
演 題

020

福井県高浜町発！住民―行政―医療のかけはしを目指した住民有志
団体「たかはま地域医療サポーターの会」の活動

発 表 者 今井 宗雄 （福井県：たかはま地域医療サポーターの会）

共同研究者 寺本 富美江、横田 行雄、小幡 真宏、松本 万美、井階 友貴

えられる。
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�．結語
薬の飲み忘れは、高齢者に限らず各年代に見

られた。年齢だけでなく、就業の有無や生活の

実態に合わせた、具体的な説明が必要である。

外来看護師の役割は、内服薬の説明のみに留

まらず、内服状況を把握し、医師や薬剤師と連

携して薬の飲み忘れを防ぐことである。
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老年医学会学術集会記録＜教育講演＞

１．背景・目的

高浜町は福井県の最西端にあり，人口１万人

強の，きれいな海岸で有名な町である．町内の

病院・診療所は，社会保険高浜病院（急性期４０

床／療養型７５床），内科開業医と，高浜町国民健

康保険和田診療所（いずれも無床診療所）の３

つのみである．平成１３年には町内に１３名，うち

高浜病院に１１名の常勤医師が勤務し，心臓カテー

テル検査などの専門的な医療も提供されていた

が，全国的な医療崩壊の波は例外なく高浜町に

も訪れ，平成２０年には町内の常勤医は一時的に

５名まで減少した．残った医師や，首長，地域

医療推進室をはじめとする行政担当者らは，町

の医療を存続させようと，懸命に業務を進めて

いた．

そのような地域医療崩壊の現状にもかかわら

ず，町民は町の医療に無関心であった．交通手

段を持つ町民らは，直接隣町の病院にかかるよ

うになり，町の医療や医療者，行政担当者に見

向きもしなくなっていた．

町民の医療への関心の低さと，住民―行政―

医療のかかわりの少なさに危機感を覚えていた
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一部の住民たちは，平成２１年７月２１日に開催さ

れた第１回高浜町地域医療フォーラムでの呼び

かけに応じ，「住民として医療のためにできる

ことを考え実行すること」を目的に，同年９月

９日（救急の日）に「たかはま地域医療サポー

ターの会」（以下「サポーターの会」）を結成した．

今回の発表では，結成から４年を経過したサ

ポーターの会の活動およびその効果について報

告し，全国で様々な問題が噴出する中，我々の

ように住民が医療を自発的に考え行動すること

で，地域の医療問題を根本的に解決しうるとい

う信念のもと，住民活動を全国へ波及させる一

助となることを目的とする．

２．サポーターの会について

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だけのせいにせず，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．平成２５年１０月現在，

３５名で活動中である．平均年齢は５２歳で，男性

１１名・女性２４名，職種や経験は様々である．

会の活動のモットーとして，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

互いの立場を批判しても，何も生まれない．

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

し，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．

３．活動内容

医療なんでも座談会（定例会）

メンバーは月に１回集まれるものだけが集ま

り，プチ勉強会や活動報告，自由な意見交換な

どを行っている．この場で，住民にできること，

やるべきことを議論し，アクションプランを設

定し，実行にうつしている．

高浜町地域医療フォーラム

第２回からの高浜町地域医療フォーラムは，

サポーターの会が企画や運営にも関わり開催し

ている．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ている（図１）．

テーマは，救急医療，在宅医療，総合診療，災

害医療，小児医療など様々であり，毎回１５０～４００

名の参加者を得ている．
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表１：地域医療を守り育てる五か
�

条

図１：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」および「三，か
�

らだづくりに

取り組もう」に関するシナリオによるドラマ形

式の啓発ビデオそれぞれ１本ずつと，後述する

救急チャートの使い方を説明した人形劇仕立て

のビデオ１本の，計３本を，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．脚本，

出演，監修全てサポーターで行っている．ビデ

オの後半では「地域医療を守り育てる五か
�

条」

を紹介している．

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

ラムや地区別の老人サロン，PTA総会，民政児

童委員総会，子育てサークルなどで，サポーター

らが直接町民に訴えかけている（図２）．

この活動は非常に地道な活動であるが，今ま

でにいろいろな活動を行ってきた中で一番効果

的なのは，できるだけ近しい距離で訴えかける

この活動であると，サポーター自身が実感して

いる．

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イスシー

ルド（人工呼吸時の感染予防具）を配布した（図

３）．
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図２：啓発ビデオを用いた啓発の様子

図３：救急蘇生講習会の様子とフェイスシールド

図４：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（http : //www.acahun.com/）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ている．

監修を福井大学医学部地域プライマリケア講座

および同附属病院救急・総合診療部で担当いた

だいた（図４）．実費相当での譲渡もホームペー

ジ上で受け付けており，県外の市町村などから

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２４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．

図５：かけはし☆メールボックス

かけはし☆メール

住民と医療者をつなぐために設置した投函

箱．ただの批判や苦情ではなく，住民からでは

なかなか聞きにくいこと，医療で疑問に思った

ことなどを投函してもらい，サポーターが代弁

したり代わりに回答を聞きに行ったりしてい

る．町内のドラッグストアに設置している．

ホームページ・機関紙

「地域医療を守り育てる五か条」や．救急チ

ャートなどを掲載したホームページの公開や，

活動報告や健康コラム（町内の医師に持ち回り

で依頼）を掲載した機関紙の季刊を行っている．

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ている．
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４．住民啓発の効果

高浜町民より年齢分布別無作為に抽出した

１，０００名に対して，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，サポーターの会の啓発内容の周知度（以下

「周知度」）およびかかりつけの有無，医療満足

度などの意識をアンケート（郵送）にて調査さ

れている（福井大学医学部地域プライマリケア

講座）．前後の平均の比較を 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．

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），かかりつけを持つ

者も有意差はないもののわずかに上昇傾向で，

町内に持つ者がやや増加しており，医療満足度

も５３．５から５７．７と上昇していた(p＝０．０４３）（図

６～８）．

図６：「たかはま地域医療サポーターの会」の周知度

図７：かかりつけの有無・場所

図８：住民の意識

図９：周知度と満足度

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９）．

以上より，サポーターの会による住民啓発活

動は，町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

活動を振り返り，活動に興味を示さなかった

近所の住民が，活動について質問してくるなど，

高浜町民に少し変化が表れていると，サポーター

自身も感じている．ただし，これはまだまだ全

町民に広がったと言える状況ではなく，一部の

町民での変化に過ぎない．今後は，いかに関心
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地域医療における住民の役割と医療機関に与える効果
～医療機関の職員を巻き込んだ参加型の活動～

発 表 者 矢壁 敏宏 （島根県：がんばれ雲南病院市民の会）

のない町民にまで訴えを届かせるかという点が

課題となる．

また，サポーターこそ活動を通じて新鮮な気

付きを得ていると実感している．住民，行政，

医療者それぞれが，足し合わさるというよりも

かけ合わさるようなイメージで，成果がもたら

されてくるものである．

サポーターの会の活動はまだまだ駆け出しに

すぎず，課題も多く抱えているが，どの地域で

も地域の主役は「住民」であり，住民にできる

ことはたくさんあるということには自信を持っ

ている．あきらめずに継続・発展させていき，

町民～全国民誰しもが幸せな医療を受けられる

時代が来るまで，我々たかはま地域医療サポー

ターの会は活動し続ける．

島根県下において、私たちが住む雲南二次医

療圏域は、ご覧いただくように常勤医師数が県

内でも極めて少ない地域です。また同様に看護

師も不足しています。

この圏域の地域医療の拠点である雲南市立病

院２００３年に３３人であった常勤医師が本年７月現

在で１８人となっています。特に内科の減少は顕

著で１０人から２人になっている状況です。

２００８年、地元新聞の『厳しい経営・雲南病院

は大丈夫か』の報道を契機として２００９年に住民
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