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中山間地域における医療機関による

輸送サービスの提供について

研究報告:

男2人後藤継一郎*善正士*・白井

博*

二*・杉浦滝沢洋

官
回

過疎化・高齢化が著しい中山間地域においては，医療機関を受診するための交通手段の

確保が重要な課題となっている。JA愛知厚生連足助病院では， 三河中山間地域で健康的

に暮らし続けるための仕組みづくりを目指す「いきいき生活支援事業」の一環として，平

成22年度に51き続き，平成23年度も輸送事業の事業化に向けた実証実験を行なった。その

結果， ドアツードア送迎に対する患者・家族のニーズが大きいことを再確認できたが， 事

業化するためには乗合率の向上や一定の利用者負担が必要であることも明らかとなった。

早川

②中山間地①輸送

JA愛知厚生連足助病院 (以下， 当院)は，

人口42万人の愛知県豊田市の東部に位置する

が，その診療圏は人口 2万人弱，高齢化率

37.5%の過疎化・高齢化が進んだ典型的な中山

間地I或である(図 1)。

また，医療・介護などの公共サービスや生活

必需品購入困難等により地域全体の活力低下を

招いている現状がある。

こうした背景の中，足助病院では「いきいき

生活支援事業」として，事前に会員登録した患

者・家族を対象に，平成23年10~12月の 3 か月

間(計60日間)，試験的に輸送サービスを提供

した。この社会実験においては，デマンドシス

テムを利用して予約センター機能を充実させ，

利用者満足の向上を図ることを目指した。
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1 .いきいき生活支援事業の概要

「いきいき生活支援事業」が目指しているの

は， 三河中山間地域で健康的に暮らし続けるた

めの仕組みづくりである。

具体的には「医療受診の機会を確保するため

の輸送サービスJ，I栄養バランスのとれた食生

活を目指した配食サービスJ，I中山間地域で自

立 した生活をするための身体機能を目指したロ

コモ予防」を三つの柱として事業を展開してい

る(図 2)。

本報告では，輸送サービスの実績と課題につ

いて報告する。

ll. 事業の概要と実績

* 干444-2351 愛知県豊田市岩神町仲田20

足助病院

2*JA愛知厚生連

(受付:2013年6月10日)
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三河中山間地域で健康的に安心して暮らし続けるために

※平成23年度は経済産業省委託研究事業として実施

図 2. いきいき生活支援事業の三つの柱

対象地減 愛知県豊田市の足助地区および旭地区

利 用 者 事前に会員登録した患者・家族

運行時間 土日祝日を除く 午前8時~午後2時

使用車輔 平成23年10・11月 ワンボックスカー 3台

平成23年12月 1台

タクシー 2台

実施方法 デマンド事前送により自宅と病院の聞を
ドアツードアで送迎 (乗合制)

利用料金 10・11月は無償

12月は有償/足助地1&500円、沼地区 750円

利用方法 病院内予約センターへ直接又は電話予約(専用電話)

図 3.輸送サービスの実施要領

2.輸送サービスの実施要領

対象地域は足助地区・旭地区で，事前に会員

登録した方が利用できる。

使用車車両は 3台で，デマンド輸送によりドア

ツードア送迎を行なった。これは，事前に希望

の日時を予約して頂くと，デマンドシステムに

て最適な送迎ルートを組み，当日，利用者宅の

玄関まで迎えに行き，途中何軒か寄りながら，

病院の玄関前で降ろす送迎方法である。

利用料金は平成23年12月のみ有料とし，足助

地区500円，旭地区750円で設定した(図 3)。

3.輸送利用会員の登録状況

輸送利用会員の登録状況をみると， 男性の会

員数は118名で女性の会員数335名より少ない

が，平均年齢は男性が82.5歳で女性の80.5歳を

上回っている(表 1)。

この地域の男性は85歳以上でも 50%以上が自

分で自家用車を運転しており， 本当に車が運転

表1.輸送利用会員登録状況 (平成23年12月)

男性118名

(足助地区75名)

(旭地区 43名)

平均年齢82.5歳

社会実験中、

いきいき生活支媛事業
愛知県厚生運足助病院

女性335名

(足助地区212名)

(旭地区 123名)

平均年齢80.5歳

写真1.輸送サービスの実施風景(1 ) 

写真 2.輸送サービスの実施風景 (2 ) 

できなくなる まではサービスを利用しないとい

うやや危険とも言える傾向が現れたものと考え

られる。

4.実際の中山間地域における輸送サービス

写真 1は，病院の玄関前で利用者が車に乗り

込んでいるところである。高齢者が多く ，利用

者に対しては懇切丁寧な対応が求められる。

写真 2のように，車載器を通じて運転手に目

的地に関する指示が伝わるが，中山間地域では



写真 3.輸送サービスの実施風景(3 ) 

通信が途切れやすいという課題もある。

また，写真 3のように狭い道も多く，道路状

況を考慮した車種の選択が必要となる。

5.輸送サービスの実績

3か月で延1，905名の利用があった。会員数

の増加に伴い11月は729名と最も多く，有料と

なった12月は615名の利用に止まったが，それ

でも減少率は16%と予想より少なく，中山間地

での輸送サービスのニーズを再認識させられる

結果であった。(図 4)

6.乗合率の推移

乗合率(1便当たりの乗車人数)については，

3か月平均で2.05人であった。最も利用者の多

かった11月が 1便当たり 2.20人，少なかった10

月が 1便当たり1.93人であった(表 2)。

7.輸送人員と走行距離の推移

図5は， 10月から12月までの日々の輸送人

数，および l人当たりの平均走行距離をプロッ

トした折れ線グラフである。利用者数が増加す

ると乗合率が向上して 1人当たりの走行距離が

かなり短縮されることがわかった。

8. サービス利用者の意見・感想

12月に輸送サービスを利用された方にアン

ケート調査を実施した。

輸送料金の設定については， 93%の人から
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利用件数 60日間で延1，905名、 1日平均31.8名乗車

12月は有償提供時にも関わらず、利用減少は16%と小橋で
あって輸送サービスの必要性を強く感じた。

図 4.輸送サービスの実績

表 2.乗合率の推移

乗車人員 (A) 運行便数(B) 乗合率(A厄)

10月 561 291 1. 93 

11月 729 331 2.20 

12月 615 306 2.01 

合計 1，905 928 2.05 
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図5.輸送人員と走行距離の推移

「丁度良い」以上の回答を頂いた。パスよりは

高いが，タクシーだと片道5，000円以上かかる

地域も多いことから，タクシーより大分安く自

宅まで来てくれる点が評価されたと考えられる

(図 6)。

また，今後のサービス利用継続の意向につい

ては， 95%の人から「利用する」以上の回答を

頂いた(図 7)。
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輸送料金設定について

17略

75覧

N=112 

-かなり安いと思う

安いと思う

T度良い

・高いと思う

非常に高い

図6. サービス利用者の意見 ・感想 (1 ) 

輸送を今後も利用しますか?

2首~

E 
、、¥

必ず利用する

32覧 利用する

-あまり利用したくない

63覧
司、司、

-無料であれば利用する司 、 』

良く分からない

N=112 

図 7. サービス利用者の意見 ・感想 (2 ) 

ill. 考 察

1 .平成23年度輸送サービスの成果と課題

平成23年度輸送サービスの成果と課題を要約

すると次のとおりである。

まず，成果として以下の点が挙げられる。

① 「バス停が遠いJ1バス停まで行けない」な

どにより公共交通機関を利用できない住民が

多く， ドアツードア送迎のニーズの強さを認

詰tできた。

②デマンドシステム導入により希望日時・最短

経路で送迎できたため高い満足度が得られ

た。

次に，課題として以下の点が挙げられる。

①いつでも，どこでも，全ての予約に対応した

ため，少人数での運行が多くなった(デマン

ドシステムの特徴)。

事業収支

く槍送サービス〉

[収入】

堕差益
【費 用】

車頼運行管理委託費用

デマンドシステム賃借料

12月

375.750 

2.982.000 

548.310 

ム3.154.560。

デマンド繍送では車舗
を時間貸切で利用する

ため、 18万円/1日必要
となり、収入の8倍以上

の支出超過となる。

輸送サービスの提供には大幅な運行方法等の変更

が必要となった。

図8.事業収支

②タクシーを午前 7時から午後 3時まで貸切で

使用していたため，車車両代が非常に高額で

あった。

③貸切で使用するほど利用者が確保できなかっ

たため，車輔の実稼働率は40%前後であっ

た。

つまり，利用者からは高い満足を得ることが

できたが，効率性の点では課題を残したと言え

る。

また， 事業の収支をみると，上記の課題から

も明らかなように，収入の 8倍以上の支出超過

となった(図 8)。

2.実施方法の見直し

平成23年度事業で明らかとなった課題を踏ま

え，平成24年度の輸送サービスについては，次

のような見直しを行なうこととした。

①毎日の運行でなく，地域ごとに一定人数が集

まった場合のみ運行する。そのため，利用者

の診察日の調整や場合によっては主治医の変

更も必要となる(デマンドシステムは不要と

なる。)。

②タクシー車車両は貸切でなく，運行が確定した

場合のみ依頼する。

③利用料金は，利用者ですべて負担する(賃走

料金を人数割で負担する。)。

この変更によるメリ ットは，補助金等の支援

が無くても継続可能になるという点である。一

方，来院便を利用された方が一緒に帰宅便を利

用するので，待ち時間が長く なったり，当日の



急な利用ができなくなるというデメリットもあ

る。

そのため，地域座談会や説明会を開催し，住

民の理解・協力を得ながら，平成25年 1月より

新たな方法による輸送サービスの運用を開始し

たところである。

3.医療機関が輸送事業を実施(支援)する意

義と効果

最後に，医療機関が輸送事業を実施(支援)

する意義と効果をまとめると，次のとおりであ

ると考える。

①中山間地では中心となる医療機関が最も多く

住民が集まる場所であり，利用者の集約等が

可能。

②外出目的の 1香は医療機関受診であり，足の

確保に対するニーズが高い。

③高齢者の外出機会確保による閉じこもり予防

として，身体的のみならず社会的にも健康的

な生活を維持することにつながると考えられ

る。
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④地域での医療機関の信頼度は高いので，住民

の協力が得やすい。

⑤行政や福祉機関と日常的に連携しているの

で，事業の実施体制が構築しやすい。

⑥中山間地域における受診機会の確保，つま

り，住所による受診機会(コストとアクセ

ス)の差を軽減する。

行政が実施する場合と比べて，法的な規制や

財政等の面で様々な制約があることも事実であ

るが，以上のように，医療機関が輸送事業を実

施(支援)する意義と効果は大きい。「この地

域に今後も住み続けたい」という地域住民の思

いに応えられるよう，厚生連をはじめとする地

域の中核病院は，住みやすい地域とするための

取り組みを住民や行政， JA，事業者，商工会，

開業医等の方々と一緒に考えながら進めていく

ことが重要である。
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Transportation Service by Medical Institution in Mountainous Areas 

Yoji TAKIZAWA *， Masashi SUGIURA*， Yoshio SHIRAF*， 

Keiichiro GOTO * and Tomihiro HA Y AKA W A * 

Mountainous areas facing such demographic problems as depopulation and aging， have yet 

to get over difficulties in securing a means of transportation for people to visit medical facilities. 

Asuke Hospital， located in a mountainous district of Mikawa， Aichi Prefecture， has worked on 

the project to improve living conditions for years with a view to laying the foundations for the 

inhabitants to continue to lead a healthy life. As part of the project， we started shuttle services 

on a trial basis in 2010 and 2011. As a result， we reaffirmed that there was a pressing need of 

door-to-door services on the part of patients and members of their families. It was also made 

clear that， if transportation services are to be an economically feasible project， there must be 

more users and that users would have to pay a certain amount of money as a fare on the user-

pays principle. 

* Asuke Hospital， Aichi， J，αpαn 

2* Aichi， Prefectural Federation of Agicultural Coopenαtives for Heαlthαnd Welfare 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

