケーションとは、カ

ジュアルな空間で、少人数で行う対話を基軸と

した健康や医療に関するコミュニケーションで

す。参加者は医療の利用者および医療専門職で

す。
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みんくるカフェとは、平成２２年８月より東京

で孫が始めたカフェ型ヘルスコミュニケーショ

ン活動です。みんながくる場所からみんくるカ

フェと名づけられました。

患者医療者間の「情報と立場の非対称性」と

「圧倒的な対話不足」からくるすれ違い等を乗

り越える試みであり、双方が共に学び対話する

ことができる場を提供します。
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私は以前より診療所で次のことを感じていま

した。診療所で地域住民は言いたいことを言え

ているか？診療所で提供する医療は地域住民の

ニーズに合っているのか？などです。また、診

療所で妥当性のある医療情報を提供しようにも

時間が無く伝えきれない現状がありました。
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そこで診療所の枠を越えて、地域住民の本音

を聞くことで地域に対してよりよい医療を提供

できるのではないか？対話を窓口にまちづくり

や市行政へのヒントが得られないか？こちらが

伝えたい情報を地域住民が受け取りやすい環境

で提供できないか？を模索するようになりまし

た。その方法として、みんくるカフェ浜田店と

いうカフェ型ヘルスコミュニケーション活動を

始めました。
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みんくるカフェ浜田店は、平成２４年９月に第

１回目を旭町で開催しました。第２回からは「浜

田の地域医療を守る会」および行政の活動とし

て展開しています。概ね２ヶ月に１回のペース

で各自治区を巡回しながら開催しています。
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対話の流れはご覧の通りです。主にテーマに

沿って対話を深めることを中心にしています。
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開催場所は図の通りです。現在まで６回開催

しております。
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開催状況は表の通りです。参加者のうち医療

関係者は毎回１～３名参加しています。
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これは第４回のカフェの風景です。
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参加者からの実際の感想としては、気楽で自

由に思ったことを話せたこと、様々な世代・立

場の話が聞けて情報交換・交流できたこと等が

ありました。
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みんくるカフェの可能性として、医療職に普

段聞くことが出来ないことも聞くことができ

る、市民と医療者がお互いの立場や状況を理解

できる、医療との適切な関わり方を受け入れや

すい環境で市民に情報提供できる、市政への具

体的なニーズの把握ができる等があげられま

す。具体例として第６回では小学校跡地のドク

ターヘリポート利用のニーズがあったため今後

消防等関係部署へ提案・確認する予定です。
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一方で課題としては、参加人数が少人数のた

め啓発・普及に時間がかかることなどがあげら

れます。
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みんくるカフェ浜田店の展望としては、ファ

シリテーターとなるメンバーの増員や行政各部

署間の市民ニーズの共有などがあげられます。
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ここでの暮らしは『あんじゃないネ』

発 表 者 守下 聖 （静岡県：浜松市国民健康保険佐久間病院）

共同研究者 大國護 洋子、三枝 智宏
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まとめです。カフェ型ヘルスコミュニケーショ

ンという方法を用いて健康や医療そしてまちづ

くりについて市民と関係者が共に考える取り組

みを開始しました。みんくるカフェにより以下

の効果が期待できました。即ち、市民と医療者

のよりよい関係構築、市民自らによる健康づく

りの促進・健康維持、医療保健福祉に対する市

民のニーズの発掘、市民のニーズを行政施策へ

反映です。以上で発表を終わります。
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当院は静岡県西部の山間地、浜松市天竜区佐

久間町にあります。平成１６年の合併で浜松市と

なりました。旧佐久間町としての高齢化率は５０

％を越えています。合併前より地域連携の基盤

はありましたが、新たに当院の取り組みとして、

平成２２年度に高齢者と遠くに住む家族を支える

ためのホームページ『あんじゃないネ』を開設

し、高齢者と家族、また地域の皆さんがここで

心配なく暮らせるように連携の強化を図ろうと

考えました。今回は更に、国診協のモデル事業

で認知症の早期発見・早期支援について関わっ

た事例を通して、佐久間独自の地域ネットワー

クについて見直すことができましたので報告し

ます。
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