
脳卒中地域連携普及推進強化事業
２０２０年度事業報告

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター



多職種連携強化のための研修会
日時：２０２１年１月２４日（日） ９：３０～１１：３０

会場：岡山国際交流センター国際会議場

テーマ：コロナ渦での地域連携

シンポジウム形式、会場からの質疑応答

コロナ禍ではあるが、対象者を医療・介護従事者に限り、
事前の体調確認、手指消毒・什器衛生など感染対策を
徹底し実施した。



多職種連携強化のための研修会
【シンポジスト】

◆介護老人保健施設 たちばな苑 支援相談員 冨山恵美様

『コロナ禍での介護老人保健施設の事業運営と地域連携』

◆訪問看護ステーションエール 管理者 平田晶奈様

『コロナ禍での地域連携』

◆佐藤医院デイケア 介護福祉士 圓山典洋様

『コロナ禍での地域連携～通所サービスでの対応～』

◆のぞみ介護支援センター 介護支援専門員 嶽﨑貴史様

『コロナ禍での地域連携～ケアマネジャーの立場から～』

◆岡山医療センター 感染管理認定看護師 原清美

『新型コロナウイルス感染症の感染対策』



アンケート結果
参加者総数：２３名（アンケート回答２２名）

【職種別回答人数】 人数
看護師 6 27.3%
ケアマネージャー 2 9.1%
介護職員 0 0.0%
准看護師 0 0.0%
MSW 10 45.5%
医師 1 4.5%
事務 2 9.1%
その他 1 4.5%
合計 22
（その他：保健師×1）
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【勤務先】 人数

病院 15 68.2%
診療所 1 4.5%
訪問看護ステーション 1 4.5%
居宅介護支援事業所 2 9.1%
介護系施設 2 9.1%
地域包括支援センター 0 0.0%
その他 1 4.5%
（その他：行政×1）
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【勤務先の所在地】 人数

岡山市北区 13 59.1%
岡山市中区 3 13.6%
岡山市東区 1 4.5%
岡山市南区 4 18.2%
玉野市 0 0.0%
備前市 0 0.0%
瀬戸内市 0 0.0%
赤磐市 0 0.0%
和気町 1 4.5%
吉備中央町 0 0.0%
倉敷市 0 0.0%
その他 0 0.0%
（その他：なし）
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【研修会を知ったきっかけ】（複数回答可）

チラシ 5 20.0%
所属する団体からの案内 16 64.0%
知人 0 0.0%
もも脳ネットのホームページ 2 8.0%
岡山MCのホームページ 0 0.0%
その他 2 8.0%
（その他：未記入×2）
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【講演時間】（9：30～11：30） 人数

長い 1 4.5%

やや長い 1 4.5%

ちょうど良い 19 86.4%

やや短い 1 4.5%

短い 0 0.0%



【講演の内容】 人数

大変良かった 6 27.3%

良かった 15 68.2%

普通 1 4.5%

悪かった 0 0.0%

大変悪かった 0 0.0%

【講演の内容】
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【今後の業務に役立ちそうですか】

大変そう思う 6 27.3%
そう思う 15 68.2%
普通 1 4.5%
あまりそう思わない 0 0.0%
そう思わない 0 0.0%
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【スタッフの対応】 人数

大変良かった 9 40.9%

良かった 10 45.5%

普通 3 13.6%

悪かった 0 0.0%

大変悪かった 0 0.0%
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【もも脳ネットのイベントへの参加回数は】

初めて 13 59.1%

2回目 1 4.5%

3回目 1 4.5%

それ以上 7 31.8%

【もも脳ネットのイベントへの参加回数は】
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ご意見・ご要望(1)
・コロナ禍における課題、コロナ禍以前からの課題、地域ですこしでも解決でき
るよう業務を行っていきたいと思いました。

・Zoomでの研修が主流の中、久しぶりに会場での研修を受けましたが、感染
対策に十分配慮いただき、研修内容も異なる分野（施設）での感染対策を知る
ことができ大変参考になりました。

・講演内容の資料を配布していただけると良かったと思います。

・地域のいろいろな意見が聞けてよかったです。

・各事業それぞれの対策についてよく理解できたが具体的な連携方法や実際
などは少なく残念に思った。訪問看護ステーションエール平田さんの発表はと
ても臨場感が伝わる内容だった。



ご意見・ご要望(2)
・大変有意義な研修でした。ありがとうございました。

・研修・連絡会議もコロナ禍の中でリモートの事がほとんどでありますが、この
様に予防対策を徹底した上で研修を行うのはいい事だと思います。

・他職種の対策や意見など聞く事ができでよかったです。十分な感染対策を
行って研修会を開催していただき、ありがとうございました。

・入院中のコロナ陽性患者（施設入所者）のPCR検査で、何回行っても陽性の
事例がありました。厚生省の隔離解除の指標では発症から20日間経過してい
れば陽性でも隔離解除可（人に感染する可能性がほとんどなくなる）とあります
が、施設の受入れが「陽性なので不可」と返答がありました。施設の方に、厚
生省のコロナ情報や指針など新しい情報を共有していただきたいです。



ご意見・ご要望(3)
・講演時間はちょうど良いと思うが、開催時間（9：30～11：30）は守ってほしい。

・コロナ禍の中、こういった研修が出来たことは大変意義のあることと思います。
コロナ禍だから連携を強く太くしそれぞれの役割を果たしていかないといけない
と感じました。研修の準備、開催と主催者様の皆様ありがとうございました。生
の声が聞けて大変刺激になりました。

・研修参加ができない中で、意見を聞く事ができ大変勉強になりました。今後の
業務にぜひとも生かしていきたいと思います。ありがとうございました。

・スタッフの皆様へ。コロナ禍のなかで研修会の準備大変だったと思います。あ
りがとうございました。お疲れさまでした。



今後の課題(1)
・岡山市以外からの参加がなかった（１名）ため、次回開催時には広報につい
て検討する必要があると考える。

・アンケートでは研修会を知ったきっかけは所属する団体からの案内による割
合が 64％と高かったため、もも脳ネット参加施設を超えて多くの関係施設（特
に介護 ・在宅系の施設）への周知が効果的と思われる。

・令和3年2月20日（土）に会場を岡山医療センターに移しての実施を計画して
いたが、会場が医療機関となることと非常事態宣言が延長されたことを受けて
開催を中止することとなった。このように今年度の事業については、コロナ禍に
よる影響を大きく受け、開催方法の検討、規模の縮小、決定した開催の中止と
当初の計画・予定を随時修正・変更することとなった。既に参加を決めていた
方や講演者として準備を進めていただいた方に予定変更など迷惑をかけるこ
とになった。そのため、1月実施した研修会の模様を電子媒体（DVD）に録画し
もも脳ネット参加の医療機関に配布することとした。



今後の課題(2)
・来年度以降、コロナワクチン接種の普及など感染数の減少が見込まれたとし
ても、新しい生活様式（三密回避、マスク着用、手指消毒）は継続されていくと
考えられる。そのため、計画段階でWEB開催（会場とWEBの併用を含めて）を
検討する必要があると考える。



ご協力ありがとうございました。

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
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