資料２

2014 年度事業報告
日時場所

会議等

2014 年

主な内容
2014 年度能登脳卒中地域連携パス様式の改訂（Ver.7）

7月

調査結果より改定版の作成
○2014 年度能登脳卒中地域連携パス様式（Ver.7）

8月

の運用開始
○地域連携診療計画書の運用開始

8 月 22 日（金）
14：00～15：30
（恵寿総合病院
シーサイドホール）

○脳卒中遠隔画像伝送システム今後の運用について
脳卒中遠隔画像伝送シス

・システムに関して

テム打ち合わせ会

・モバイル保守費用について

（能登・加賀）

・管理について
①脳卒中新規入院患者数調査

9月

-能登地域の脳卒中発症率調査②「食形態マップ」に関するアンケート実施

9 月 24 日（水）
19:00～20:30
（恵寿総合病院

第 2 回データベース
活用推進委員会の開催

別館 2 階会議室）
10 月 18 日（土）

能登脳卒中地域連携協議

16：00～16：40

会役員会の開催

（石川県七尾美術館）

10 月 18 日（土）

能登脳卒中地域連携協議

16：40～18：00

会総会および講演会の開

（石川県七尾美術館）

催

③「脳卒中再発予防ノート」に関するアンケート実施
○協議事項
1）データバンク利用手順について
2）解析したいデータ項目について
3）その他
＜登録件数上位 5 医療機関参加＞
〇役員会
協議事項
（1）平成 25 年度事業報告
（2）平成 25 年度収支決算報告
（3）平成 26 年度事業計画（案）
（4）平成 26 年度予算（案）
（5）協議会維持のための会費制導入について
（6）遠隔画像伝送システムの加賀・能登地区統合に
ついて
報告事項
（1）脳卒中データバンク
①登録率（新規入院患者数調査より）
②平成 25 年度脳卒中地域連携パス統計
（2）平成 25 年度業績報告
（3）脳卒中地域連携パス改訂
①パス Ver.7 主な変更点
（4）データベース活用推進委員会
①能登脳卒中データバンク利用のフローチャー
ト（案）
②能登脳卒中データバンク利用申込書（案）
（5）脳卒中再発予防ノート
①脳卒中再発予防ノートに関するアンケート結果
（6）食形態マップ
①食形態マップに関するアンケート結果
〇総会
役員会報告
〇講演会
「熊本でのデータベースの活用及び統計学的方法」
演者：医療法人社団寿量会
熊本機能病院
神経内科筆頭部長 徳永誠先生
＜21 施設：72 名参加＞

日時場所

会議等

11 月 8 日（土）
13：00～15：00
（恵寿総合病院

主な内容
○協議事項

第 2 回栄養ワーキンググ

1）栄養情報用紙の低記入率への対策

ループ会議の開催

2）特に維持期（生活期）への対応

別館 2 階会議室）

3）項目の見直し（不要なもの、新たに追加したいもの）

12 月 4 日（木）

○協議事項
1）データバンク利用手順について
2）運用開始日について
3）その他

19:00～20:30
（恵寿総合病院

第 3 回データベース
活用推進委員会の開催

別館 2 階会議室）

＜登録件数上位 5 医療機関参加＞

2015 年
能登脳卒中データバンク利用開始

1月

2月

栄養情報用紙に関するアンケート調査の実施

3月

○2015 年度能登脳卒中地域連携パス様式の改訂（Ver.8）
についての要望調査の実施
○脳卒中統計ソフトの追加配布（3 病院）

3 月 28 日（土）

第 3 回栄養ワーキング

13：00～15：00

グループ会議の開催

○協議事項
1）栄養情報用紙の低記入率への対策（各施設での対応
報告）
2）アンケート結果報告
3）項目の見直し（不要なもの、新たに追加したいもの）
新しい用紙の作成にむけて

4 月 4 日（土）

第 10 回 日本海脳卒中医

16:00～18:30

療連携セミナー

○石川県における脳卒中地域連携パスの現況
能登エリア報告‥恵寿総合病院 脳神経外科
副院長 東 壮太郎先生

（恵寿総合病院
別館 2 階会議室）

（石川県地場産業

＜8 施設：20 名参加＞

センター）

4 月 25 日（土）

能登脳卒中地域連携協議

15：20～16：00

会役員会の開催

（石川県七尾美術館）

〇役員会
協議事項
（1）役員変更
報告事項
（1）脳卒中地域連携パス
（2）地域連携診療計画書
（3）業績報告（2013 年 7 月～2014 年 6 月）
（4）脳卒中再発予防ノート
（5）食形態マップ
（6）データベース活用推進委員会
（7）栄養情報 WG
（8）遠隔画像伝送システム（モバイル）統計

日時場所

会議等

4 月 25 日（土）

第 10 回能登脳卒中フォーラ

16：00～18：00

ム（総会＆講演会）

（石川県七尾美術館）

主な内容
〇総会
役員会報告
〇講演会
一般演題
「脳卒中患者の運転再開をめぐって」
演者：恵寿総合病院 副院長 川北 慎一郎先生
「尾道における地域医療連携体制（脳卒中医療連携
も含めて）」
演者：尾道市立市民病院
脳神経外科 副院長 土本 正浩先生
＜29 施設：102 名参加＞

5 月 16 日（土）

第 4 回栄養ワーキング

13：00～15：00

グループ会議の開催

（恵寿総合病院
別館 2 階会議室）

5 月 21 日（木）

第 4 回データベース

19:00～20:30

活用推進委員会の開催

（恵寿総合病院
別館 2 階会議室）

○協議事項
1）栄養情報用紙の低記入率への対策
（各施設での対応を再確認）
2）栄養情報用紙の改訂作業
（改訂ポイントの確認）
＜11 施設参加＞

○協議事項
1）脳パス改訂（Ver.8）に向けて
・脳パス改訂調査結果
・栄養 WG 情より（栄養情報用紙改定案）
2）脳卒中再発データについて
3）データバンク利用発表の義務化について
＜登録件数上位 5 医療機関参加＞

6月

6 月 30 日

能登地域における脳卒中再発状況調査の実施

能登脳卒中地域連携パス様式改訂（Ver.8）案内と
ホームページの更新

