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説明会資料 県央保健所地域リハ協議会 

       脳卒中ノート普及部会  

平成25年12月作成                     

「いきいき脳～と（ノート）とは」 
（作成の経緯とこれからの活用」について 
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本日の内容 

1. 作成の経緯（平成18年度からの経過） 

2. 脳卒中維持期専門部会活動（平成23～24年度） 

3. 脳卒中ノートの作成  

 「いきいき脳～と」について1 
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平成18年からの経過 ① 

Ｈ18年度 地域リハビリテーション連絡協議会 専門部会 

     「脳卒中地域連携パス検討委員会」設置 

       

Ｈ18～20年度 専門部会と作業部会開催し、 

     「長崎県央版脳卒中地域連携パス」作成、導入    

 

Ｈ21年度 脳卒中地域連携パスカンファレンス開始 年3回 

      地域連携パスの運営体制整備検討 

      

 

 

事務局：県央保健所 

脳卒中における急性期～回復期病院間の 

  リハビリテーションの連携が図られていない 

Ｈ21年度末「長崎脳卒中地域連携推進会」が発会 
                         事務局：長崎医療センター              

 

運用の 

引継ぎ 
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平成18年からの経過 ② 

Ｈ21年度 地域リハビリテーション連絡協議会 

  維持期における多職種連携推進についての検討が必要 

  

Ｈ22年度  

      
      維持期の地域連携の現状及び連携パスのニーズについて 

        

  「脳卒中維持期専門部会」設置 

   維持期における医療･介護・福祉関係者にとって、地域連携パス 

   への認知度は、まだ低く、維持期連携パスの作成に至らず 

   →新規専門部会で多職種連携を目標に連携ツールの作成を目指す 

 

  

次は、脳卒中における回復期～維持期の地域リハビリ
テーションの連携についての取り組み 

維持期関係機関スタッフへヒアリングを
実施  8職種18名 
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④医療スタッフと維持期関係スタッフの視点が違う 

⑤医療機関と維持期関係機関の間にある壁 

維持期における多職種連携推進についての議論が必要 

脳卒中維持期専門部会（脳卒中ノート作成委員会） 
平成23年度～24年度 

＜維持期における課題＞ 

①他機関及び他職種でのやり取りが少ない 

②退院時に医療機関から提供される情報がわかりにくい 

③1枚の情報共有シートができないか 
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 多職種間で話し合う場がない 

 情報はほとんど一方向にのみ流れる 

  

①他機関及び他職種でのやり取りが少ない 

②退院時に医療機関から提供される情報がわかりにくい 

 専門用語ではなく、どの職種でも分かる情報が欲しい。  

③1枚の情報共有シートができないか 

 維持期に集まってくる情報が多すぎる。集約されたも
のがあるといい。 

 疾患、リハビリテーション、生活面を経過でみていけ
るものがいい。 

 1枚に各職種が書き込んでいけるもの  



7 

維持期医療機関 

回復期医療機関 

具体的な視点の違い 

損なわれた身体機能を取り戻すためのリハを行う 

 

救命のために手術や処置などの治療を行う 

日常の身体活動や生活機能の維持・向上 
のための治療を行う 

④医療スタッフと維持期関係スタッフの視点が違う 

■情報が病院内の環境における評価であって、在宅
という環境下の評価でないため、在宅での介護量の
参考にならない。 

■在宅生活に必要な情報が欲しい 

■今後の目指す姿が分からない。退院後の患者像を
イメージできる情報が欲しい。 

維持期スタッフ
が求めている事 

急性期医療機関 
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急性期・回復期病院 
維持期関係機関 

急性期～回復期病院の場合・・・ 

急性期・回復期病院～維持期関係機関の場合・・・ 

「脳卒中地域連携パス」作成により、  

    ★急性期～回復期病院間の連携ＵＰ 

⑤医療機関と維持期関係機関の間にある壁 

壁 
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地域リハビリテーション連絡協議会専門部会 

「脳卒中維持期専門部会」検討結果 

     急性期・回復期と維持期をつなぐ連携ツール 

     「脳卒中ノート」の作成 

 

 

   ＊患者自身が管理し、 

     

    ＊医療・介護関係者も 

      

     ＊情報を共有できるような手帳 

母子手帳
の 

イメージ 
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脳卒中ノートの作成 

『脳卒中ノート』には以下の内容を含む 

 

①発症してからの経過・状態がわかる 

 

②今後の生活のイメージ作りの助けとなる 

 

③健康管理・再発予防の意識付けとなる 

 

④脳卒中に関する情報 
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平成２４年度 脳卒中ノートの作成とパイロットスタディ 

＜病院スタッフからのヒアリング＞ 
 
 ●「再発予防指導、服薬管理指導が重要と思う」 
 ●「再発率が高い、服薬中断者が多い」 
   ⇒ 「脳卒中ノート」でどこまで伝えられるか 

再発 

服薬 

●「手帳などの制度について知りたい」と言う患者が多い」 
●医療情報や制度などについてのガイドがあるといい  

参考（脳卒中に関する情報）  

 脳卒中の年間再発率は約5%、つまり、1年間で20人に１人 
 の患者が脳卒中を再発する。10年間で約半数の患者が再発し 
 たデータもある（福岡県久山町の疫学研究のデータ） 
 
 脳梗塞の場合、20～30％程度が3年以内に再発 

     

 脳卒中患者の25％が、発症後3カ月以内に1種類以上の 
   予防的薬剤の服用を中止 
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＜脳卒中患者さんからのヒアリング＞ 

 血圧管理ノート、お薬手帳を使っている 

 ⇒「１冊になると便利」 

 

 病気のことは何も知らないので、説明があると助かる。 

 ⇒「主治医には聞きにくいので、病気の情報がほしい」 

 

 薬について分からないことがある 

 ⇒「３回再発。血圧の薬を飲んだり飲まなかったり。 

   今はしっかり飲んでいるが、薬の大事さが分からな   

   かった」 

  「薬との食べあわせについて知りたい」 

平成２４年度 脳卒中ノートの作成とパイロットスタディ 
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脳卒中維持期専門部会（平成23年度と24年度） 

＜成果＞ １）脳卒中ノートの試作完成 

２）パイロットスタディの実施 

脳卒中ノート普及部会（平成25年度と26年度） 

１）主に県央管内の回復期病院や関係者の方
へ説明・配布 

２）１年後に ①使用しているか ②再発し
ていないか ③再発予防に役立っているか 
を電話で確認し検証する 

＜計画等＞ 

１）脳卒中ノートの完成 （12月） 

「長崎脳卒中地域連
携推進会」 
事務局：長崎医療センター 

連携 
２）脳卒中連携クリティカルパスへ導入  
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＜ノートのポイント＞ 

①県央版脳卒中地域連携パスとの連動 

 （急性期⇔回復期⇔維持期の連携） 

②再発予防 

＜ノートの構成＞ 

①「いきいき脳～と（ノート）の使い方 

  （回復期病院説明） 

②脳卒中地域連携パス運用の流れ 

  （回復期病院説明） 

③ 「いきいき脳～と」ってなに？    

  （回復期病院説明） 

④「退院時情報」（回復期病院記入） 

⑤「私のいきいき生活宣言（努力目標）」 

  （本人記入） 

⑥「自分チェックリスト」 （本人記入） 

⑦「私の情報・支援機関窓口」  

  （本人記入） 

⑧「定期受診のチェック」  

  （かかりつけ医記入） 

⑨「連絡帳」 （本人・関係者記入） 

⑩「脳卒中の再発予防のために」 

⑪「再発予防のための生活ヒント」 

⑫「脳卒中Ｑ＆Ａ」 
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スライド
19 

スライド18 

 

Ａ４サイズ
を折って挟
み込む 

スライド２
８ 

スライド２
３ 

•同意書の説明 

•管理簿への記入 

•連携パスの使用有無 

•一部は保健所へ 
（推進会の時に回収） 

•原則、連携パスを使
用している方ですが、
基本情報を手書きで
入力しての利用も可。 

スライド 

２０・２１・２２ 
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18 
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お願い 

 

回復期病院を退院す
る日までに、記入し
ていただきたい。 
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お願い 

 

回復期病院を退院す
る目安が決まりまし
たら、記入していた
だくよう、声かけを
していただきたい。 
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お願い 

 

回復期病院を退院す
る目安が決まりまし
たら、記入していた
だくよう、声かけを
していただきたい。 
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お願い 

 

かかりつけ医を受診
された場合は、病院
職員の方に記入をし
ていただきたい。 
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27 
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「脳卒中維持期連携パスいきいき脳～と」への同意書 

 

退院日 平成  年   月   日 

 

県央保健所長 様 

                                        

                                   住所                                                  

                                   連絡先                       

                                   ふりがな                     

                                   患者氏名                      

                                   代理人氏名（続柄）  

                

    同意のお願い 

 長崎県県央地域では、脳卒中の患者様に安心して治療・リハビリテーションを受けていただけるよう
に地域をあげて取り組んでいます。 

 この度、脳卒中医療・介護の更なる向上を目指し、県央保健所では「脳卒中維持期連携パスいきい
き脳～と」を開始することになりました。 

 今後、より活用しやすいノートにする為にご協力をお願いします。 

 約１年後に、保健所から①使用しているか ②再発していないか ③再発予防に役立っているかに
ついて電話でお尋ねします。 

 私は上記の説明を受け、その内容をよく理解したうえで同意します。 

  
病院職員の方に記入をお願いします 

    

   説明者 

 所属：         病院 

 氏名：            

連絡先 

長崎県県央保健所 

地域保健課 保健福祉班 

住所：諫早市栄田町26-49 
電話：0957-26-3306 
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脳卒中ノート同意書配布管理簿 （            病院） 

名前 住所 患者配布日 
連携パス使用

の有無 
保健所提出日 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           


