2016 年度事業報告（7 月～6 月）
日時場所

会議等

資料２

主な内容
○2016 年度能登脳卒中地域連携パス様式（Ver.9）

7月

調査結果より改定版の作成

○2016 年度能登脳卒中地域連携パス様式（Ver.9）
の運用開始

8月

8 月 31 日（水）

第 7 回データベース活用

○協議事項

19：00～20：30

推進員会

1）新委員紹介

（恵寿総合病院

2）初回脳梗塞、再発時脳出血 12 例の内容調査結果

本館 4 階 会議室）
）

3）総会（10/22）
・能登病院：再発率について
・輪島病院：脳梗塞から脳出血を再発した 12 例に
ついて
4）今後の活動予定

9月

○脳卒中新規入院患者数調査
-能登地域の脳卒中発症率調査-

10 月 8 日（土）

認知症治療を考える会ｉｎ七尾
―テーマは『食欲』―

14：30～16：15
（七尾サンライフプラザ）

10 月 22 日（土）

能登脳卒中地域連携協議

14：00～14：30

会役員会の開催

（七尾サンライフプラザ）

○役員会
協議事項
1）役員変更（案）
2）平成 27 年度事業報告
3）平成 27 年度収支決算報告
4）平成 28 年度事業計画（案）
5）平成 28 年度予算（案）
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 27 年度脳卒中地域連携パス統計
2）平成 27 年度業績報告
4）脳卒中地域連携パス改訂
①パス Ver.9 主な変更点

10 月 22 日（土）

能登脳卒中地域連携協議

14：35～16：30

会総会および講演会の開

（七尾サンライフプラザ） 催

○総会
役員会報告
○講演会
一般演題
・
「能登地域の脳卒中再発状況」
演者：横浜栄共病院 喜多 大輔先生
・「脳梗塞後脳出血再発 12 例」
演者：市立輪島病院 北 義人先生
特別講演
・「脳卒中リハビリテーションから人間回復」
演者：竹川病院 院長補佐 酒向 正春先生
＜22 施設：88 名参加＞

11 月 16 日（水）

第 2 回生活期連携推進委

○協議事項

19：00～20：30

員会の開催

1）新委員紹介

（恵寿総合病院

2）介護医療連携用紙について

本館 4 階 会議室）

・内容検討
・今後の予定
3）その他

11 月 19 日（土）
14：00～16：00

能登脳卒中地域連携協議
会後援

（フォーラム七尾）

市民公開講座
リハビリのちから
～こんなリハビリもあります～

2 月 27 日（月）

第 3 回生活期連携推進委

○協議事項

19：00～20：30

員会の開催

1）介護医療連携用紙について

（恵寿総合病院

・介護事業所連絡会でのアナウンスについて

本館 4 階 会議室）

・食形態マップコードについて
・追加修正
・正式名称について
・各事業所への普及方法
2）その他
・委員変更・新委員紹介

3 月 13 日（月）
14：00～16：00
（珠洲市総合病院）

ケアマネ部会に参加（生活期連携推進員会委員）
・介護医療連携用紙の広報

3 月 20 日（月）
10：00～12：00

「食力の会」
オープンセミナー協賛

食事場面の観察ポイント
食形態マップを使って
事例検討 等

（公立能登総合病院）

○生活期連携推進委員会より
各事業連絡会へ案内
（介護医療連携用紙統一について）

3月

4 月 15 日（土）
16：00～18：30
石川県地場産業振興セン
ター

○石川県における脳卒中地域連携パスの現況
第 12 回日本海脳卒中
医療連携セミナー

能登エリア報告 能登脳卒中地域連携協議会
会長 川北 慎一郎

大ホール

＜能登支部：9 施設：15 名参加＞

4 月 15 日（土）
15:00～15:30

2017 年度 事業計画について
能登支部 三役会

石川県地場産業振興
センター ロビー

4 月 15 日（土）
14:30～15:00
石川県地場産業振興

加賀・能登支部
打合せ

脳卒中画像伝送システムについて

センター ロビー
○能登脳卒中地域連携パス様式の
改訂についてのお願い

5月
5 月 27 日（土）
15：30～16：00
石川県七尾美術館
アートホール

協議事項
能登脳卒中地域連携協議

1）役員変更（案）

会役員会の開催

2）中間報告・事業計画（案）
報告事項
1）食形態マップ更新
2）データベース活用推進委員会
3）生活期連携推進委員会
4）能登脳卒中遠隔画像伝送システム
5）会費について

5 月 27 日（土）
16：00～18：00
石川県七尾美術館

第 12 回
能登脳卒中フォーラムの
開催

アートホール

6 月 14 日（水）

第8回

19:00～20：30

データベース活用推進委

恵寿総合病院

員会の開催

本館 4 階 会議室
6月

6月

総会
中間報告
一般演題
『新しい介護医療連携用紙についての紹介』
演者：浜野西病院 院長 時國 信弘先生
特別講演
『脳卒中後のうつとアパシー』
演者：日本医科大学千葉北総病院
メンタルヘルス科 部長 木村 真人先生
＜21 施設：80 名参加＞
協議事項
新委員紹介
平成 29 年度脳パス改定について
秋の総会発表内容について
今後の活動予定
介護・医療連携用紙 配布・運用開始

脳卒中パス Ver.10 改訂案内

