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〈庶務の概要〉 

1 会員の状況(2020 年 3 月 31 日現在) 

正会員  460 

購読会員  143 

賛助会員   21 

名誉会員      2 

2 支部の状況 

下記 48 支部(都道府県支部 46、政令指定都市支部 2)が支部として活動していた。 

北海道支部  支部長：寶金清博  北海道大学院保健科学研究院 高次脳機能創発分野 特任教授 

青森県支部 支部長：大熊洋揮 弘前大学 大学院医学研究科 脳神経外科学講座 教授 

岩手県支部 支部長：板橋 亮 岩手医科大学医学部 内科学講座 脳神経内科・老年科分

野/脳卒中センター 

秋田県支部  支部長：鈴木明文  秋田県立病院機構 理事長 

山形県支部  支部長：嘉山孝正  山形大学医学部 先進医学講座 特任教授 

福島県支部 支部長：渡部洋一 福島赤十字病院 院長 

茨城県支部 支部長：松丸祐司  筑波大学医学医療系教授 脳卒中診療科科長 

栃木県支部 支部長：竹川英宏  獨協医科大学病院 脳卒中センター 教授 

群馬県支部 支部長：美原 盤 美原記念病院 院長 

埼玉県支部 支部長：棚橋紀夫  埼玉医科大学国際医療センター 神経内科 特任教授 

千葉県支部 支部長：小林士郎 日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科 特任教授、 

  成田リハビリテーション病院 院長  

東京都支部  支部長：星野晴彦  東京都済生会中央病院 副院長 

神奈川県支部 支部長：長谷川泰弘 聖マリアンナ医科大学 脳神経内科 教授 

横浜市支部  支部長：山本正博  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 

  神経内科 臨床研究部長代行 

新潟県支部 支部長：藤井幸彦 新潟大学脳研究所 脳神経外科学分野 教授 

富山県支部 支部長：黒田 敏  富山大学附属病院 脳神経外科 科長 教授 

石川県支部 支部長：山本信孝 金沢脳神経外科病院 副院長 

福井県支部 支部長：菊田健一郎 福井大学 学術研究院医学系部門医学科 

  脳脊髄神経外科分野   教授 

山梨県支部 支部長：木内博之 山梨大学医学部 脳神経外科学講座 教授 

長野県支部 支部長：本郷一博 伊那中央病院 院長 
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岐阜県支部 支部長：岩間 亨 岐阜大学医学部 脳神経外科 教授 

静岡県支部 支部長：原田 清 静岡県立総合病院 脳神経内科 主任医長、 

神経センター長、医療支援部 

愛知県支部 支部長：吉田 純 済衆館病院 顧問 

三重県支部 支部長：冨本秀和 三重大学大学院 神経内科 教授 

滋賀県支部 支部長：野崎和彦 滋賀医科大学 脳神経外科学 教授 

京都府支部  支部長：塚原徹也  国立病院機構京都医療センター 副院長 

大阪府支部  支部長：望月秀樹  大阪大学医学部 神経内科 教授、 

  大阪大学医学部附属病院 脳卒中センター長 

兵庫県支部 支部長：坂井信幸  神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 部長 

奈良県支部 支部長：川口正一郎  阪奈中央病院 院長 

和歌山県支部 支部長：中尾直之  和歌山県立医科大学 脳神経外科 教授 

鳥取県支部 支部長：黒﨑雅道 鳥取大学医学部 脳神経医科学講座 教授 

島根県支部  支部長：山口修平  島根県病院事業管理者 

岡山県支部  支部長：宇野昌明 川崎医科大学 脳神経外科 教授 

広島県支部  支部長：栗栖 薰  広島大学大学院 脳神経外科学 教授 

山口県支部  支部長：鈴木倫保  山口大学医学部 脳神経外科 教授 

徳島県支部  支部長：髙木康志  徳島大学医学部 脳神経外科 教授 

香川県支部  支部長：田宮 隆  香川大学医学部 脳神経外科 教授 

愛媛県支部 支部長：國枝武治  愛媛大学医学部 脳神経外科 教授 

高知県支部  支部長：上羽哲也  高知大学医学部 脳神経外科 教授 

福岡県支部  支部長：岡田 靖  国立病院機構九州医療センター 副院長 

北九州市支部 支部長：永田 泉  小倉記念病院 理事長・病院長 

佐賀県支部 支部長：増岡 淳  佐賀大学医学部 脳神経外科 准教授 

長崎県支部 支部長：辻野 彰 長崎大学病院 脳神経内科教授 

熊本県支部  支部長：橋本洋一郎  熊本市民病院 首席診療部長・神経内科部長・ 

  地域医療連携部長・リハビリテーション科部長 

大分県支部 支部長：湧川佳幸 永冨脳神経外科病院 院長 

宮崎県支部 支部長：竹島秀雄 宮崎大学医学部 脳神経外科 教授 

鹿児島県支部 支部長：松岡秀樹  国立病院機構鹿児島医療センター 

  脳・血管内科医長 脳卒中センター長 

沖縄県支部 支部長：大屋祐輔  琉球大学医学部医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 教授 

 

〈事業の状況〉 

第１ 本部事業 

１ 集会などの開催 
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(1) 総会 

2019年 6月 1日(土) 14時 10 分から 14時 30 分まで、梅田スカイビル スカイルーム 1(大阪府

大阪市北区大淀中 1-1-88)にて開催した。  

(2) 理事会 

2019年 5月 15日（水）午後 2時から 3時 30 分まで、新大阪丸ビル本館(大阪府大阪市東淀川

区東中島 1-18-5)にて、定時理事会を開催した。 

2020 年 2 月 19日(水)15 時 00 分から 16時 30 分まで、新大阪丸ビル本館（大阪府大阪市東淀川

区東中島 1-18-5）にて、定時理事会を開催した。 

(3) 支部長会議 

2019年 6 月 1 日(土)、梅田スカイビル スカイルーム 1(大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88)にて

開催した。全支部の代表に加えて、オブザーバーとして、公益財団法人宮城県対脳卒中協会に

も参加していただいた。 

(4) 脳卒中・循環器病対策基本法 都道府県対策担当者会議 2019 年 6 月 1 日(土)、梅田スカ

イビル スカイルーム 1(大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88)にて開催した。全支部の代表に加え

て、日本脳卒中学会都道府県脳卒中対策推進委員にも参加していただいた。 

(5) 経営会議 

2019 年 5 月 15 日、第１回経営会議を開催し、会員数増員方法、業務遂行のための工夫、収益

改善方法について検討した。 

 

２  脳卒中・循環器病対策基本法推進事業 

2018 年 12 月 10 日に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対

策に関する基本法案」が成立した。法律の施行に向けて、日本脳卒中学会との協議の場を設け、

準備作業を開始した。 

(1) 循環器病対策推進基本計画策定に向けての準備 

法律施行後に設置される循環器病対策推進協議会に要望を行うため、日本脳卒中学会との協議

の場を設け作業を開始した。なお本法律は 2019年 12 月 1日に施行された。 

(2) 都道府県循環器病対策推進計画策定に向けての準備 

各都道府県における都道府県循環器病対策推進協議会の設置及び都道府県循環器病対策推進計

画の立案に向けて、日本脳卒中学会と合同で、「脳卒中・循環器病対策基本法 都道府県対策担

当者会議」を 2019年 6月 1日(土)、梅田スカイビル スカイルーム 1(大阪市)にて開催した。 

2019 年 5 月 22 日に「脳卒中・循環器病対策基本法推進のための超党派議員連絡協議会」が、

12 月 10 日に「超党派 脳卒中・循環器病対策フォローアップ議員連盟（仮称）」設立準備会が

開催され、日本脳卒中協会関係者も出席した。2020 年 1 月 30 日には超党派「脳卒中・循環器

病対策フォローアップ議員連盟」が発足し、本議員連盟に対しても要望を開始した。 

脳卒中・循環器病対策基本法の成立に関する報告 Approval of Stroke and Cardiovascular 

Disease Control Act in Japan: Comprehensive nationwide approach for prevention, 



 

4 

treatment, and patients’ supportが、世界脳卒中機構（WSO）の機関誌（International Jounal 

of stroke）の Leading opinionに掲載され、podcast や SSO news & Blogでも取り上げられ

た。 

 

３ 情報提供事業 

(1) 会報 

第 57 号を 2019年 4 月に、第 58号を 8 月に、第 59号を 12 月に、第 60号を 2020 年 2 月に発

行した。 

(2) パンフレット･小冊子作成事業 

第 21回優秀賞受賞作の朗読を録音し、ウェブサイトから視聴できるようにした。 

(3) インターネットホームページの充実 

ホームページを内容の適時更新を行い、市民、患者・家族、保健・医療・福祉従事者向けの情

報発信を継続した。2019年 4月から 2020 年 3 月までのアクセス数は、のべ 374,473回だった。 

2020 年 2 月には、日本脳卒中学会の協力を得て、新型コロナウイルスについての情報提供を開

始した。 

(4) 脳卒中予防十か条カレンダーの作成 

脳卒中予防十か条を多くの方々に知っていただくために、脳卒中予防十か条を盛り込んだカレ

ンダーを作成し、会員に配布するとともに、一般企業にも販売した。 

(5) 支援型自販機による脳卒中啓発 

サントリービバレッジサービス株式会社の支援型自販機*を新たに福祉施設に 1 カ所(鹿児島

県)設置し、脳卒中啓発を行った。 

 *清涼飲料水等の自動販売機に日本脳卒中協会のロゴ、啓発メッセージを表示したもの 

(6)被災地における予防啓発 

• 台風 15号被災地でのちらしの配布 

日本脳卒中協会・日本脳卒中学会・日本循環器学会が合同でちらしを作成し、厚生労働省

の協力を得て、福井県災害医療コーディネーターである山村修先生（福井県支部）のご尽

力により、千葉県を通じて、被災者にちらし 2000枚を配布し、 ウェブサイトにも掲載し

た。  

• 台風 19号被災者へのウェブサイトからの予防情報の発信 

• その後、日本脳卒中学会の脳卒中医療向上・社会保険委員会内に災害対策プロジェクトチ

ームが発足し、今後、都道府県脳卒中対策推進委員と連携して取り組むことになった。 

〈災害対策 PT〉 

座長：橋本洋一郎、事務局長：山村 修、委員：小笠原邦昭（総務委員長）、古賀政利(国

立循環器病研究センター)、竹川英宏（日本脳卒中協会）、中島 誠 

 

４ 脳卒中週間事業 
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(1) 2019年度脳卒中週間標語の公募 

2018 年度中に公募し、応募作品 447作品から選考委員会にて「まさかより もしやで受診 脳

卒中」(川平陽子氏 作)が選ばれた。 

(2)ポスター作成 

2019年度脳卒中週間標語を盛り込んだポスターを作成し、医療機関、理髪店、薬局等に掲示し

ていただいた。また、データ化したポスターを市民講座等で活用していただいた。 

(3)市民向け講演会支援 

各支部で開催された市民・患者向け講演会を日本脳卒中協会のホームページで広報し、資料提

供などの支援を行った。 

(4)新聞広告 

2019年 5月 25日、読売新聞全国版に「脳卒中が疑われたら一刻も早く 119番」というメッセ

ージ、脳卒中の症状、脳卒中予防十か条を盛り込んだ広告を掲載した。また、朝日新聞広島版、

読売新聞島根版、岩手日報の協賛広告の監修を行った。 

(5)その他 

2019年 5月 25日、東京ドーム球場の球場外ステージで啓発活動を行なった。また 2019年 5月

24 日から 5月 30 日まで、京王線の中づり広告を掲載し、42駅で駅ばりポスターを掲示した。 

 

５ 世界脳卒中デー事業 

日本脳卒中協会が加盟している世界脳卒中機構(World Stroke Organization)は、世界的に脳

卒中への関心を高めるため、平成 20 年（2008 年）から毎年 10 月 29日を世界脳卒中デー(World 

Stroke Day)と定めた。2019年度は、プレスリリースをし、ホームページの掲載内容を更新し、

協会が監修した啓発広告(協賛広告)が 10 月 29日の神戸新聞、沖縄タイムス、琉球新報に掲載

された。 

 

６  心房細動週間事業 

心房細動週間のポスターを作製し、日本脳卒中協会会員および日本不整脈心電学会会員に配布

した。「心房細動週間」のインターネットホームページ、フェイスブックのコンテンツを更新し、

2020 年 3 月にプレスリリースを行った。また、3 月 9日の読売新聞全国版に掲載される協賛広

告の監修を行った。なお、本事業は一般社団法人日本不整脈心電学会との協同事業として実施

した。 

 

７ 都道府県との協同による啓発プロジェクト 

鹿児島県支部、鹿児島県健康増進課との協同事業として、鹿児島県脳卒中啓発プロジェクト実

施計画を作成し、鹿児島県医師会、鹿児島県薬剤師会、全国健康保険協会鹿児島支部に協力を

要請した。 

2020 年 2-3 月には、プロジェクトの効果を評価するための介入前調査として、重点介入地域と
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対照地域の住民を対象とする電話調査と保健医療従事者を対象とする記入式・インターネット

回答式の調査を実施し、重点介入地域の健診担当者および医療従事者向けの説明用動画を作成

した。 

尚、本事業の一環として実施する保健医療従事者による心房細動早期発見のための市民啓発プ

ロジェクト（Effects of healthcare professionals’ activities on the community education 

for the early detection of atrial fibrillation aiming at stroke prevention in Kagoshima 

Prefecture, Japan）について、ファイザー株式会社から助成（Quality Improvement Grant）

を受けられることになった。 

 

８ 体験記事業 

患者・家族の方々の励みとしていただくことを目的に、第 22回脳卒中体験記「脳卒中後の私の

人生」を募集した。2020 年 2 月 19日の最終選考会にて、32応募作品の中から優秀賞、佳作、

入選を選出した。 

 

９ 企業との協同事業（50音順） 

 (1) 大塚製薬株式会社 

ア 脳卒中地域医療連携事業(SCRUM) 

医療関係者へ学会共催セミナーや WEB サイト、講演会などを通じて、脳卒中再発予防と合併

症対策の推進のための情報提供を行った。 

 (2) グラクソ・スミスクライン株式会社 

ア 医療従事者対象「脳卒中週間＋脳卒中後遺症 手足のつっぱり（痙縮）」疾患啓発事業 

2019年 5月 25日〜31 日の脳卒中週間および 10 月 29日の世界脳卒中デーにおいて、医療従

事者(医師、薬剤師、療法士、看護師等)を対象に脳卒中週間の認知向上、ならびに、脳卒中

後遺症に対するボツリヌス療法に関する情報提供を行った。 

(3) 第一三共株式会社 

ア 心房細動に関する市民啓発事業 

日本脳卒中協会と日本不整脈心電学会が制作した「心房細動週間」のポスター、患者配布用

ちらしを全国の医療機関に提供することによって、心房細動の発見方法、心房細動が見つか

った場合の脳梗塞予防の重要性などに関して、一般市民への啓発活動を行なった。 

イ 心房細動患者のアドヒアランス向上事業 

心房細動の患者と家族を対象とした疾患・治療理解のための情報サイトとして「教えて!心房

細動.com」により心房細動および抗凝固療法に関する啓発を図った。 

また、日本脳卒中協会高知県、京都府および神奈川県支部と共催による医療従事者(医師、薬

剤師、看護師など)を対象とした抗凝固薬のアドヒアランス向上のための学術講演会を 2019

年 9月 12 日に高知県高知市、2019年 12 月 11 日に京都府京都市、2020 年 2 月 19日に神奈

川県川崎市にて開催した。 
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また、日本薬剤学会との共催セミナーを 2019年 5月 17日に開催した。 

(5) 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

ア 心房細動患者における脳卒中予防に関する患者教育事業 

心房細動と脳梗塞の関連ならびに脈をとることの重要性にフォーカスをあてたウェブサイ

ト（www.stop-afstroke.jp）、ポスター、パンフレットにて心房細動によって引き起こされる

脳卒中予防の普及、日本脳卒中協会が後援する"Think FAST" Campaignに協賛し、啓発活動

を行った。 

(6) バイエル薬品株式会社 

ア 心房細動患者における脳梗塞予防に関する、かかりつけ医教育事業（Care AF プロジェクト） 

2019年度は、Care AF講演会を全国 12ヶ所で開催し約 500 名の医療従事者が参加した。講

演会のテーマは、心房細動の早期発見や抗凝固療法、脳卒中に関する地域連携が中心であっ

たが、「脳卒中・循環器病対策基本法」に焦点を当てた講演会もあった。また、災害時におけ

る脳卒中予防、認知症リスクとしての心房細動、脳卒中・心房細動のリハビリテーションも

演題に取り上げられた。さらに医師だけではなく、脳卒中リハビリテーション看護認定看護

師や大学看護部の教員による講演もあった。Care AF講演会は、多職種が情報共有・意見交

換ができる会合となった。 

イ 心房細動による脳卒中を予防するプロジェクト（TASK-AF プロジェクト） 

TASK-AF プロジェクトは、心房細動による脳卒中の予防に関する提言を行い、脳卒中患者と

その家族、および社会全体の負担を軽減することを目的に 2014 年に立ち上げられ、これま

でパイロット研究や地域連携の取り組み、提言書や啓発資材の提供、コメディカルを対象と

したセミナー開催など、6年に亘って活動を行ってきた。 

2020 年 1 月には提言書第五版を発行した。その間、2018 年 4 月に特定健康診査（特定健診）

における心電図実施基準が改定され、2018 年 12 月に「脳卒中・循環器病対策基本法」が成

立し 2019年に施行された。 

今後は、本法に基づいて、医療従事者だけではなく、国全体として脳卒中に取り組む方向性

が示されることになる。その意味で、TASK-AF プロジェクトの目的は一定のレベルで達成で

きたのではないかと考えられ、本プロジェクトを 2020 年 3 月で終了することにした。 

 (7）ファイザー株式会社 

ア 脳卒中予防啓発イベント事業 

脳卒中の予防啓発を目的に、➀新聞での情報提供（山形県）、➁スポーツイベント、➂ねんり

んピック紀の国わかやま 2019 での予防啓発活動を行った。 

➀  山形新聞社に協力いただき、「世界脳卒中デー」に合わせて脳卒中予防啓発の記事体広

告を掲載した。 

記事タイトル：「正しい知識と対応で脳卒中を予防しよう」 

掲載日：2019年 10 月 29日（火）朝刊 

発行部数：約 19万部 
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出演：山形大学 医学部参与/日本脳卒中協会 山形支部長 嘉山孝正、吉村美栄子、山形県

知事 

➁  スポーツイベントでは、関西学生アメリカンフットボールリーグ戦（10 月 13 日）にて、

会場入口での啓発冊子配布、ハーフタイム中に「ストップ!NO 卒中」の横断幕を掲げて啓発

パレード（ピッチ一周行進）を実施した。 

➂  ねんりんピック紀の国わかやま 2019（11 月 9日～10 日）の会場では、日本不整脈心電

学会および日本循環器学会と共催し「脳卒中予防啓発/不規則脈波測定イベント」を実施し

た。ねんりんピックは、脳卒中発症リスク因子保有率が高い 60 歳以上の参加者が多いこと

から、検脈・片麻痺の体験や受診勧奨等の啓発活動を行った。 

イ 脳卒中予防に関するかかりつけ医教育事業 

脳卒中予防に関するかかりつけ医教育、かかりつけ医による市民啓発・患者教育を促進するた

めに、専門医を対象としたエリアエキスパート会議を 2019年 6月 1日に大阪で開催した。全国か

ら多数（約 130 名）の医師を招き、支部での取り組み、日本脳卒中学会や日本循環器学会の取り

組み状況の講演、教育講演、パネルディスカッションを行った。 

また、講演用スライド集（改訂版）を制作・配布し、かかりつけ医を対象とした講演会を全国

各地 40 支部（参加医師数：1,558人）で共催した。 

(8) 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

ア 市民公開講座(脳卒中セミナー) 

平成 22（2008）年度から市民向けに開催している「脳卒中市民公開講座」(脳卒中セミナー)

を下記の通り開催した。 

(ｱ) 社外向け啓発活動：今年度は 9回開催し、1,200 名が受講。 

(ｲ) 社外の組織向けの啓発活動 

・ ファイザー株式会社：同社の掲げる方針「patient first」を支援する活動を行った。 

(ｳ) 社内向け啓発活動  

・今年度は 9回開催し 330 名が受講。 

イ その他 

(ｱ) 脳卒中 Report  

三井住友海上あいおい生命の公式ホームページに脳卒中に関する独自のコンテンツを設け

脳卒中に関する情報提供を行っている。今年度は脳卒中の今と称して三重大学の冨本秀和先

生を取材し、「認知症予防には脳卒中対策が効く。血管性認知症の原因と症状とは」を新規掲

載した。https://www.senshiniryo.net/stroke_a/10/index.html 

(ｲ) 脳卒中予防カレンダー配布 

日本脳卒中協会の脳卒中予防カレンダーを、脳卒中セミナーに参加した市民に配布すること

で啓発活動に努めた。 

(ｳ) 脳卒中および循環器病の啓発ツール作成 

日本脳卒中協会、日本心臓財団及び三井住友海上あいおい生命にて「超図解 身近に潜む脳卒
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中・循環器病」を作成した。今回は９つの病名を記載し、協会副事務局長の山本晴子先生の

解説動画を QR コードから視聴出来るなど分かりやすい工夫した内容とした。チラシ及びポ

スター3,000 枚として全国の三井住友海上あいおい生命拠点、代理店等に掲示して予防啓発

を行なった。 

 

１０ 新規戦略事業 

  (1) 「脳卒中体験者スピーカーズバンク」整備事業  

脳卒中体験者および家族の体験談を通じて、脳卒中予防・発症時の知識を普及し、脳卒中患者

が抱える課題を共有することによって社会環境整備に貢献するために、協力者（「脳卒中体験者

スピーカー」）を掘り起こし、その了承のもとに、インタビューを行い、動画及びメイキング動

画を作成し、協会のウェブサイトに掲載した。 

(2) 脳卒中患者･家族調査事業 

「患者・家族委員会」で全国の患者・家族モニターによる患者・家族調査を行なった。協力を

呼びかけた脳卒中患者会 45 団体のうち、協力すると回答があった 8団体 1544人にアンケート

を郵送し、567人（回答率 36.7％）から回答を得た。本年 3 月に開催される STROKE 2020（横

浜）で結果を報告する予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策のために学会が延期に

なった。 

(3) 学習指導要領対策検討事業 

学校における脳卒中教育を実現するために、学習指導要領対策検討ワーキンググループにおい

て、関連教科（保健・体育、技術・家庭、理科）の教科書、学習指導要領およびその解説の分

析を 2018 年度から継続中である。 

なお「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基

本法案」が成立、施行されたため、学校における脳卒中教育を通じた啓発について中長期的目

標として循環器病対策推進協議会に要望した。 

(4)  抗血栓薬内服患者のための抗血栓薬カード作成事業  

抗血栓薬を内服している脳卒中患者が救急搬送された際などに、医療関係者に抗血栓薬を内服

していること正確に伝え、適切な対応、処置を受けやすくすることを目的に、名刺サイズの抗

血栓薬カードを作成した。今後、支部および協賛企業の協力のもと配布する予定である。 

 

 

第２ 支部事業 

1.相談事業  

一般市民を対象とした「脳卒中なんでも相談」を電話・FAX・E-mailを用いて支部において行い、

2019年 4月から 2020 年 3 月までに、合計 182件の相談を受けた。 

 

〈北海道支部〉 
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・実施方法：FAX 011-708-7737 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 3件 

〈青森県支部〉 

 実施していない 

〈岩手県支部〉 

 実施していない 

〈秋田県支部〉 

・実施方法：電話 070-6978-7465、FAX 018-834-2208 

・開催日時：電話 毎月第 3土曜日 10時〜16時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 10件、FAX 1件 

〈山形県支部〉 

・実施方法：FAX 023-628-5950 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈福島県支部〉 

 実施していない 

〈茨城県支部〉 

・実施方法：FAX 029-853-3214 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈栃木県支部〉 

・実施方法：電話・FAX 0282-86-2501 

・開催日時：電話 毎月第 1土曜日 10時〜16時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 10件、FAX 0件 

〈群馬県支部〉 

・実施方法：E-mail jsa-info@jsa-gunma.org 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：E-mail 1件 

〈埼玉県支部〉 

・実施方法：FAX 042-984-0664 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 10件 

〈千葉県支部〉 

・実施方法：FAX 0476-85-8581 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 
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・相談実績：0件 

〈東京都支部〉 

実施していない 

〈神奈川県支部〉 

・実施方法：FAX 044-975-2016 

・相談実績：電話 1件、FAX 11件 

〈横浜市支部〉 

 実施していない 

〈新潟県支部〉 

 実施していない 

〈富山県支部〉 

・実施方法：FAX 076−434−5034 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈石川県支部〉 

実施していない 

〈福井県支部〉 

・実施方法：FAX 0776-61-8270 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 1件 

〈山梨県支部〉 

・実施方法：電話 055-273-9036、FAX 055-274-2468 

・開催日時：電話 毎週火曜日 13時～17時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 6件 FAX 0件 

〈長野県支部〉 

実施していない 

〈岐阜県支部〉 

・実施方法：FAX  058-234-5503 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈静岡県支部〉 

 実施していない 

〈愛知県支部〉 

・実施方法：FAX 052−951−0664、E-mail 311-stroke@nnh.hosp.go.jp 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 1件、E-mail 29件 
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〈三重県支部〉 

・実施方法：FAX  059-231-5515 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈滋賀県支部〉 

・実施方法：電話  077-548-2257、FAX 077-548-2531 

・開催日時：電話 毎週火曜日 9 時〜11時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 8件、FAX 0件、E-mail 3件 

〈京都府支部〉 

 実施していない 

〈大阪府支部〉 

・実施方法：電話 06-6629-7378、FAX 06-6629-7377 

・開催日時：電話 毎月第 4土曜日 10時〜16時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 56件、FAX 4件 

〈兵庫県支部〉 

・実施方法：FAX 078-302-4640 

・相談実績：FAX 3件 

〈奈良県支部〉 

・実施方法：FAX 0745-33-0326 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈和歌山県支部〉 

・実施方法：電話 073-441-0822、FAX 073-447-1771 

・開催日時：月～金 午前 10から午後 4時まで 

・相談実績：電話 0件、FAX 0件 

〈鳥取県支部〉 

実施していない 

〈島根県支部〉 

・実施方法：FAX 0853-30-6402 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈岡山県支部〉 

・実施方法：FAX 086-462-3656 

・開催日時：毎月第 4土曜日 10時～16時 

・相談実績：FAX 0件 

〈広島県支部〉 
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・実施方法：FAX  082−505-0490 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 2件 

〈山口県支部〉 

・実施方法：電話  0836−37−6166 

・開催日時：毎月第 3土曜日 10時〜16時 

・相談実績：電話 5件 

〈徳島県支部〉 

 実施していない 

〈香川県支部〉 

・実施方法：FAX 087-891-2415 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 0件 

〈愛媛県支部〉 

・実施方法：FAX 089-960-5340 

・開催日時：毎月第 1土曜日 10時〜17時 

・相談実績：FAX 0件 

〈高知県支部〉 

 実施していない 

〈福岡県支部〉 

・実施方法：FAX 092-843-9770  

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 1件 

〈北九州市支部〉 

・実施方法：FAX 093-473-0627 

・開催日時：毎月第 2火・木曜日 13時〜16時 

・相談実績：FAX 2件 

〈佐賀県支部〉 

・実施方法：FAX 0952-33-1687 

・開催日時：24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：FAX 1件 

〈長崎県支部〉 

・実施方法：FAX 095-819-7265 

・開催日時：平日 9 時～16時 

・相談実績：FAX 0件 

〈熊本県支部〉 
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 実施していない 

〈大分県支部〉 

 実施していない 

〈宮崎県支部〉 

・実施方法：電話 0985-85-3128、FAX 0985-84-4571 

・開催日時：電話 平日 8時 30 分～17時、FAX 24時間 365日受付（回答後日） 

・相談実績：電話 13件、FAX 0件 

〈鹿児島県支部〉 

 実施していない 

〈沖縄県支部〉 

 実施していない 

 

2.啓発事業 

一般市民を対象とした市民公開講座等の市民啓発事業を 61回、医療従事者を対象とした講習会等

の医療従事者向け事業を 96回開催した。 

(講師等の敬称略) 

〈北海道支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ!NO卒中プロジェクト エリア会議 

開催日時：2019年 10 月 24 日（木）19 時～20時 45分 

会場：札幌グランドホテル（札幌市中央区北１条西４丁目） 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈青森県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト支部講演会 in弘前 2019  

 開催日：2019年 10 月 30 日 

会場：弘前市内 

 演題：津軽地域から垣間見る青森県の脳卒中治療の現状と課題 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の事業 

・市民講座「脳卒中市民公開講座 2019」に後援した 
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 主催：弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 

 開催日時：2019年 5月 26 日 14時〜16時 

 会場：弘前市民文化交流館ホール ヒロロ 4階 

 参加人数：110 名 

 テーマ：ためになる！「あたらない」ためのお話し 

 

〈岩手県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト 岩手エリアセミナー 

開催日：2019年 10 月 29日（火） 

会場：アートホテル盛岡 

参加人数：36人 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈秋田県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中エリア会議 

 開催日：2019年 9月 28 日 

会場：ホテルメトロポリタン秋田 

参加人数：40 名 

テーマ：脳卒中撲滅を目指して〜脳卒中診療研修のあり方〜 

・心房細動による脳卒中を予防するプロジェクト（TASK-AF） 

(3)研修医教育研修事業、(4)救急隊教育研修事業 

・第 31回秋田 ISLS コース（共催：脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会） 

開催日：2019年 9月 28 日 

会場：秋田県立循環器・脳脊髄センター（旧秋田県立脳血管研究センター） 

参加者：12 名 

・第 32回秋田 ISLS コース 

共催：脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会 

（COVID-19感染拡大予防のため開催中止） 

 

〈山形県支部〉 

(1)市民啓発事業 
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・ファイザー株式会社との協同事業「ストップ！NO卒中」の一環として、山形新聞朝刊（2019年

10 月 29日、世界脳卒中デー）に疾患啓発の広告記事を掲載 

(2)開業医教育研修事業、(3)研修医教育研修事業、(4)救急隊教育研修事業 

・第 42回山形県対脳卒中治療研究会（医師・研修医・看護師・救急隊向け）での啓発活動 

 開催日：2019年 6月 29日、会場：山形大学医学部（山形市） 

・第 43回山形県対脳卒中治療研究会（医師・研修医向け）での啓発活動 

 開催日：2019年 12 月 7日、会場：山形大学医学部（山形市） 

 

〈福島県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 11回福島県脳卒中市民公開講座」 

開催日：2019年 9月 28 日（土） 

会場：こむこむ館 1F わいわいホール 

 参加人数：約 140 名 

 プログラム： 

 基調講演 1「フレイル」－理解と予防－ 

枡記念病院リハビリテーション科係長 阿部誠  

 基調講演 2 脳卒中を予防するための食習慣－どんな食事を食べたらいいの？ 

福島学院大学 食物栄養学科 講師 佐藤美子  

 特別講演  これって、もしかして認知症？－認知症予防と早期発見－ 

     まつもと脳神経・内科クリニック 院長 松本正人 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト in福島 2019 

 開催日：2019年 11 月 6日 

会場：ウェディングエルティ 

プログラム： 

特別講演 1 福島県脳卒中登録調査から見えてきたこと 

福島県立医科大学脳神経外科学講座教授 佐久間潤  

特別講演 2 健康寿命にかかわる高齢者に多い心原性脳塞栓症予防のために 

東京都済生会中央病院 副院長 星野晴彦  

・福島県 Care AF 講演会 2019 

 開催日時：2019年 11 月 14 日 

会場：ホテルラフィーヌ 

プログラム： 

  Opening Remarks「脳卒中・循環器病対策基本法について」福島赤十字病院 院長 渡部洋一 

講演「脳卒中治療の現状と課題」南相馬市立総合病院 脳神経外科 部長 織田惠子  
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・SCRUM脳卒中協会学術講演会 

日時：2020 年 1 月 27日 

会場：ウェディングエルティ 

プログラム：特別講演 1「抗血栓薬服用患者における上部消化管出血の現状と対策」 

福島県立医科大学内視鏡診療部 部長 引地拓人 

特別講演 2「脳卒中・てんかん・認知症－その相関について－」 

福島県立医科大学 脳神経内科学講座 主任教授 金井数明 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈茨城県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民公開講座（共催） 

開催日：2019年 6月 26 日 

会場：十王総合健康福祉センター（日立市） 

参加：約 100人 

プログラム： 

講演１ 日立市健康づくり推進員活動報告 

講演２ 小松洋治「脳卒中～予防のコツとなったときのこころえ～」 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ!NO卒中プロジェクト エリア会議 in茨城 (ファイザー株式会社との協同事業) 

開催日：2019年 10 月 16 日 

会場：ホテルグランド東雲（つくば市） 

参加：約 50人 

プログラム： 

特別講演１ 早川幹人「急性期脳梗塞の診断と治療 Update」 

特別講演２ 中山博文「脳卒中・循環器病対策基本法で何が変わるのか？ 

                           何を変えることができるのか？」 

・第 48回茨城県南脳血管障害研究会 (共催) 

 開催日：2019年 7月 19日 

 会場：つくば国際会議場(つくば市) 

 参加：約 30人 

 プログラム：  

 一般演題 座長 総合病院土浦協同病院 脳神経外科 部長 山本信二 

 Ⅰ.「奇異性脳塞栓症の発症を契機に診断に至った慢性血栓塞栓性肺高血圧症について」 

 総合病院土浦協同病院 神経内科 部長 町田明 
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 Ⅱ.「ボグリボース内服で改善した食事性低血圧による TIAについて」 

 筑波大学附属病院 脳卒中科 奥根 祥 

 特別講演 座長 筑波大学医学医療系 神経内科 教授 玉岡晃 

 「脳卒中後てんかんにおけるラコサミドへの期待」 

 近畿大学医学部 脳神経外科 主任教授 加藤天美 

・茨城の脳卒中治療を考える会 (共催) 

 開催日：2020 年 2 月 14 日（金） 

 会場：オークラフロンティアホテルつくば(つくば市) 

 参加：約 40人 

 プログラム：教育講演 座長：筑波記念病院脳神経外科部長中村和弘 

 『脳血管障害と抗凝固療法最近の話題』 

 筑波大学医学医療系脳卒中予防・治療学講座 講師早川幹人 

 特別講演 座長：筑波大学医学医療系 教授松丸祐司 

 『地方中核病院における脳梗塞のトータルマネジメント』 

 岩手県立中央病院脳神経外科長木村尚人 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・第９回つくば・常総 ISLS コース (共催) 

開催日時：12 月 1日午後 

会場：筑波大学附属病院 

(5)その他の活動 なし 

 

〈栃木県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 6回 脳卒中市民公開講座 NO卒中！〜脳卒中の予防と治療の最前線〜」 

開催日：2019年 9月 28 日 

会場：済生会宇都宮病院 南館 2F 講堂 みやのわホール 

参加人数：約 80 名 

テーマ：脳卒中の予防と治療の最前線 

・市民講座「令和元（2019）年度栃木県脳卒中啓発プロジェクト研修会」 

開催日：2019年 11 月 27日 

会場：栃木県庁 研修館 4階講堂 

参加人数：約 30 名 

共催：栃木県健康増進課 

テーマ：見逃さないで！脳卒中の初期症状 

 (2)開業医教育研修事業 
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・ストップ！NO卒中エリア会議 in栃木 

開催日：2019年 10 月 1日 

会場：宇都宮グランドホテル 

プログラム： 

講演 1「脳卒中予防・治療の現状と課題 -抗凝固療法をふまえて- 

田中亮太（自治医科大学附属病院脳卒中センター/内科学講座神経内科学部門教授） 

講演 2「脳卒中・循環器病対策基本法について」 

竹川英宏（獨協医科大学病院脳卒中センター教授・センター長、副支部長・支部長代理） 

ディスカッション「栃木県における脳卒中・循環器病対策基本法は何をもたらすのか」 

座長：藤本茂（自治医科大学内科学講座神経内科学部門主任教授、副支部長） 

パネラー：海老名英治（栃木県保健福祉部 保健医療監）、太田照男（栃木県医師会長）、川合

謙介（自治医科大学医学部脳神経外科教授）、竹川英宏（獨協医科大学病院脳卒中セ

ンター教授・センター長） 

・栃木県 Care AF講演会 2019 

開催日：2019年 11 月 11 日 

会場：宇都宮市文化会館 

プログラム： 

講演 1「脳卒中の再発予防を目指した疾病管理〜DMP Stroke Trialからのメッセージ」 

福岡泰子（関西福祉大学看護学部講師） 

講演 2「脈チェックによる AF新規発見―TASK-AF Akita study―」 

鈴木明文（地方独立行政法人秋田県立病院機構理事長） 

・Real World Meeting -急性期の脳卒中治療を考える- 

開催日：2019年 6月 20 日 

会場：ホテル東日本宇都宮 

共催：バイエル薬品株式会社 

プログラム： 

基調講演「抗凝固療法の Next Stage」 

藤本茂（自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 主任教授） 

Discussion「治療方針に悩む背景を有する脳梗塞の予防ならびに治療」 

司会：藤本茂（自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 主任教授） 

竹川英宏（獨協医科大学病院 脳卒中センター 教授・センター長） 

・ALL TOCHIGI PROJECT〜地域で脳卒中と戦う！！〜 

開催日：2019年 11 月 12 日 

会場：ホテルマイステイズ宇都宮 

講演「脳卒中と戦う地域力」藤本茂（自治医科大学内科学講座神経内科学主任教授） 

ディスカッション「地域で取り組むべきことを考える」 
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司会：田中亮太（自治医科大学附属病院脳卒中センター センター長・教授） 

    竹川英宏（獨協医科大学病院 脳卒中センター 教授・センター長） 

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 

・PARTNER in TOCHIGI（Patient-Centered Treatments Seminar） 

開催日：2019年 11 月 22 日 

会場：東日本宇都宮 

共催：武田薬品工業株式会社 

プログラム： 

Key Lecture「脳卒中診療の現状」 

藤本茂（自治医科大学内科学講座神経内科学部門 主任教授） 

Session1「潜因性脳梗塞と片頭痛に対する心臓カテーテル治療〜経皮的卵円孔開在閉鎖術の最前線〜」 

金澤英明（慶應義塾大学 循環器内科 講師） 

Session2「本態性血小板血症の脳血管障害〜消化管マネジメントを含めて〜」 

加藤裕司（埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中内科 准教授） 

Session3「真性赤血球増加症や本態性血小板血症における血栓症発症リスク管理」 

山口博樹（日本医科大学 血液内科学分野 准教授） 

 (3)研修医教育研修事業 

・Embolism Forum in Mibu 

開催日：2019年 6月 11 日 

会場：獨協医科大学臨床医学棟 10階講堂 

共催：バイエル薬品株式会社 

プログラム： 

Hot Topics「側副血行路発達の予測因子」 

藤田恭平（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態学分野（神経内科）） 

Special Lecture「脳梗塞診療の問題点と克服法」 

吉岡耕太郎（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態学分野（神経内科）） 

・Stroke Conference〜脳卒中後てんかん：見逃されやすい複雑部分発作〜 

開催日：2019年 11 月 26 日 

会場：新上三川病院「大会議室」 

共催：エーザイ株式会社 

プログラム： 

特別講演「脳卒中後の合併症〜見逃せない！てんかん発作〜」 

星山栄成（獨協医科大学脳神経内科 講師） 

(4)救急隊教育研修事業 

・令和元(2019)年度脳卒中病院前救護研修会 

開催日：2019年 11 月 29日 
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会場：獨協医科大学 教育医療棟６階シミュレーション講義室１ 

共催：栃木県健康増進課 

プログラム： 

講義「急性期脳卒中の見分けと評価」 

竹川英宏（獨協医科大学病院 脳卒中センター 教授・センター長） 

グループワーク（PSLS） 

進行：西平崇人（獨協医科大学病院 脳卒中センター 助教（脳神経内科）） 

(5)その他の活動 

＊11 月に予定していた佐野市開催は台風被害で中止、3月 7日に予定していた「女性の元気&キレ

イ応援イベント」（宇都宮保険センター、宇都宮市）は COVID-19の状況から中止となりました。 

 

〈群馬県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「脳卒中の予防と治療」 

 開催日：2019年 9月 29日（日） 

 会場：公立藤岡総合病院 

(2)開業医教育研修事業 

・Think FAST campaign Meeting in Gunma ～ 抗血栓療法中のリスク回避とは？ 

開催日：2019年 9月 30 日（月） 

会場：前橋マーキュリーホテル 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議 in群馬 

開催日：2019年 10 月 17日（水） 

会場：前橋マーキュリーホテル 

(3)研修医教育研修事業、(4)救急隊教育研修事業 

・第 40回群馬 ISLS/PSLS コース 

開催日：2019年 6月 2日、会場：群馬大学医学部附属病院 

・第 41回群馬 ISLS/PSLS コース 

開催日：2019年 8月 4日、会場：前橋赤十字病院 

・第 42回群馬 ISLS/PSLS コース 

開催日：2019年 11 月 10 日、会場：群馬大学医学部附属病院 

・第 43回群馬 ISLS/PSLS コース 

開催日：2020 年 2 月 9日、会場：前橋赤十字病院 

 

〈埼玉県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 
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・ストップ！NO卒中プロジェクト 

日時：2019年 10 月 8日 19：15～21：10 

会場：TKP大宮ビジネスセンター 

・脳卒中治療 Next Stage 

 日時：2019年 10 月 15日 19：05～19：55 

会場：埼玉医科大学国際医療センター 

主催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・PSLS講習会 

 会場：埼玉医科大学国際医療センター 

開催日時： 

2019年 6月 26 日 13時～16時 

2019年 9月 24 日 13時～16時 

2019年 12 月 17日 13時～16時 

  

〈千葉県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈東京都支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 24回 東京都脳卒中市民公開セミナー」 

テーマ：「脳を守る」  

開催日：2019年 5月 18 日（土）14時〜16時 

会場：東京慈恵会医科大学大学２号館１階講堂  

プログラム： 

総合司会  東京慈恵会医科大学附属病院 神経内科 副部長 三村秀毅 

講演「脳卒中十箇条」 

日本脳卒中協会東京都支部 支部長/東京都済生会中央病院 副院長 星野晴彦 

講演「脳卒中に気が付いた時の対応」 

東京慈恵会医科大学附属病院 神経内科 坂井健一郎 

講演「脳卒中の治療」 

東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 部長/脳卒中センター長 村山雄一  
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講演「脳卒中のリハビリテーション」 

東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科 副部長 佐々木信幸 

(2)開業医教育研修事業 

・東京都 Care AF講演会 2019 

テーマ:「シームレスな脳卒中診療体制の構築」  

開催日時:2019年 9月 28 日（土）15 時〜16時半 

会場：TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター  

プログラム： 

座長 日本脳卒中協会東京都支部 副支部長/東京慈恵会医科大学 神経内科 教授 井口保之 

講演「脳卒中・循環器病対策基本法の成立に至るまで」 

 日本脳卒中協会東京都支部 支部長/東京都済生会中央病院 副院長 星野晴彦 

講演「脳リハ医からみたシームレスな脳卒中診療体制の構築」 

 ねりま健育会病院 院長 酒向正春 

・ストップ！NO卒中プロジェクト in 東京都済生会中央病院 

開催日時:2019年 10 月 10 日（木）19 時〜21時 

会場：ホテル雅叙園東京 

プログラム：  

座長  日本脳卒中協会東京都支部 支部長/東京都済生会中央病院 副院長 星野晴彦 

講演「脳卒中・循環器病対策基本法ならびに DOACの適正使用について」 

 日本脳卒中協会東京都支部 支部長/東京都済生会中央病院 副院長 星野晴彦 

講演「脳卒中患者の想い 〜私は脳卒中にならないひとを増やしたい〜」 

 日本脳卒中協会理事 川勝弘之 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈神奈川県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト 

開催日：2019年 10 月 26 日 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・脳卒中の病院前救護 

会場：川崎市中原消防署講堂 

日時：2019年 10 月 9日〜10 月 10 日 

川崎脳卒中ネットワーク（KNS）との共同事業 
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(5)その他の活動 

・MPSS トリアージに関する事後検証作業会 

開催日：2019年 7月 2日、2019年 12 月 23 日 

川崎脳卒中ネットワーク（KNS）との共同事業 

 

〈横浜市支部〉 

(1)市民啓発事業 

・第一回市民講座 

開催日：2019年６月 22 日 

会場：横浜市南公会堂 

 テーマ：脳卒中切らない治療 

 参加人数：355 人 

・第二回市民講座 

開催日：2019年 10 月 19日 

会場：館内ホール 

テーマ：もしも脳卒中になったら─119番と早期治療― 

 参加人数：456人 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・脳卒中診療に役立つスケール 

開催日：2019年年 6月 12 日、会場：南消防署、参加：28人 

・脳卒中の治療アップデート 

開催日：2019年 7月 9日、会場：金沢消防署、参加：35名 

・脳卒中が疑われて来院した脳卒中以外の疾患について 

開催日：2019年 9月 26 日、会場：中消防署、参加：23 名 

・83歳女性、突然の右下肢の脱力と冷や汗 

開催日：2019年 9月 27日、会場：脳卒中・神経脊椎センター、参加：11 名 

 

〈新潟県支部〉 

・なし 

 

〈富山県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 13回脳卒中公開講座」 

開催日時：2019年 12 月 1日（日）14時〜16時 
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会場：富山県民会館 

参加人数：90 名 

内容：脳卒中の予防、富山大学附属病院包括的脳卒中センター、脳卒中の外科的治療、質疑応答 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト全国エリア会議 in TOYAMA 

開催日：2019年 11 月 8日 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

・第 3回 富山脳卒中の会（患者会）相談会への支援 

  開催日時：2019年 12 月 1日（日）12時〜13時 30 分 

会場：富山県民会館 

 

〈石川県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

・救急症例検討会、2回 

 

〈福井県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「2019年度 脳卒中福井市民講座」 

 開催日：2019年 5月 26 日 

 会場：福井市にぎわい交流施設 ハピリンホール 

 参加人数：147名 

 テーマ：気付きにくい脳卒中後遺症 

・市民講座「2019年度 福井脳卒中県民講座」 

 開催日：2019年 11 月 24 日 

 会場：みくに未来ホール 

 参加人数：53 名 

 テーマ：気付きにくい脳卒中後遺症 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中福井エリアセミナー 

 日時：2019年 10 月 4日（金）19 時から 
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 会場：福井フェニックスホテル 

 参加人数：30人 

テーマ：脳卒中予防・治療の現状 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈山梨県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・ヴァンフォーレ甲府開催試合にて脳卒中予防啓発活動 

開催日：2019年 6月 8日（土） 

会場：山梨中銀スタジアム（甲府市） 

(2)開業医教育研修事業 

・山梨県 CareAF講演会 2019 

開催日：2019年 6月 20 日（木） 

会場：ベルクラシック甲府 

プログラム： 

特別講演１ 心房細動治療の現状～脳梗塞・一次予防の観点から～ 

座長 おさだクリニック 院長 長田高典 

演者 山梨厚生病院 院長補佐・副院長 浅川哲也 

特別講演２ 「これからの心原性脳塞栓症予防～抗凝固療法のトリセツ～」 

座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内博之 

演者：甲府城南病院 脳神経外科 部長 深澤功 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in 山梨 

開催日：2019年 11 月 1日（金） 

会場：古名屋ホテル 

プログラム： 

特別講演 「脳卒中予防・治療の現状～滋賀県の取り組み」 

座長 山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之 

演者 滋賀医科大学脳神経外科学 教授 野﨑 和彦 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈長野県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト 
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開催日時：2019年 11 月 13 日 

会場：ホテルブエナビスタ 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈岐阜県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 12回岐阜脳卒中市民公開講座」  

開催日時：2019年 9月 7日(土) 14時〜16時 

会場：白鳥文化ホール(郡上市白鳥町白鳥 54)） 

参加人数：50 名、個別相談 3組 

プログラム： 

司会・進行：村瀬悟（公益社団法人日本脳卒中協会岐阜県支部副支部長） 

講演「脳卒中のお話」杉本信吾（白鳳会鷲見病院副院長/脳神経外科部長） 

講演「切らずに治す脳卒中」水谷大佑（白鳳会鷲見病院脳神経外科） 

講演「脳卒中を予防するために」村瀬悟（岐阜県総合医療センター 脳卒中外科部長） 

個別相談会 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in 岐阜 

開催日時：2019年 10 月 3日 19:30から 

会場：グランヴェール岐山（岐阜市）   

プログラム： 

第一部 日本脳卒中協会本部 VTR 

第二部 支部別講演 

座長 岩間亨（岐阜大学脳神経外科） 

講演「脳卒中連携と抗凝固療法」松岡秀樹（鹿児島医療センター脳・血管内科 部長） 

(3)研修医教育研修事業 

・研修医のための岐阜脳神経セミナー 

第１回 

開催日時：2019年 5月 9日（木）19：30から 

会場：ホテルグランヴェール岐山 

参加者：57人 

テーマ 1:救急外来の神経診察、講師：木下喬公（岐阜大学脳神経外科） 

テーマ 2:てんかん診療、最初の一歩、講師：矢野大仁（岐阜大学脳神経外科） 

第 2回 

開催日時：2019年：6月20日（木）19：30から 
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会場：ホテルグランヴェール岐山 

参加者：58人 

テーマ 1:頭部外傷の診かた、講師：庄田健二（岐阜大学脳神経外科） 

テーマ 2:脳卒中一般、講師：松原博文（岐阜大学脳神経外科） 

第 3回 

開催日時：2019年 7月18日（木）19：30から 

会場：ホテルグランヴェール岐山、参加者 39人 

テーマ 1:出血性脳卒中について、講師：水谷大祐（岐阜大学脳神経外科） 

テーマ 2:虚血性脳卒中について、講師：武井啓晃（木沢記念病院・中部療護センター） 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈静岡県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト 支部講演会 in Numazu 

開催日時：2019年 10 月 30 日（水）19 時から 20時 30 分 

会場：沼津リバーサイドホテル 3階「駿河」 

参加人数：27名 

テーマ：脳卒中活動の啓発・普及、医療連携の強化、講演会演題「探して治す潜因性脳梗塞」 

・静岡県 Care AF講演会 2019 

開催日：2019年 9月 6日（金） 

会場：静岡市産学交流センター ペガサート 

参加人数：54 名 

テーマ：脳卒中・循環器病対策基本法の概要について 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈愛知県支部〉 

(1)市民啓発事業  

・金シャチフェスタ： 

開催日：2019年 11 月 30 日 

会場：名古屋医療センター 

共催：ファイザー株式会社 

観客：一般市民 47名、 

内容：NO!卒中隊（愛知県脳卒中リハビリテーション看護認定看護師）による FAST 啓発のため

の演劇上演） 
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・西尾市脳卒中セミナー 

開催日：2020 年 2 月 8日 

会場：西尾信用金庫本店事業部相談プラザ出張所 

内容： 

講演 1「脳卒中を知り、予防する」 愛知県支部 奥田 聡 

講演 2「脳卒中経験者との対談」三井住友海上あいおい生命 川勝弘之 

※ 三井住友海上あいおい生命保険株式会社との協同事業 

 (2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト 愛知県支部エリア会議 

開催日：2019年 11 月 2日 

会場： TKP名駅東口カンファレンスセンター 

内容： 

講演「ESUS（塞栓源不明の脳梗塞）と心房細動」 

トヨタ記念病院 脳神経内科 部長 伊藤泰広 

講演「脳神経外科、脳神経内科の先生ごめんなさい！－カテーテルインターベンション医から

の謝罪－」 

名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学 講師 石井秀樹 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

・脳塞栓に対する血栓回収療法普及のためのプロジェクト実行委員会との共同事業 

第 2回愛知県血栓回収療法教育セミナー 

日時：2019年 4月 6日（土）9時から 11時 30 分 

会場：ABO Hall （大名古屋ビルジング裏）３階会議室 

内容：症例検討 １３演題  

第 3回愛知県血栓回収療法教育セミナー 

日時：2019年 8月 3日（土）9時から 11時 30 分 

会場：JPタワー名古屋ホール＆カンファレンス 3F 

内容：症例検討 12演題  

 

〈三重県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 19 回脳卒中市民講座」 

開催日：2019年 6月 1日  

会場：鈴鹿市文化会館けやきホール  

参加人数：約 400 名 
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テーマ：脳卒中 

・市民講座「第 12回伊勢地区医師会 脳卒中・認知症市民公開講座」 

開催日：2019年 11 月 10 日 

会場：伊勢市ハートプラザみその 

参加人数：約 400 名 

テーマ：脳卒中・認知症 

(2)開業医教育研修事業  

・ストップ！NO卒中プロジェクト全国一斉エリア会議 

(3)研修医教育研修事業 

・研修医のための脳神経外科セミナー 

開催日：2019年 5月 10 日、2019年 9月 27日 

・研修医のための脳神経内科セミナー 

開催日：2019年 4月 13 日 

(4)救急隊教育研修事業 

・消防署にて事後検証 

(5)その他の活動 

・中勢 strokeセミナー 

開催日：2019年 6月 19日、2020 年 1 月 29日 

 

〈滋賀県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「脳卒中・循環器病滋賀県民公開講座『自分で自分の脳と心臓を守るのは国民の責務

です！』」 

開催日：2019年 12 月 22 日 

会場：滋賀医科大学 

テーマ：社会を守る！脳を守る！心臓を守る！ 

参加人数：60 名 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ NO卒中 エリア会議 

開催日：2019年 11 月 9日  

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈京都府支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 17回脳卒中市民講座」 
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開催日：2020 年 1 月 18 日 

会場：京都第二赤十字病院 

参加人数：約 100 名 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリアエキスパート会議 

開催日：2019年 11 月 2日 

会場：京都テルサ 

・CareAF講習会 

 開催日：2019年 11 月 16 日 

 会場：京都テルサ 

・SCURUM講演会 

開催日：2019年 3月 9日 

会場：TKP四条駅前カンファレンスセンター 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈大阪府支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 15 回大阪府脳卒中市民講座」 

開催日：2019年 5月 25日（土） 

会場：大阪大学中之島センター 

参加人数：約 200 名 

テーマ：よくわかる、脳卒中のこと 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！No卒中プロジェクト 支部講演会 in大阪 

開催日時：2019年 9月 18 日 19:15-20:55 

会場：TKPガーデンシティ東梅田 

参加者数：約 50 名 

(3)研修医教育研修事業 

・研修医勉強会 

開催日時：2019年 7月 25日（木）17:30− 

開催場所：済生会千里病院 

参加者数：10人 

(4)救急隊教育研修事業  

・PCEC/PSLS コース 

開催日：2019年 10 月 14 日 
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会場：豊中市立病院 

参加人数：約 30 名 

 

〈兵庫県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 13回兵庫県脳卒中市民公開講座「みんなで学ぼう！脳卒中」」 

 開催日時：2019年 11 月 10 日（日）13時～15 時 

 会場：神戸市立医療センター中央市民病院 1階講堂 

 参加人数：大人 66 名・子ども 19名、合計 85名 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in兵庫 

 開催日時：2019年 10 月 23 日（水）19 時 20 分〜20時 45分 

 会場：生田神社会館 

 特別講演：日本脳卒中協会専務理事、中山クリニック院長 中山博文 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈奈良県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「防ごう、脳卒中！身近にできることから」 

開催日時：2019年 9月 28 日(土) 14時～16時 

会場：奈良県文化会館 小ホール 

参加人数：約 130 名 

プログラム： 

講演「日々の運動で脳卒中を防ぐ」阪奈中央病院リハビリテーション科 加治屋地平 

講演「循環器病としての脳卒中」奈良県西和医療センター循環器病研究センター 循環器内科 藤本 源 

講演「最新の脳卒中治療法」奈良県総合医療センター 脳神経外科 部長 藤本憲太 

・市民講座「今日から出来る 脳卒中・循環器病の予防」 

開催日時：2020 年 1 月 26 日(日) 14時～16時 

会場：奈良県文化会館 小ホール 

参加人数：約 300 名 

プログラム： 

第一部 脳卒中を学ぶ 

専門医から 阪奈中央病院 院長 川口正一郎 

脳卒中経験者から 日本脳卒中協会理事 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 川勝弘之  

第二部 循環器病を学ぶ 



 

33 

専門医から 奈良県立医科大学循環器内科学 教授 斎藤能彦 

対談 

奈良県立医科大学循環器内科学 教授 斎藤能彦 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 鬼頭哲也 

第三部 質問コーナー 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ!NO卒中プロジェクト 支部講演会 in 奈良 

開催日：2019年 11 月 7日(木) 

会場：ホテルフジタ奈良 

共催：ファイザー株式会社 

プログラム： 

講演 1「脳卒中・循環器病対策基本法施行後の脳卒中治療最前線」 

奈良県立医科大学附属病院 脳卒中センター 病院教授 本山 靖 

講演 2「脳卒中治療の実際 －予防の重要性と抗凝固療法－」 

大阪警察病院 脳神経外科部長 血管内治療センター 脳神経血管内治療部部長 明田秀太 

・SCRUM講演会 in 奈良（COVID-19感染拡大予防のため開催中止） 

(3)研修医教育研修事業 

・研修医のための脳卒中講座 

日時：2019年 5月 27日（月）17:30～18:30 (毎月最終月曜日) 全 11回 

会場：奈良県総合医療センター 大会議室 

 (4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈和歌山県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・第 21回和歌山 PSLS コース（後援） 

開催日時：2020 年 3 月 4日 午前 11時から午後 5時 

会場：和歌山県消防学校 

参加：指導者 8 名、受講生 47名 計 55名 

主催：和歌山県消防学校 

(5)その他の活動 なし 

 

〈鳥取県支部〉 

(1) 市民啓発事業 なし 
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(2) 開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議 in鳥取 

 参加：鳥取県地区医師 38 名 

(3) 研修医教育研修事業 なし 

(4) 救急隊教育研修事業 なし 

 

〈島根県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 15 回脳卒中市民公開講座」：（COVID-19感染拡大予防のため開催中止） 

(2)開業医教育研修事業 

・Izumo Epilepsy Seminar 

開催日時：2019年 7月 4日（木）19 時～20時 30 分 

会場：島根県立中央病院 ３階 会議室１ 

演者：山口修平（島根県病院事業管理者） 

   卜部貴夫（順天堂大学医学部附属浦安病院 副院長／脳神経内科 教授） 

・ストップ NO！卒中プロジェクト 支部講演会 in島根 

開催日時：2019年 8月 30 日（金）19 時 15分～20時 45分 

会場：ツインリーブスホテル出雲 

演者：栗栖薫（広島大学大学院医系科学研究科 脳神経外科学 教授） 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・出雲地区 MC 症例検討会（出雲圏域消防の救急隊に対する脳卒中救急の研修） 

開催日時：2019年 10 月 3日 

会場：出雲市消防本部 

日本脳卒中協会島根県支部が後援 

 

〈岡山県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 14回岡山脳卒中市民公開講座」 

開催日時：2019年 9月 14 日（土） 14時 30 分～16時 30 分 

会場：岡山コンベンションセンター2Ｆレセプションホール（岡山市） 

参加人数：148 名 

プログラム： 

講演 1「脳卒中とは！～脳卒中の予防と内科治療～」 

演者 井上剛（川崎医科大学総合医療センター 脳卒中科） 

講演 2「脳動脈瘤の外科治療～開頭手術と血管内治療～」 
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演者 菱川朋人（岡山大学病院 脳神経外科） 

講演 3「脳卒中のリハビリテーション・回復期医療の役割」 

演者 外薗 昭彦（しげい病院 リハビリテーション部） 

講演 4「脳卒中のお薬を飲んでいる方に知ってほしいこと」 

演者：黒川温子（川崎医科大学附属病院 薬剤部） 

・支部のホームページの開設 URL http://www.kawasaki-m.ac.jp/jsa/ 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト全国一斉エリア会議 in岡山 

開催日時：2019年 11 月 20 日（水）19 時～20時 45分 

会場：アークホテル岡山(岡山市） 

共催：ファイザー株式会社 

プログラム： 

VTRメッセージ 

講演座長 宇野昌明 (川崎医科大学 脳神経外科学 教授) 

講演 1「脳卒中対策における岡山県の取組」 

演者 下野間豊先(岡山県保健福祉部医療推進課 課長) 

講演 2「脳卒中診療の実際と地域連携」 

演者 八木田佳樹 (川崎医科大学 脳卒中医学 教授)  

・浅口医師会生涯教育研修会（浅口医師会第 448回研修会） 

共催：浅口医師会・大塚製薬株式会社・株式会社エバルス 

開催日時：2020 年 01 月 15日(水) 19 時 30 分～21時 

会場：金光病院４Ｆ研修室(岡山県浅口市金光町占見新田 740) 

講演 1「脳卒中の内科治療について」 

演者 八木田佳樹(川崎医科大学 脳卒中医学 教授) 

講演 2「脳卒中の外科治療・血管内治療」 

演者 宇野昌明(川崎医科大学 脳神経外科学 教授) 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

日本脳卒中協会の活動紹介並びに勧誘 

 

〈広島県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 16回広島脳卒中市民シンポジウム」 

開催日時：2019年 12 月 22 日(日) 13時から 16時 

会場：広島県医師会館 1階ホール 
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参加人数：162 名 

テーマ：「これからどうなる脳卒中診療！―脳卒中・循環器病等対策基本法公布 1 年を受けて―」 

特別講演「中国・四国地区の脳卒中治療の現状と課題 ―広島県と他県の違いは？― 」 

演者 宇野 昌明（川崎医科大学脳神経外科学講座 教授/日本脳卒中協会岡山県支部 支部長） 

座長 栗栖 薫 （広島大学大学院脳神経外科学 教授/日本脳卒中協会広島県支部 支部長） 

シンポジウム 

司会 丸山 博文（広島大学大学院脳神経内科学 教授/日本脳卒中協会広島県支部 副支部長） 

大田 泰正（社会医療法人祥和会 理事長/日本脳卒中協会広島県支部 副支部長） 

「行政の立場からみた対策基本法について」田中 剛(広島県健康福祉局長)   

「広島県医師会の立場からみた対策基本法について」中西 敏夫(広島県医師会 常任理事) 

「広島市における病院前脳卒中分類スコアを活用した新たな脳卒中診療体制について」 

荒木 勇人（医療法人光臨会荒木脳神経外科病院 院長） 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト支部講演会 in広島 

開催日時：2019年 10 月 3日(木)19 時から 20時 25分 

会場：TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅北口 

プログラム： 

特別講演「心房細動と認知症」 

座長 栗栖 薫 （広島大学大学院脳神経外科学 教授/日本脳卒中協会広島県支部 支部長） 

演者 猪原 匡史 （国立循環器病研究センター脳神経内科部長） 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

・「2019年 備後脳卒中ネットワーク 市民公開講座」を後援した 

開催日時：2019年 10 月 26 日(土) 14時から 15 時 30 分 

会場：広島県民文化センターふくやま 

参加人数：59名 

・「広島市総合リハビリテーションセンター 第 6回市民公開講座」を後援した 

開催日時：2019年 12 月 1日（日） 13時 30 分～15 時 30 分 

会場：広島市立リハビリテーション病院 

参加人数：75名 

・2019年 5月 18 日（土）・19日（日）、第 52回福山ばら祭り 2019 開催期間中、会場の緑町公園・

メインプロムナード内の企業 PRコーナーに備後脳卒中ネットワークが出展し、脳卒中予防啓発

リーフレット等を来場者に配布（後援事業）。 

 

〈山口県支部〉 
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(1)市民啓発事業 

・市民講座「知って安心 脳卒中の予防と治療」 

開催日：2019年 5月 11 日 

会場：宇部市多世代ふれあいセンター 

参加者：200人 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議 

開催日：2019年 11 月 11 日 

会場：宇部 ANA クラウンプラザ 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈徳島県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 なし 

 

〈香川県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 15 回香川脳卒中市民公開講座」 

 開催日：2019年年 5月 26 日(日) 

会場：小豆島中央病院 

参加人数：29名 

・支部のホームページの開設 URL  http://www.kms.ac.jp/~neuron/society/index.php 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ!NO卒中プロジェクト支部講演会 in香川 

開催日：2019年 11 月 1日  

会場：サンポートホール高松 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・平成 31 年度香川県消防学校 PSLS コース 

開催日：2020 年 2 月 11 日 

会場：香川県消防学校 

(5)その他の活動 
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・「高松・東讃地域シームレスケア研究会」を中心に病院連携を推進していく 

 

〈愛媛県支部〉 

(1) 市民啓発事業 

・市民講座「ヘルスアカデミー」 

開催日：2019年 12 月 1日 

会場：いよてつ高島屋ローズホール 

テーマ「新時代を迎える脳卒中治療について考えよう」 

参加人数：136人 

(2) 開業医教育研修事業 

・ストップ!NO卒中 エリア会議 

(3) 研修医教育研修事業 

・週１回症例検討会 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の事業 

・「松山急性期脳卒中フォーラム」に協力 

開催日：2019年 12 月 14 日 

会場：いよてつ会館ロビンルーム 

 

〈高知県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「脳卒中市民公開講座」 

開催日：2019年 5月 11 日 

会場：高知市文化プラザかるぽーと 

参加人数：173 名 

テーマ：知っておいてください。脳卒中のこと。 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の活動 

・高知中央・高幡・安芸医療圏 脳卒中地域連携の会 合同会合 

会場：高知大学医学部岡豊キャンパス 

開催日：2019年 4 月 21 日（参加人数 164 名）、6 月 23 日（参加人数 174 名）、12 月 22 日（参

加人数 144 名）、2020 年年 2月 2日（参加人数 133人） 

 

〈福岡県支部〉 
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(1)市民啓発事業 

・市民講座「ストップ！脳卒中～脳卒中医療と施策の新時代を迎えて」 

開催日時：2019年 5月 26 日 13時～16時 

会場：エルガーラ 7F 中ホール 

参加人数： 116人 

・脳卒中健康講座「脳卒中患者さんとご家族の啓発活動」 

共催：九州医療センター 

会場：九州医療センター 5西病棟食堂 

開催日：2019年 4月 11 日（木）参加人数 12 名、2019年 6月 9日（木）参加人数：8名 

 2019年 5月 23 日（木）参加人数：11 名、2019年月 6日（木）参加人数：10 名 

 2019年 6月 27日（木）参加人数：8名、2019年 7月 11 日（木）参加人数：16 名 

 2019年 7月 25日（木）参加人数：9名、2019年 8月 8日（木）参加人数：9名 

 2019年 8月 22 日（木）参加人数：8名、2019年 9月 5日（木）参加人数 7名 

 2019年 9月 19日（木）参加人数：9名、2019年 10 月 10 日（木）参加人数 7名 

 2019年 10 月 24 日（木）参加人数：11 名、2019年 11 月 7日（木）参加人数 9名 

 2019年 11 月 21 日（木）参加人数：8名、2019年 12 月 5日（木）参加人数 10 名 

 2019年 12 月 19日（木）参加人数：9名、2020 年 1 月 9日（木）参加人数：9名 

 2020 月 1 日 23（木）参加人数：11 名、2020 年 2 月 13 日（木）参加人数：10 名 

 2020 年 2 月 27日（木）参加人数：8名、2020 年 3 月 5日（木）参加人数：10 名 

 2020 年 3 月 19日（木）参加人数：10 名 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in福岡 

開催日：2019年 10 月 25日 

会場：西鉄グランドホテル 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・PSLS講習会 

開催日：2019年 11 月 1日（金） 

会場：九州医療センター外来棟 3階講堂 

 

〈北九州市支部〉 

・市民講座「第 15 回北九州脳卒中公開セミナー」 

開催日時：2019年 6月 8日(土) 13時 30 分～15 時 35分 

会場：北九州芸術劇場 

参加人数：321 名 

テーマ：「人生 100 年時代の脳卒中予防」 
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(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈佐賀県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 13回脳卒中市民公開講座」 

 開催日時：2019年 11 月 10 日（日）14時～16時（開場 13時 30 分） 

 参加人数：100 名程度 

 テーマ：「まさかより もしやで受診 脳卒中」 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in 佐賀 

開催日：2020 年 2 月 26 日 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・第 10回 佐賀県脳卒中病院前救護（PSLS）研修会 

 開催日時：2019年 9月 11 日 14時～17時 

 会場：佐賀大学医学部卒後研修センター 

 

〈長崎県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 15 回長崎脳卒中市民公開講座」 

 開催日：2019年 5月 11 日(土) 

 会場：長崎新聞文化ホール・アストピア３階（長崎市茂里町 3番 1号） 

 参加人数：約 100人 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈熊本県支部〉 

(1)市民啓発事業 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクト エリア会議 in 熊本 

開催日：2019年 10 月 31 日 

会場：熊本県民交流館パレア９階 会議室２ 

プログラム： 
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一般講演「改正健康増進法成立後の禁煙支援」 

熊本市民病院首席診療部長 橋本 洋一郎 

特別講演「脳卒中・循環器病対策基本法成立後の脳卒中診療」 

日本医科大学神経内科 教授 木村和美 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の事業 

日本脳卒中学会の熊本県脳卒中対策推進委員会を支部長と副支部長３名で担って「脳卒中・循

環器病対策基本法」や「脳卒中と循環器病克服５ヵ年計画」に関する熊本県での活動を行った。 

 

〈大分県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座ストップ脳卒中！脳卒中市民公開講座 

開催日：2019年 5月 29日 

会場： J:COMホルトホール大分 

プログラム： 

講演 1「これだけはしっておきたい脳卒中」 

演者 湧川佳幸 （日本脳卒中協会 大分県支部 支部長） 

講演 2「脳卒中の認定看護師が行う脳卒中教室」 

演者 大分県 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師グループ  

講演 3「脳卒中に対するカテーテル手術」 

演者 堀 雄三（永冨脳神経外科病院 脳血管内治療センター長） 

(2)開業医教育研修事業  

・Care AF プロジェクト 

共催：バイエル薬品株式会社 

開催日:2019年 7月 13 日 

会場：全労済ソレイユ（大分市） 

プログラム： 

講演「災害時における脳卒中予防」 

演者：山村修（福井大学医学部医学科 地域医療推進講座 講師） 

・ストップ！NO卒中エリア講演会 in 大分 

共催：ファイザー株式会社 

開催日：2019年 11 月 2日 

会場：ホルトホール大分（大分市） 

プログラム： 

講演「脳卒中・循環器病対策基本法について～何が変わるのか？何を変えることができるのか？～」 

演者 中山博文（公益社団法人日本脳卒中協会 専務理事） 
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(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈宮崎県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「公益社団法人日本脳卒中協会宮崎県支部 第 11回市民公開講座 in えびの」 

開催日時：2019年 6月 8日（土）13時～15 時 

会場：えびの市文化センター 

参加人数：98人 

テーマ：「脳卒中とは」「出血性脳卒中」「脳血栓回収療法」「脳卒中の救急と遠隔診療支援」「脳

卒中の予防」 

 (2)開業医教育研修事業 

・第 30回宮崎脳卒中研究会 

共催：大塚製薬株式会社 

日時：2019年 11 月 1日 19 時 

会場：ホテル JAL City宮崎 

・第 8回宮崎脳神経 Embolism Conference 

共催：バイエル薬品株式会社 

日時：2019年 10 月 25日 19 時 

会場：MRTmicc（宮崎市） 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議 in宮崎 

共催：ファイザー株式会社 

日時：2019年 9月 13 日 19 時 

会場：宮崎観光ホテル 

・第 2回宮崎県 Care AF Seminar 

共催：バイエル薬品株式会社 

日時：2019年 9月 6日 19 時 

会場：MRTmicc 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈鹿児島県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 17回脳卒中市民講座-みんなで学ぼう!! 脳卒中の予防と治療-」 

開催日：2019年 6月 2日（日） 

会場：鹿児島県医師会館 
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内容：脳卒中の治療と予防に関する講演、脳梗塞患者さんの体験談 

参加人数：400 名程度 

(2)開業医教育研修事業 

・鹿児島脳卒中地域連携ネットワーク研究会（2回開催） 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

 

〈沖縄県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO卒中プロジェクトエリア会議沖縄 

開催日：2019年 10 月 30 日 

・沖縄県 Care AF 

開催日：2019年 12 月 2日 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 なし 

(5)その他の事業 

有限会社ワールド広告会社の「県内 2紙への世界脳卒中デーの周知と啓発を含めた新聞協賛広告」

に対する監修 

以上 


