
第 22 回 北九州脳卒中地域連携パス協議会 

議事録 

 

日時：2016 年 6 月 30 日（木） 19:00～19:15  

 

場所：産業医科大学ラマツィーニ大ホール 

 

司会：北九州脳卒中地域連携パス協議会 委員長 蜂須賀 研二 先生  

 

議事内容：  

 

北九州脳卒中地域連携パス事務局 幹事、高畠より以下の内容について報告した。 

 

1. 連携パス集計結果  

 2009 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 15 日までに急性期病院、連携病院のどちらかから医師会を経由し

て当事務局に送付された連携パスシートは合計 4,703 件であった。このうち急性期病院のみに送付され

ている連携パスシートが 3,657 件、連携病院のみに送付されている連携パスシートが 3,591 件であるこ

とから未送信の連携パスシートは、急性期病院 1,046 件、連携病院 1,112 件であると推測される。また、

外来診療を行う医療機関からのパス送付は前回と同数の 69 件と 13 件の増加であった。 

 連携パスシートを集計した発症時平均年齢は 74.1±12.0 歳であり、年代別では今回初めて 80 歳代が最

多となった。90 歳以上の発症は全体の 6.8%を占めていた。 

 

２．今後の脳卒中地域連携パスのあり方について 

（頚部骨折パスに準じる） 

 

３．その他、事務局連絡事項  

① 第 22 回北九州脳卒中地域連携パス協議会の開催予定  

 2016 年 9 月 3 日 （木） 19:00～ リーガロイヤルホテル小倉 

② これまで同様、パス使用時はコピーを下記北九州医師会へ FAX または郵送をして頂きたい。  

 〒802-0077 北九州市小倉北区馬借 1-7-1  

 北九州医師会内 北九州地域連携運営委員会  

 FAX 093-513-3816  



③ 今後の連携パス運用に活かすため、連携パスへのご意見やご要望をお聞きしており、また、今後の協

議会の議題等についてのご要望もあれば併せて下記までご連絡頂きたい。  

 〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1  

 北九州脳卒中地域連携パス協議会事務局（産業医科大学リハ医学講座） 

 担当職員：杉保 聖子、事務局幹事：高畠 英昭 

 Fax: 093-691-3529 E-mail: reha@mbox.med.uoeh-u.ac.jp  

 

文責 北九州脳卒中地域医療連携パス協議会 幹事 

高畠 英昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出席者（敬称略）（順不同） 

 委員長        ： 蜂須賀 研二  

副委員長、事務局代表 ： 佐伯 覚 

事務局        ： 高畠 英昭（幹事）、 杉保 聖子(事務) 

担当理事       ： 高嶋 雅樹 

委員： 

計画管理病院 

新小文字病院             医療相談室         牧瀬 葵 

北九州市立医療センター        脳神経外科         塚本 春寿 

九州労災病院             看護部           後藤 由美 

済生会八幡総合病院          脳神経外科         岡本 右滋 

北九州市立八幡病院          脳神経外科         越智 章 

製鉄記念八幡病院           リハビリテーション部     小柳 靖裕 

産業医科大学病院           ソーシャルワーカー     野田 雅美 

戸畑共立病院             リハビリテーション科    高崎 祐介 

正和中央病院             リハビリテーション科    浦上 泰成 

入院連携病院 

東和病院               作業療法士         河野 修 

北九州八幡東病院           理学療法士         恵村 美幸 

正和なみき病院            リハビリテーション科    浦上 泰成 

新生会病院              ソーシャルワーカー     岩丸 悦子 

遠賀中間医師会おかがき病院      理学療法士         三好 徹生 

香月中央病院             理学療法士         宮崎 達也 

大平メディカルケア病院        理学療法士         大橋 繫 

新王子病院              リハ科           牧野 健一郎 

町立芦屋中央病院           理学療法士         福田 明仁 

北九州湯川病院            理学療法士         安田 光進 

佐々木病院              医療相談室         飯野 香子 

協力病院・医院など 

あやめの里              理学療法士         志田 啓太郎 

伸寿苑                ソーシャルワーカー     若月 伸一 

欠席者： 

 副委員長       ： 荒川 修治  梅津 祐一 

オブザーバー     ： 佐野 耕作   竹枝 健一郎 

   健和会大手町病院           脳神経外科         末廣 栄一 

小倉記念病院             脳神経外科          松本 省二 

北九州市立医療センター        脳神経外科         金田 章子 

北九州総合病院             脳神経外科         前田 仁史 



   ＪＣＨＯ九州病院           理学療法士         林  秀俊 

   牧山中央病院             内科            本村 良次 

   福岡新水巻病院            脳神経外科         金 茂成 

   大手町リハビリテーション病院     看護師           鴨崎 治美 

小倉リハビリテーション病院      リハビリテーション科    大野 重雄 

安倍山公園病院             内科            田中 繁 

   芳野病院               理学療法士         原口 聡 

   東筑病院               リハビリテーション科    前川 信行 

戸畑けんわ病院            リハビリテーション科    二見 哲夫 

戸畑リハビリテーション病院      理学療法士         原田 直樹 

宗像水光会総合病院          ソーシャルワーカー     下濱 絵里香 

北九州市立門司病院          ソーシャルワーカー     前田 秀隆 

松井病院               内科            松井 豊 

北九州中央病院            脳神経外科         愛甲 康隆 

大原病院               介護支援専門員       稲冨 武史 

宮田病院               ソーシャルワーカー     赤星 宣子 

くらて病院              理学療法士          今永 真之 

西野病院               院長            西野 憲史 

浅木病院               医療連携室         重松 さやか 

慈恵曽根病院             看護師           林  孝子 

新中間病院              ソーシャルワーカー     和田 菊栄 

八幡慈恵病院             院長            真角 正 

神原クリニック            作業療法士         泊  政次 

北九州小倉病院            内科            金川 賢二 

新小倉病院              脳神経外科         吉開 俊一 

門司メディカルセンター        脳神経外科         齋藤 健 

三萩野病院               理学療法士          久原 雅代 

二島医院               院長            武  彰 

委員以外が出席した登録医療機関 

    製鉄記念八幡病院、産業医科大学病院、新小文字病院、北九州市立医療センター、新小倉病院、北九州総合

病院、九州労災病院、済生会八幡総合病院、北九州市立八幡病院、戸畑共立病院、正和中央病院、福岡新水

巻病院、健和会大手町病院、 

    大手町リハビリテーション病院、小倉リハビリテーション病院、北九州安部山公園病院、東和病院、芳野病

院、北九州八幡東病院、正和なみき病院、新生会病院、東筑病院、戸畑けんわ病院、遠賀中間医師会おかが

き病院、松井病院、北九州中央病院、大原病院、宮田病院、くらて病院、香月中央病院、新中間病院、神原

クリニック、浅木病院、町立芦屋中央病院、佐々木病院、北九州湯川病院、西野病院、大平メディカルケア

病院、新王子病院、八幡慈恵病院、門司メディカルセンター、 

あやめの里、伸寿苑 


