
第 27 回岡山もも脳ネット運用会議 議事録 
 
 
開催日時：平成 24 年 9 月 12 日（水）19：00～20：00 
開催場所：岡山赤十字病院 センター棟 4 階 研修室 
 
 
出席者：赤磐医師会病院（福島 Ns、道越 MSW） 
    岡村一心堂病院（山本 Ns、東野 PT、田村 MSW、吉田） 
    岡山医療センター（鳥越 Ns、山本 Ns、吉田 PT、高渕 MSW） 
    岡山協立病院（吉村 PT） 
    岡山旭東病院（山本 Ns、原田 Ns、高津 Ns、片岡 PT、片岡 MSW、白澤事務、細谷事務） 
    岡山光南病院（西崎 Dr、宮森 Dr、鈴木 Dr、松井 Ns、内山 Ns、知野見 PT、斉藤 MSW） 
    岡山済生会総合病院（伊丹 Ns、遠藤 PT、宮田 MSW） 
    岡山市立市民病院（桐山 Dr、平井 Ns、梅田 Ns、宮地 PT、菊井 PT、松尾 MSW） 
    岡山市立金川病院（大森 Dr、末澤 PT、森重 MSW） 
    岡山赤十字病院（岩永 Dr、片岡 Dr、徳永 Ns、井並 Ns、山田 Ns、錦織 Ns、豊嶋 Ns、 

石津 Ns、小幡 PT、内藤 MSW、石原 MSW、橘 MSW、中村 MSW） 
    岡山大学病院（出口 Dr、石橋 MSW） 
    岡山中央病院（福場 MSW、藤井 MSW） 
    岡山中央奉還町病院（林 Dr、宮島 OT、山本 MSW） 
    岡山東部脳神経外科岡山クリニック（安井事務） 
    岡山リハビリテーション病院（森田 Dr、荒尾 PT、森嶋 MSW） 
    岡山労災病院（片山 Dr、小倉 Ns、松下 MSW） 
    梶木病院（吉田 Ns、佐藤 PT、合田） 
    金川病院（大森 Dr、末澤 PT、森重 MSW） 
    川崎医科大学附属川崎病院（高月 Ns、小坂 Ns、難波 Ns、江﨑 PT、升間 MSW、水津 MSW） 
    草加病院（浅野 PT） 
    児島中央病院（古谷 Dr、田中 PT、藤原事務） 
    小林内科診療所（物部 OT、難波 MSW） 
    近藤病院（初岡 MSW） 
    済生会吉備病院（垣内 Ns、奥田 PT） 
    佐藤病院（工藤 Ns、掛田 PT、宇民 MSW） 
    重井医学研究所附属病院（平松 MSW、中井 MSW） 
    しげい病院（河原事務） 
    総合病院津山第一病院（万代 PT） 
    高梁中央病院（村上 Ns、川上 OT） 
    玉野市民病院（吉川 Ns、有信 PT） 
    たまメディカルリハビリテーションクリニック（槌田 Dr、佐伯事務） 
    藤田病院（高橋 MSW） 
    宮本整形外科病院（川上 PT、吉房 MSW） 
    竜操整形外科病院（井 PT、坪田 MSW） 
    渡辺病院（山本 MSW） 
   ＜在宅ワーキンググループ＞ 
    岡山県介護支援専門員協会（丸田 CM） 

岡山県歯科衛生士会（武田歯科衛生士） 



    岡山歯科医師会（相坂 Dr、熊代 Dr） 
    備前保健所（平田 PHN） 
     
 
 

                     計 38 施設 106 名（敬称略・五十音順） 
                          医療関係：34 施設 101 名 
                          在宅グループ：4 施設 5 名 
 
 
①運用状況報告 
（1）大腿骨頚部骨折パス（岡山赤十字病院：片岡 Dr） 
  6 月 1 日～8 月 31 日のデータを集計 
  【急性期】 

・平均在院日数 33 日（17～39 日） 
   ・パス利用率は、労災、済生会が多い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【回復期】 
   ・直近 3 ヵ月のデータということで症例が少ない 
   ・以前の 1 年間で比較すると徐々に平均在院日数は短縮している傾向にある 
   ・FIM での評価をしてみて欲しい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



役割 所属 役職 氏名
司会進行 岡山赤十字病院 脳卒中科 岩永　健先生
開会挨拶 岡山大学 脳神経内科教授 阿部康二先生

備前保健所 所長 小寺良成先生
講演　１ 「脳卒中の早期発見・再発予防」

座長 岡山市民病院 脳外科 桐山英樹先生
講師 岡山大学 脳神経内科 出口健太郎先生

講演　２ 「骨折・転倒予防について」
座長 岡山光南病院 整形外科 鈴木章夫先生
講師 岡山赤十字病院 リハ科 片岡昌樹先生

講演　３ 「もも脳ネットによる地域医療連携について」
座長 岡山リハビリテーション病院 リハ科 森田能子先生
講師 岡山市立金川病院 神経内科 大森信彦先生

休憩・体操 岡山労災病院 リハ科 中野リハ技士他

講演　４ 「在宅支援について」
創作劇－もも（腿）太郎さんの脳卒中闘病記－

司会 岡山県介護支援専門員協会 会長 堀部　徹先生
原作・演出 岡山光南病院 院長 西崎　進先生
脚本・出演 岡山労災病院・岡山光南病院・大橋医院・岡山県介護支援専門員協会スタッフ他

閉会挨拶 岡山労災病院 院長 清水信之先生

特設会場
ブース 氏名 所属 職種

在宅支援 丸田　康代氏 県介護支援専門員協会 介護支援専門員
（4名） 佐藤　裕子氏 南岡山ナーシングホーム 介護支援専門員

斉藤　香織氏 岡山光南病院 MSW
末永　邦子氏 岡山労災病院 MSW

高次脳機能障害 後藤　祐之氏 ひらた旭川荘 高次脳機能障害支援室長
（3名） 八木　敦夫氏 岡山県保健福祉部健康推進課 精神保健福祉班　主任

滝川　敬三氏 おかやま脳外傷友の会・モモ 会長

在宅歯科 角谷　真一先生 県歯科医師会 歯科医師
（4名） 山本　道代先生 県歯科医師会 歯科医師

班 氏名 所属 職種
第1班 足立　吉陽氏 岡山労災病院　 医師

看護師
岡崎　友子氏 岡山旭東病院 ＭＳＷ
清水　悟氏 岡山旭東病院 リハ療法士（ＰＴ）

松井　孝光氏 愛光苑　在宅介護シネセンター ＣＭ
第2版 医師

岡山リハビリテーション病院 看護師
岡山リハビリテーション病院 ＭＳＷ
岡山リハビリテーション病院 リハ療法士

佐藤　呼津恵氏 ハモニカ居宅介護支援センター ＣＭ

（2）脳卒中パス（岡山赤十字病院：岩永 Dr） 
  急性期 11 病院、回復期 17 病院の 6 月 1 日～8 月 31 日のデータを集計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・平均在院日数は昨年と比較して違いは無いが、パス利用患者は約 1 週間短縮している 
  ・自宅復帰率は 7～8 割で概ね前回同様 
②ワーキンググループの現状報告（岡山赤十字病院：岩永 Dr） 
 急性期側と回復期側とにアンケートを実施 
 その結果について検討（急性期 10 名程、回復期 7 施設 20 名程） 

9 月 24 日 19 時～岡山赤十字病院センター棟 4 階研修室にて開催予定 
 
③県民フォーラム進捗状況（岡山労災病院：片山 Dr） 
（1）テーマ：第 1 回と同様「脳卒中・骨折で寝たきりにならないために」 
（2）会場：岡山市民会館 
（3）日時：平成 25 年 2 月 2 日（土）13 時 30 分～16 時 00 分（受付：12 時 00 分～） 
（4）形式（詳細はスライド参照） 
   講演：3 つの講演（脳卒中・頚部骨折・地域連携）→リフレッシュ体操→創作劇 
      ＊創作劇のシナリオについては当日資料参照 

特設会場：在宅支援・高次脳機能障害・在宅歯科について 3 ヶ所設置 
講演開始に合わせて対応終了 

   よろず相談コーナー：2 班が講演後の質疑応答で時間が無かった方に対応する 
          もう 1 班は予備班として待機しておく 
          講演開始に合わせて対応開始 

 
 
 
 
 
 
 
                       よろず相談コーナー 

 
 
 
 
 



（5）チラシ 
   新聞広告へ折り込む予定 
   今後は今月中に後援依頼を郵送。年内に返事を貰った上で、年明けにはチラシ完 

成予定となっている。 
（6）案内 
   ・特設会場スタッフでの会議を 10 月 10 日（水）19 時～岡山労災病院・外来棟 
    3 階大会議室にて開催予定 
   ・よろず相談コーナーのスタッフでも 11 月に会議をしたい 
   ・創作劇は 10 月中に急性期・回復期・在宅それぞれのシナリオをまとめる予定 
 
④岡大サーバーを用いたパス運用について 
 ・現在、岡山赤十字病院と岡山光南病院とで運用中 
 ・症例は約 10 名 
 ・最初に PC の設定に問題があった以外は、特に問題なく運用できている 
 ・1 例 1 例の患者の動向が把握しやすい 
 ・希望病院が多ければ岡大へかけ合うことも可能か → 希望の確認方法は要検討 
 ・県（地域ネット）が進めようとしているものとは違う 
 ・将来的には県のサーバー（地域ネット）へ移行していく見込み 
⑤その他 
 ・医療マネジメント学会 
  9 月 29 日（土）9 時～ 岡山医療センター 西棟 8 階 大研修室 
  ＊参加費（1,500 円）のみで、どなたでも参加可能 
  ＊岡山医療センターのホームページより医療マネジメント学会のホームページへ 

アクセスすることで詳細確認可能 
 ・次回運用会議 

平成 24 年 12 月 19 日（水）19 時～ 岡山医療センター 西棟 8 階 大研修室 
 
 

 
（書記：橘） 


