
【目的】医療再生が課題となっている福井県高浜町
において、地域医療のために活動する住民有志団体
が住民啓発活動を行うことでもたらされる、地域住
民の医療満足度への影響を明らかにすることを目的
とする。

【方法】平成21年9月に「たかはま地域医療サポー
ターの会」を立ち上げ、啓発ビデオやパンフレッ
トなどによる多彩な啓発活動を、医師、行政、大学
が一体となって継続的に支援した。高浜町民より年
齢分布別無作為に1,000名を抽出し、活動が本格化
する前の平成22年6月と活動が軌道に乗った平成
24年2月の2回、会の啓発内容の周知度（以下「周
知度」）および医療満足度などの意識を10cm の
VAS にて問うアンケート調査を郵送で実施した。

【結果】アンケートの回収率は、1回目が32.0%、2
回 目 が34.0% で あ っ た。 周 知 度 は16.2% か ら
46.4% と有意に上昇し（p ＜0.001）、医療満足度も
5.35から5.77と上昇していた（p=0.043）。また、
周知度の高い群の医療満足度は低い群より有意に高
かった。

【結論】住民有志団体による地域住民への啓発活動
が、医療満足度を上昇させる可能性が示唆された。
住民の力が医療を改善することに言及した、地域に
共通して関連深く新しい知見である。

1．背景・目的
　福井県高浜町は北陸の最西端に位置し、人口
11,500人程度の、きれいな海岸や原子力発電所で有
名な町である。町内の医療機関は社会保険高浜病院

（115床）、内科開業医と当院のみである。平成20年、
町内の常勤医は一時的に5名まで減少、平成13年
と比して半減した。
そのような地域医療崩壊の現場に立ち、高浜町は平

成20年8月に地域医療再生のためのワーキンググ
ループを立ち上げ、「高浜の医療と福祉を支える人
づくり。～高浜の医療は、地域が育て、地域が守る。
～」をモットーに、地域医療再生アクションプラン
を提言、その実動部隊として、市町村単独では全国
で初となる医学部寄附講座「地域プライマリケア
講座」を福井大学に設立した。
保健分野での住民啓発の効果についての報告は多数
ある1）ものの、地域医療分野での報告は数・質と
もに限られている。今回、町としても地域プライマ
リケア講座としても力を入れていきたい「住民啓
発」について、住民に医療の現状を啓発することで、
住民の主体的な行動につながる意識が生まれるか

（住民啓発）を検討し、医療・行政・大学の連携が
地域医療再生のためにできることを提言する。

2．たかはま地域医療サポーターの会
高浜町では、前述した住民啓発の必要性から、平成
21年7月に第1回地域医療フォーラムを開催した

（図1）。その中で、住民の立場で地域の医療のため
に何ができるかを主体的に考え実行する住民を募集
したところ、15名の高浜町民が集結した。こうして、
平成21年9月9日、高浜地域医療サポーターの会が
誕生したのである。
我々はオブザーバーとして、会の発足から運営まで、
その活動内容設定や活動支援などを一貫して行って
いる。
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図1：第1回高浜町地域医療フォーラムの様子

たかはま地域医療サポーターの会は、地域医療問題
を医療者や行政のせいだけにせず、地域の主役であ
る住民が自分たちにできることを模索し、実行する
団体である。月1回の医療座談会で、メンバーが集
まって勉強会を開き、できることや行動案を議論し
ている。
会の活動の方針として、次の3“ない”を掲げてい
る。
1．無理しない
2．批判しない
3．消滅しない
メンバー全員が仕事や家庭を持ちながら、無理なく
活動を続け、住民から住民へのアプローチを継続し
ていくことを目指している。
また、会が住民へ発信する内容の方針として、『地
域医療を守り育てる五か条』（表1）を提言され、
以下に述べる様々な方法で住民から住民の啓発活動
を行っている。
高浜町地域医療フォーラム
第1回のフォーラムは前述の通り高浜町および当講
座にて企画運営したが、第2回からは地域医療サ
ポーターの会が企画や運営にも関わり開催した。
テーマの決定や講演者などの出演者、広報、当日の
司会などを担当した（図2）。

表1：地域医療を守り育てる五か条

図2：第3回高浜町地域医療フォーラムの様子
啓発ビデオ・パンフレット

「地域医療を守り育てる五か条」の「二．かかりつけを
持とう」に関するシナリオによるドラマ形式の啓発ビ
デオ。脚本、出演、監修全てサポーターで行う。地元の
ケーブルテレビ局のご厚意で製作協力いただいた。ビデ
オの後半では「地域医療を守り育てる五か条」を紹介。
このビデオおよび「地域医療を守り育てる五か条」
のパンフレットをもとに、地域医療フォーラムや地
区別サロン、PTA 総会、民政児童委員総会などで
サポーターらが直接訴えかけた（図3）。
救急蘇生講習会
救 急 蘇 生 講 習 会 と し て、Basic Life Support と
AED の使い方を、職業が救急救命士のサポーター
の主導のもと開催した。また、町内で同様の講習が
開かれる会場に出向き、講習会の前に啓発ビデオや
パンフレットによる啓発活動を行った。参加者には
会のロゴ入りのフェースシールド（人工呼吸時の感
染予防具）を配布した（図4）。

• まずは知るところからすべては始まります．「自
分はまちの医療にかかっていないから関係な
い」というあなた，あなたが20年後，車を運転
できなくなったら？あるいはあなたのご家族
は？関係ない人などいない，それが地域医療
です． 

一，かんしん（関心）を持とう． 

• どんなときにも大きな病院の専門医にかかるの
ではなく，まずは何でも相談できる「かかりつ
け」を探しましょう．かかりつけ医は大きな病院
と連携しています．医療機関に大きな負担と
なるコンビニ受診は控えましょう． 

二，かかりつけを持とう． 

• あなたが病気にならずに病院・診療所のお世
話にならなかったら，医師の業務は減り，余裕
が生まれます．日ごろの食事や運動習慣を見
直す，健康診断・がん検診を受けるなど，住
民ができる健康増進は多いです． 

三，からだづくりに取り組もう． 

• 志高く地域医療の現場に研修に来られる医
学生さん，研修医の先生の気持ちを折らない
よう，気持ちよく診察を受け，励ましの言葉を
かけましょう．彼らが指導医とともにレベルの高
い医療を提供していることも理解して下さい． 

四，がくせい（学生）教育に協力しよう． 

• 膨大な業務や患者の心ない言葉に，医療者
の心と体はボロボロです．崇め奉るのではな
く，人と人との関係として当然わき上がる感謝
の気持ちを忘れずに伝えてください．感謝の言
葉が，医療者を元気づけます． 

五，かんしゃ（感謝）の気持ちを伝えよう． 
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図3：啓発ビデオを用いた啓発の様子

図4：救急蘇生講習会の様子とフェースシールド

図5：救急受診チャート「かけはし」

救急受診チャート「かけはし」
急な病気やケガの時にどのような症状なら救急車を
呼ぶべき／時間外受診すべきかを、症状別にチャー
ト図で表したもの。サポーターの、住民の安心のた
めにという思いから発案された。全年齢対応のこの
手のチャートは全国的に珍しく、町内に全戸配布さ

れ、全国へ向けてホームページ2）上で公開されて
いる本チャートは、町民あるいは国民の安心の生活
に寄与できるものと考えられる。監修を当講座およ
び福井大学医学部附属病院救急・総合診療部で担当

（図5）。ホームページ上で実費相当での譲渡も受け
付けており、県外の市町村からの大口注文も受けて
いる。
住民－医療者　意見交換会
まずサポーターである自分たちが町の医療のことを
知ろうという思いから発案された企画。平成23年
度までで計3回開催され、サポーターと高浜病院職
員との意見が交わされた。サポーターへは、住民と
の架け橋になって欲しい、苦情や感謝などの患者の
思いを伝えて欲しいという意見が、病院職員へは、
感謝の意と、院内の情報をより開示して欲しいとい
う意見が寄せられた。
その他
全国の住民有志団体への視察活動や住民活動全国シ
ンポジウムへの参加、地域福祉講演会の開催などの
活動を行った。

3．住民啓発の効果
　A. 対象
　高浜町民より年齢分布別無作為に抽出した1,000名。
　B. 方法
活動が本格化する前の平成22年6月と活動が軌道
に乗った平成24年2月の2回、「たかはま地域医療
サポーターの会」の啓発内容の周知度（以下「周知
度」）および医療満足度などの意識をアンケート調
査郵送で実施した。前後の比較を t 検定にて行った。
周知度は、「知らない」「名前だけ知っている」「活
動内容まで知っている」の3段階で応えていただい
た。医療満足度、安心度、信頼度は、10cm の
VAS にて問うた。
　C. 結果
アンケートの回収率は、1回目が32.0%、2回目が
34.0% であった。周知度は16.2% から46.4% と有
意に上昇し（p ＜0.001）、医療満足度も5.35から
5.77と上昇していた（p=0.043）（図6、7）。
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図6：「たかはま地域医療サポーターの会」の周知度

図7：住民の意識
また、周知度の高い群の医療満足度は低い群より有
意に高かった（知らない群－名前だけ知っている群
で p=0.005、知らない群－活動内容も知っている群
で p ＜0.001）。

図8：周知度と満足度

　D. 考察
以上より、住民有志団体による住民啓発活動は、住
民の医療満足度を上昇させる可能性が示唆された。
住民の力が医療を改善することに言及した、地域に
共通して関連深く新しい知見である。

5．結論
　高浜町では、医療・行政・大学がお互いに必要な
ものを供給しながら連携し、住民を支えていくモデ
ルが確立しつつある。そのモデルをもとに、医学教
育と住民啓発を行うことで、地域の医師や医療に主
体的な住民といった次世代の医療の担い手を輩出で
き、地域医療システムの根本的な改革が見込まれる
と考えられた（図9）。その中で誕生した「たかは
ま地域医療サポーター」や意識の高い町民が、町民
と医療者との架け橋となり、相互に意識を高めあい
ながら地域医療を向上させている。また、このモデ
ルを実現するためには多くの理解者が必要である。
そのためにまず核となるそれぞれの立場の者がつな
がり（“かけはし”づくり =「和」の拡大）、核と
なった者が次第に同志を増やしていく（“なかま”
づくり =「輪」の拡大）方法が、この3年間の取り
組みの中で感じた成功の秘訣である（図10）。
地域医療再生のモデル事業となりうる福井県高浜町
の住民、行政、医療者の共働が、地域医療問題に奮
闘する全国各地に広がることを、心より願っている。
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Q1.満足度 Q2.安心度 Q3.信頼度 
高浜町１ 53.5 57.5 59.8
高浜町２ 57.7 59.9 61.6
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図9：高浜町における地域医療モデル

図10：“かけはし”づくりと“なかま”づくり
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