マスメディアによる脳卒中キャンペーンの効果
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抄録
脳卒中発症時の適切な早期受診のためには、一般市民が症状と対処を理解して
いる必要がある。過去の調査から、一般集団に対する啓発活動の手法として最も
強い影響力を持つものは新聞やテレビなどのマスメディア、およびマスメディア
とチラシなどの複合的取り組みであると考えられた[1]。そのため、脳卒中の予
防・症状・治療等を取り上げたマスメディアによる啓発活動を 1 年間通して行う
ことにより、一般市民の脳卒中に関する知識がどの程度向上するか検証すること
を目的とした介入研究を実施した[2]。
2009 年 4 月〜2010 年 3 月に実施されたNHK 岡山放送局による「脳卒中防止キャ
ンペーン」の前後それぞれで電話帳から無作為抽出を行い、介入地域（岡山市）
と対照地域（呉市）に居住する 40-74 歳の者 3,920 名（各時期、各地域 980 名）
に対して脳卒中発作時症状についての電話調査を実施した。脳卒中発作時症状は
正答 5 症状とダミー5 症状からなる 10 症状から正しいと思うものをすべて選択す
るよう求めた。また、介入地域の介入後評価では、
「脳卒中防止キャンペーン」の
視聴の有無を尋ねた。介入前調査での5 症状正答割合は、介入地域 53%(95%信頼区
間：50-56%)、対照地域46%(95%信頼区間：43-49%)であった。1 年間の介入後、介
入地域のみ 5 症状正答者が有意に増加した(介入地域：63%, 60-66%、対照地域：
51%, 48-54%)。男女別の検討では、介入地域の女性のみ介入後に 5 症状の正答者
割合が有意に増加した。マスメディアによる 1 年間の啓発活動は一般市民、特に
女性において、脳卒中発作時症状の認識に効果的であることが示された。
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「脳卒中搬送 2 時間以内は 32％」
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