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〈庶務の概要〉 

1 会員の状況(2019年 3 月 31日現在) 

正会員  434 

購読会員  144 

賛助会員   22 

名誉会員      2 

2 支部の状況 

新たな支部の開設はなく、2019 年 3 月 31 日現在、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  北海道大学病院長 

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：寺山靖夫 岩手医科大学 神経内科・老年科教授 

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：松村 明  筑波大学 医学医療系 脳神経外科 教授 

栃木県支部 支部長：平田幸一  獨協医科大学 脳神経内科 教授・病院長 

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 脳神経外科学講座 教授 

長野県支部 支部長：本郷一博 信州大学 脳神経外科 教授 

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 
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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 大学院医学系研究科 神経病態内科学 教授 

滋賀県支部 支部長：野崎和彦 滋賀医科大学 脳神経外科学講座 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  島根大学 医学部内科学第三 教授 

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 病院長 

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 

(1) 総会 
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2018 年 6 月 2 日(土)14 時 30 分から 15 時 00 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 

・2018 年 5月 16 日(水)14 時から 15 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。 

・2018 年 6月 2 日(土)15 時 30 分から 15 時 50 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、臨時理事会を開催した。 

・2019 年 3 月 6 日(水)15 時 30 分から新大阪丸ビル本館（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 

2018 年 6 月 2 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。 

 

２  脳卒中・循環器病対策基本法推進事業 

脳卒中対策を推進するために、「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」の成立を目指し、「脳卒中･循環器病対策基本法の成立を求める会」

の活動に協力した。なお、2018 年 12 月 10日本法律は成立し、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。 

 

３ 情報提供事業 

(1) 会報 

第 53 号を 2018 年 4月に、第 54 号を 9月に、第 55号を 12 月に発行した。第 56号を 2019年 2

月に発行した。 

(2) パンフレット･小冊子作成事業 

第 20 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。加えて、過去

の優秀賞受賞作をウェブサイトのアーカイブコーナーに掲載した。 

(3) インターネットホームページの充実 

ホームページをスマートフォンからも見やすいデザインに変更し、すべての支部のページを設

け、リニューアルしたものを脳卒中週間中の 2018年 5 月 25 日に公開した。 

(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*を医療機関等に 16 カ所(北海道・秋田

県・福島県・埼玉県・千葉県・東京都・石川県)設置し、脳卒中啓発を行った。 
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 *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 

 

４ 脳卒中週間事業 

(1) 2018 年度脳卒中週間標語の公募 

2017 年度中に公募し、応募作品 1,511 作品から選考委員会にて「脳卒中 予防で生き生き 健康

長寿」(横手敏夫氏 作)が選ばれた。 

(2)ポスター作成 

2018 年度脳卒中週間標語「脳卒中 予防で生き生き 健康長寿」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 

2018 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 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 年から毎年 10 月 29 日を世界脳卒中デー(World Stroke 

Day)と定めた。2018 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)を 10 月 29 日の神戸新聞、沖縄タイムス、琉球新報に掲載した。 

 

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、

2019 年 3 月 5 日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、各種啓発プロジェクト、実態調査等

の協議を行った。 

 

８ 体験記事業 
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患者・家族の方々の励みとしていただくことを目的に、第 21 回脳卒中体験記「脳卒中後の私の

人生」を募集した。2019 年 3月 6 日の最終選考会にて、68 応募作品の中から優秀賞、佳作、入

選を選出した。第 20回優秀賞受賞作については朗読を録音し、ウェブサイトから視聴できるよ

うにした。加えて、過去の優秀賞受賞作をウェブサイトのアーカイブコーナーに掲載した。 

 

９ サノフィ株式会社の後援による、患者・家族への教育・支援活動促進事業 

脳卒中患者・家族に対する教育・訓練・社会参加への支援活動を促進するために、平成 22年に

日本脳卒中協会「サノフィ賞」を設け、それらの活動に貢献した個人もしくは団体を選定し表

彰してきた。平成 30 年度は、「啓発部門」で高知 stroke nursing therapist 様が、「社会参

加支援部門」で特定非営利活動法人 脳外傷友の会 高志様(個人)が選出され、平成 30 年 6 月 

2 日(土)、梅田スカイビル(大阪府市北区)で開催された同協会社員総会において、平成 30 年度

日本脳卒中協会「サノフィ賞」受者の発表と表彰式を行った。また受賞者と授賞理由をプレス

リリースにて発表し、賞の存在と、日本脳卒中協会の活動を広報した。 

 

１０ 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) 

脳卒中再発予防の推進のため、昨年度同様のテーマ「脳卒中を再発させない戦略 ～IoT 時

代の服薬アドヒアランス ～」で、服薬アドヒアランスの重要性と IoT(Internet of Things)

関連製品を用いた新たな服薬継続システム構築について各支部との共催で学術講演会を全

国で開催した。 

(2) 大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部 

ア 薬局への情報提供事業 

双方の条件が折り合わなかったため実施できなかった。 

(3) 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 

5 月 25 日～31 日の脳卒中週間および 12 月 9 日～12 月 24 日において、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。 

(4) 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った。 

イ 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
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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、日本脳卒中協会千葉県、福岡県および群馬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

1 月 24 日に千葉県佐倉市、2019年 3 月 1日に福岡県福岡市、2019 年 3 月 28日に群馬県前橋

市で開催した。 

(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 

心房細動の脳卒中予防に関する情報を、広く認知させるために、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、パンフレット等を通じ

た啓発活動を継続的に行った。 

(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） 

2018 年度は、啓発講演会を全国 12 ヶ所で開催し 360 名の参加を得た。講演の内容は、心房

細動の早期発見や抗凝固療法に関するものが多かったが、脳卒中ケアに関する地域連携を取

り上げたものも多くみられた。また、予防だけではなく、急性期治療に関する最新の話題や

健康寿命の延伸をテーマにした講演もみられ、参加者が多職種にわたっていることを反映し

ていた。 

2018 年から Care AF 講演会を再開した支部もあり、このような多職種による地域連携を支援

する講演会のニーズが高まっていると考えられた。 

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） 

2018 年 6 月、特定健診の新しい心電図検査の実施基準を解説した「心電図検査、眼底検査の

実施に関するガイダンス」を発行し、主に保健師や自治体を対象に配布した。 

また、「提言書第四版」を 12 月に発行し、特定健診における心電図検査の実施状況や急性期

治療から見た抗凝固療法の現状を報告した。パイロット事業である、秋田パイロット（日常

診療での脈チェック及び医療連携）と京都伏見パイロット（患者教育と医薬連携によるアド

ヒアランス向上）は結果の公表に向け準備中である。泉佐野泉南地域における保健と医療の

連携による取り組みについては、同地域での脳卒中による入院患者数や脳梗塞の医療費が低

下していることが確認され（国保データベースでの全国および大阪府平均との比較）、具体的

な成果が見えてきた。 

(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、スポーツイベント 2会場、ラジオ番組および新聞での情報提

供(新潟、鳥取)、ねんりんピック富山 2018 での予防啓発活動を行った。 

・スポーツイベントでは、Jリーグ 1試合（ベガルタ仙台）、および関西学生アメリカンフッ

トボールリーグ戦にて、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」
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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。 

・BSN 新潟放送ラジオ*2、BSS 山陰放送*3、両放送局に協力いただき、脳卒中予防啓発のテ

ーマを番組に取り入れ、制作・放送した。  

*2) BSN 新潟放送 

番組タイトル:「特別番組 ストップ！ＮＯ卒中」 

放送日時:2018 年 5月 25 日(金)11：45～11：50 放送 

出演:新潟大学 脳研究所脳神経外科 教授/日本脳卒中協会 新潟県支部長 藤井幸彦 先生、 

新潟大学 脳研究所脳神経外科 講師 長谷川仁 先生 

*3) BSS 山陰放送 

番組タイトル:「あさスタ」 

放送日時: 

第 1 回 2018年 5 月 25 日（金）9：30～9：35 放送 

第 2回 2018年 5 月 28 日（月）9：30～9：35 放送 

出演:鳥取大学 医学部脳神経外科学 准教授 坂本誠 先生 

・BSN 新潟放送ラジオ*2、BSS 山陰放送*3 に協力いただき、「ストップ!NO 卒中 新潟県民/

鳥取県民を脳卒中から守るために」をテーマに、新潟大学 脳研究所脳神経外科 教授/日本脳

卒中協会 新潟県支部長 藤井幸彦先生、新潟大学 脳研究所脳神経外科 講師 長谷川仁先生

と、鳥取大学 医学部脳神経外科学 准教授 坂本誠先生にご解説頂いた。  

・新潟日報*4、日本海新聞*5の両新聞社に協力いただき、脳卒中予防啓発の記事体広告を掲

載した。 

*4) 新潟日報 

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:2018 年 5 月 25 日(金)朝刊 

発行部数:約 46 万部 

出演:新潟大学 脳研究所脳神経外科 教授/日本脳卒中協会 新潟支部長 藤井幸彦先生、新潟

大学 脳研究所神経内科 教授 小野寺理先生、新潟大学 脳研究所脳神経外科 講師 長谷川仁

先生 

*5) 日本海新聞 

記事タイトル:「脳卒中 正しい知識で予防と早期発見を」 

掲載日:2018 年 5 月 25 日(金)朝刊 

発行部数:約 16 万部 

出演:鳥取大学 医学部脳神経外科学 教授 黒﨑雅道先生、鳥取大学 医学部脳神経内科学 教

授 花島律子先生、鳥取大学 医学部脳神経外科学 准教授 坂本誠先生 

・ねんりんピック富山 2018(11 月 3 日～4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、検脈の体験や
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受診勧奨等の啓発活動を行った。 

・市民公開講座を熊本県、兵庫県、長野県(長岡市、上越市)、大阪府、千葉県で実施した。 

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、専門医を対象にエリアエキスパート会議を、2018 年 6月 2 日に大阪で開催した。全

国から多数(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に

おける「脳卒中と循環器病克服 5ヵ年計画」の取り組み状況を紹介し、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 41 支部(参加医師数:1,335 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 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 

今年度は次の通り開催した。なお累計で 157 回開催し、延べ 18,050 名が受講。 

①日本脳卒中協会支部主催の市民公開講座への共催 

(内容)講師派遣、ブース・資材提供、集客(回数)熊本県、島根県 合計 2回 

②日本脳卒中協会支部主催の市民公開講座に参画 

(内容)ブース・資材提供、集客(回数)鹿児島県、福岡県 合計 2回 

③脳卒中セミナーを主催 (回数)長野県、大阪府、青森県 合計 3回 

(ｲ)社外の組織向けの啓発活動 

①ファイザー株式会社 

同社の掲げる方針【patient first】の具体化推進を支援する活動を行った。 

・かかりつけ医向けの脳卒中患者説明動画作成 

・支店長、営業所長、ＭＲ向けに脳卒中理解セミナー 2 回、延べ 1,170 名参加 

②慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科「民間保険経営論」 

『損害保険グループとしての生命保険事業におけるヘルスケア分野への取り組み』と称して、

当社と日本脳卒中協会との共同事業の啓発活動を紹介。 

(ｳ)社内向け啓発活動 

今年度は 10回開催。累計で 169 回開催し、延べ 7,400 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」と称して兵庫医科大学の吉

村紳一先生を取材し「広がる脳血管内治療の進歩と課題」を新規掲載した。 
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(ｲ)脳卒中カレンダー配布 

日本脳卒中協会の脳卒中予防啓発カレンダーに協賛し、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、循環器病対策基本法』制定に向けた陳情活動を継続して行った 

 

１１ 新規戦略事業 

(1) 啓発戦略開発事業 

新たな啓発戦略について検討するために、「啓発委員会準備委員会」を開催し、その後、「啓発委

員会」を発足させた。同委員会において、脳卒中体験者による speakers bank を発足・運営する

ための具体的方法を検討し、事業計画を作成した。 

(2) 脳卒中患者･家族調査事業 

「患者・家族委員会準備委員会」で、全国の患者・家族モニターによる患者・家族調査の実現に

向けて具体的方法を検討した。都道府県との協同による啓発プロジェクト（鹿児島県）で患者・

家族にアンケート調査を行える可能性が得られたため、アンケート内容について検討を行った。 

(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全国的に実現するために、「学習指導要領対策検討ワーキンググループ」

を発足させ、関連教科（保健・体育、技術・家庭、理科）の学習指導要領およびその解説に脳卒中

（生活習慣病）教育を盛り込むために必要な作業を検討し、ロードマップを作成した。 

 

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 またはメールを用いて支部において行

い、2018 年 4 月から 2019 年 3 月末までに、合計 184件の電話・FAX・メールによる相談を受けた。 

 

〈北海道支部〉 

・実施方法：電話 080-4042-0256 

・開催日時：毎月第 1土曜日 10 時～16 時 

・相談実績：電話 8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〉 



 

10 

・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 

・相談実績：電話 8件 FAX 0 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 

・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 

・相談実績：FAX 0件 

 

〈栃木県支部〉 

・実施方法：電話（ファックス）相談 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 

・相談実績：電話 6件 FAX 0 件 

 

〈群馬県支部〉 

・実施方法：メール jsa-info@jsa-gunma.org 

・相談実績：メール相談 2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 

・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 

・相談実績：FAX 2件 
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〈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 10 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 

・相談実績：FAX 1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 

・相談実績：FAX 0件 

 

〈山梨県支部〉 

・実施方法：電話（FAX）相談 055-273-9036 

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

・相談実績：電話 7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 
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・開催日時：24 時間 365 日受付 

・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、メール相談 stroke@nnh.hosp.go.jp 

・開催日時：24 時間 365 日受付 

・相談実績：FAX 2件、メール相談 30件 

 

〈三重県支部〉 

・実施方法：FAX  059-231-5515 

・開催日時：24 時間 365 日受付 

・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 077-548-2531 24 時間 365日受付 

・相談実績：電話 9件 FAX1 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：毎月第 4土曜日 10 時〜16 時 

・相談実績：電話 63件 FAX 1 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 
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・相談実績：FAX 0件 

 

〈和歌山県支部〉 

実施していない 

 

〈鳥取県支部〉 

実施していない 

 

〈島根県支部〉 

・実施方法：FAX  0853-20-2194 

・開催日時：24 時間 365 日受付 

・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 1件 

 

〈広島県支部〉 

・実施方法：FAX  082−505-0490 

・開催日時：24 時間 365 日受付 

・相談実績：FAX 7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 6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 

・相談実績：FAX 0件 
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〈愛媛県支部〉 

・実施方法：電話  089-960-5338、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 

・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 0 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  

・相談実績：FAX 2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〉 

・実施方法：（熊本地震により支部が大変混乱しているため、当面休止） 

・相談実績：電話 0件 

 

〈大分県支部〉 

 実施していない 

 

〈宮崎県支部〉 
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・実施方法：電話  0985-85-31281  FAX 0985-84-457 

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

・相談実績：電話 3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 65 回、医療従事者を対象とした講習会を

116 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 エリアセミナー 

開催日：2018 年 10月 25 日（木）19 時～20 時 45 分 

会場：札幌プリンスホテル（札幌市中央区南 2条西 11 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 

・市民講座（弘前大学循環器腎臓内科主催） 

 名称：青森県脳卒中セミナー 

 開催日：2018 年 9月 4 日（火）14 時〜16 時 

 会場：青森県男女共同参画プラザカダール 

 参加人数：119 名 

 テーマ：｢脳卒中を知り、予防する｣ 

内容：脳卒中の病態、予防、治療法についての講座ならびに脳卒中経験者との対談 

・市民講座（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 主催） 

 名称：脳卒中市民公開講座 2018 

 開催日：2018 年 9月 30 日（日）14時〜16 時 

 会場：弘前市民文化交流館 大ホール（ヒロロ 4階） 
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 参加人数：150 名 

 テーマ：｢ためになる！『あたらない』ためのお話し｣ 

 目的：脳卒中の予防啓発と脳卒中患者及びその家族を支援するため 

(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 

 

〈岩手県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

①岩手県民の心房細動による脳梗塞を予防する-心房細動患者さんの脳を守ろうプロジェクト in 

岩手！- 

開催日時：2018 年 11 月 27 日 

会場：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 

参加人数：50 名 

②脳と血管病 Forum 

 開催日時：2018 年 10 月 26日 

 会場：盛岡グランドホテル 

 参加人数：50 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 

 

〈秋田県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ脳卒中エリア会議（ファイザー株式会社共催） 

開催日：2018 年 11月 25 日、会場：秋田県立脳血管研究センター、参加人数：40名、テーマ：脳

卒中の予防について 

(3)研修医教育研修事業 

・第 29 回秋田 ISLS コース（脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会共催）、2018 年 11 月 24 日、

18 名受講、会場：秋田県立脳血管研究センター 

・第 30 回秋田 ISLS コース（脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会共催）、2018 年 3 月 2 日、20

名受講、会場：秋田県立循環器・脳脊髄センター 

(4)救急隊教育研修事業 

・第 29 回秋田 ISLS/PSLS コース（脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会、秋田県消防長会、日本

臨床救急医学会共催）、2018年 11 月 24 日、10名受講、会場：秋田県立脳血管研究センター 
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・第 30 回秋田 ISLS/PSLS コース（脳卒中救急医療研究会、秋田県医師会、秋田県消防長会、日本

臨床救急医学会共催）、2019年 3 月 2日、10 名受講、会場：秋田県立循環器・脳脊髄センター 

(5)その他の活動 

 心房細動による脳卒中を予防するプロジェクト（TASK-AF） 秋田パイロット研究 

 

〈山形県支部〉 

(1)市民啓発事業 なし 

(2)開業医教育研修事業 (3)研修医教育研修事業 

・第 40 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（2018

年 7 月 21 日 山形大学医学部「大講義室」：山形市） 

・第 41 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（2018 年 12月 8 日 山

形医学交流会館「ホール」：山形市） 

(4)救急隊教育研修事業 

・第 40 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 

（2018 年 7月 21 日 山形大学医学部「大講義室」：山形市） 

 

〈福島県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座 

名称：第 10回福島県脳卒中市民公開講座 

開催日：2018 年 10月 26 日（土） 会場：コラッセ福島 参加人数：約 180 名 

テーマ：脳卒中の予防と患者・家族の支援を目指して 

講演 I：「脳卒中の基本と最先端治療」 広南病院血管内脳神経外科 松本 康史 

講演 II：「これから増える脳卒中：その最新事情」 東北大学脳神経外科 冨永 悌二 

(2)開業医教育研修事業 

・第 8回 Care AF 講演会 

開催日：2018 年 7 月 26 日 会場：Hotel SANKYO Fukushima 

講演 I：「心房細動治療と DOAC」 福島赤十字病院第 2循環器内科 渡部 研一 

講演 II：「心原性脳塞栓症診療の全体像」 竹田総合病院神経内科 石田 義則 

・ストップ！NO 卒中プロジェクト in 福島 2018 

開催日：2018 年 10月 16 日 会場：ウェディングエルティ 

特別講演 I： 

「県北の脳卒中登録調査から見えてきたこと －おかしいな？思ったらすぐ受診を！」 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 II：「プライマリ・ケア医による脳卒中予防と治療」 

獨協医科大学脳神経内科 脳卒中部門長 竹川 英宏 
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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 

 

〈茨城県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民公開講座 

開催日：2018 年 4 月 28 日、会場：イーアスホール（つくば市）、参加人数：約 100 名 

  テーマ：半身麻痺を知ろう 

講演 1 石川栄一「手足が動かない！脳腫瘍かも？」 

講演 2 山崎友郷「手足が動かない！外傷かも？」 

講演 3 小松洋治「手足が動かない！脳卒中かも？」 

(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 

 2018 年 10月 15 日、ホテルグランド東雲（つくば市）、約 50 名 

 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 平野照之「心房細動と認知症」 

(3)研修医教育研修事業 

・脳血管障害カンファレンス 

 開催日：2018年 4 月 19日、6月 25日、9月 12日、10 月 18 日、12月 6 日、2019 年 1 月

10 日 

 会場：筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ 

(4)救急隊教育研修事業 

・2018 年 12月 2 日午前 第 8回つくば・常総 ISLSコース 筑波大学附属病院 

・2018 年 12月 2 日午後 第 9回つくば・常総 ISLSコース 筑波大学附属病院 

  

〈栃木県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座 

名称：第 5回 脳卒中市民公開講座 NO 卒中！ 

開催日：2018 年 10月 27 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：84 名 

テーマ：脳卒中の予防と治療の最前線 

(2)開業医教育研修事業 

・第 12 回栃木脳梗塞講演会 SCRUM（Seamless care support program for stroke） 

開催日：2018 年 7 月 27 日 会場：宇都宮グランドホテル 
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「脳主幹動脈の同時多発閉塞に対する血栓回収療法」 

西平崇人（獨協医科大学病院脳卒中センター  獨協医科大学脳神経内科） 

「IoT 時代に即した脳梗塞薬物治療の新展開」 

並木 徳之（静岡県公立大学法人 静岡県立大学、薬学部薬学科臨床薬学大講座（実践薬学分野）

薬学研究院（実践薬学教室）） 

「変貌する脳梗塞治療と再発予防-急性期治療からアドヒアランスまで-」 

橋本 洋一郎（公益社団法人 日本脳卒中協会 熊本県支部 支部長、熊本市民病院） 

・ストップ！NO 卒中エリア会議 in 栃木 

開催日：2018 年 9 月 11 日 会場：ホテル東日本宇都宮 

「未治療・未診断心房細動と脳卒中」 

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） 

「脳卒中と循環器病克服 5か年計画〜高齢化・多疾患罹患時代の循環器病診療〜」 

安田聡（国立研究開発法人国立循環器病研究センター） 

・“認知症”と“心房細動”について考える Real World Meeting 

基調講演「心房細動と認知症」長田乾（横浜総合病院臨床研究センター） 

Discussion 

「“認知症”ならびに“心房細動”を踏まえた高齢者に対する脳梗塞予防ならびに治療」 

司会：今井明（済生会宇都宮病院脳卒中センター）、 

藤本茂（自治医科大学内科学講座神経内科部門） 

・栃木県 Care AF 講演会 2018 

開催日：2018 年 10月 22 日 会場：宇都宮市文化会館 

「心房細動の病態とリスク」 

村越伸行（筑波大学医学医療系循環器内科学 成人難病地域医療学） 

「潜因性脳梗塞診療の問題点と克服法―Beyond ESUS を目指してー」 

吉岡耕太郎（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 認知行動医学講座 

脳神経病態学） 

(3)研修医教育研修事業 

・脳卒中治療戦略セミナー 

開催日：2018 年 6 月 14 日 会場：ホテルマイステイズ宇都宮 

「改訂下肢静脈エコー検査の標準的評価法を DVT 診療に活かす」 

「知ると得する超音波を用いた血管炎診療」 

「LIVE デモンストレーション」 

濱口浩敏（北播磨総合医療センター脳神経内科部長、脳卒中・神経センター） 

(4)救急隊教育研修事業 

・平成 30 年度脳卒中病院前救護研修会 

開催日：2018 年 12月 12 日 会場：獨協医科大学関湊記念ホール 



 

20 

「変貌する超急性期脳梗塞治療と脳卒中が疑われる傷病者への病院前救護」 

竹川英宏（獨協医科大学病院 脳卒中センター、獨協医科大学脳神経内科） 

「パネルディスカッション」 

獨協医科大学病院救命救急センター長 小野 一之 

自治医科大学附属病院救命救急センター長 間藤 卓 

獨協医科大学病院脳卒中センター長 竹川 英宏  

宇都宮市消防局西消防署救急主任 鈴木 章雄 

栃木市消防本部都賀分署係長 西部 誠  

佐野市消防本部佐野市消防署救急救助第一課救急指導係長 森下 通成  

芳賀地区広域行政事務組合消防本部茂木分署副分署長 藤平 学  

南那須地区広域行政事務組合消防本部那須烏山消防署救急係長 菊地 雅俊 

(5)その他の活動 

・無料頸動脈エコー検診 

2018 年 7 月 20 日（株式会社 TKC （宇都宮市）） 

2018 年 9 月 28 日（UACJ 株式会社 （日光市）） 

2018 年 10月 27 日「とちぎ健康フェスタ 2018」（とちぎ健康の森、宇都宮市） 

2019 年 3 月 2 日「女性の元気＆キレイ応援イベント」（宇都宮市保健センター、宇都宮市） 

・宇都宮地区薬薬連携研修会 

開催日：2018 年 10月 19 日 会場：宇都宮市医療保険事業団講堂 

「抗凝固薬服薬アドヒアランスアンケート調査について」 

竹川英宏（獨協医科大学病院 脳卒中センター、獨協医科大学脳神経内科） 

 

〈群馬県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・「脳卒中の予防と治療」 

 開催日：2018 年 10 月 20 日（土） 

 会場：前橋赤十字病院 

(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 群馬 

開催日：2018 年 9 月 14 日（金） 

会場：群馬ロイヤルホテル 

・抗凝固療法シンポジウム 

「抗凝固療法中に出欠および緊急手術・処置への対策」 

開催日：2018 年 12月 12 日（水） 

会場：群馬ロイヤルホテル 

(3)研修医教育研修事業 (4)救急隊教育研修事業 
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第 36 回群馬 ISLS/PSLS コース 2018 年 5 月 13日 群馬大学医学部附属病院 

第 37 回群馬 ISLS/PSLS コース 2018 年 8 月 26日 前橋赤十字病院 

第 38 回群馬 ISLS/PSLS コース 2018 年 11 月 11 日 群馬大学医学部附属病院 

第 39 回群馬 ISLS/PSLS コース 2019 年 2 月 10日 前橋赤十字病院 開催 

 

〈埼玉県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座 

 12 月 8 日（土）10 時～12 時 30分「ストップ！NO卒中」脳卒中 予防で生き生き健康長寿、目

白大学メディカルスタッフ研修センター（目白大学国立埼玉病院キャンパス） 

(2)開業医教育研修事業 

 2018 年 10月 9 日（火）19時 10 分～21 時「ストップ！NO 卒中プロジェクト」ラフレさいたま 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワークの運用に係る病院前脳卒中セミナー 

 会場：埼玉医科大学国際医療センター 

 開催日：2018 年 5月 29 日（火）、8月 28 日（火）、11 月 13 日（火）、2月 26 日（火） 

13：00～16：00 

 

〈千葉県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「佐倉市脳卒中市民公開講座」 

開催日：2018 年 4 月 21 日（土）、参加人数 100名、テーマ「脳卒中を撲滅しよう！」 

・市民講座「白井市介護予防講演会」 

開催日：2018 年 5月 29 日（火）、参加人数 70 名、テーマ「脳卒中を学ぼう～命を守り、後遺症を

防ぐために～」 

・市民講座「成田市脳卒中市民公開講座」 開催日：2019 年 3月 23 日 

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO 卒中 2018 プロジェクト 全国一斉エリア会議 

開催日：2018 年 10月 15 日 

・Daiichi Sankyo Medical Affairs 

開催日：2019 年 1 月 24 日 

(3)研修医教育研修事業 

・日本医大千葉北総病院スキルアップコースにて脳卒中の講義 

開催日：2018 年 10月 16 日 

(4)救急隊教育研修事業 
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・北総救命会 PSLSコース 

開催日：2018 年 12月 8 日 

(5)その他の活動 

・脳卒中にならないために－コードブルーの経験を踏まえて－平成 30年度印旛中健康教育講演会 

開催日：2018 年 10月 15 日 

・脳卒中にならないために－コードブルーの経験を踏まえて－平成 30年度小林中健康教育講演会 

開催日：2018 年 10月 26 日 

・脳卒中、認知症に立ち向かう平成 30年度印西市高齢者クラブ連合会 

開催日：2018 年 11月 13 日 

・わかりやすい脳卒中のお話し成田市中央地域包括支援センター講演会 

開催日：2018 年 11月 15 日 

・脳卒中にならないために－コードブルーの経験を踏まえて－平成 30年度印西市立原山中健康教

育講演会 

開催日：2018 年 11月 30 日 

 

〈東京都支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 23 回 東京都脳卒中市民公開セミナー」 

テーマ:「脳卒中の最新治療とリハビリテーション」  

開催日:2018 年 5 月 12 日（土）14 時〜16 時 

会場:東海大学医学部付属八王子病院 東海ホール  

 参加人数：75 名 

総合司会  東海大学八王子病院神経内科 教授 野川 茂 

講演「脳卒中にならないための生活習慣とは?」 

 東京医科大学八王子医療センター 神経内科 准教授 赫 寛雄 

講演「もし脳卒中を起こしたら?‐t-PA から予防治療まで」 

 日本医科大学多摩永山病院 脳神経内科 准教授 長尾毅彦 

講演「血管内治療―血栓回収療法から動脈瘤塞栓術まで」 

 東海大学医学部付属八王子病院 脳神経外科 准教授 小田真理  

講演「脳卒中の最新リハビリ‐嚥下リハビリを含めて」 

 杏林大学 リハビリテーション科 准教授 山田 深  

・第 44 回日本脳卒中学会学術集会 市民公開講座 

主催：東京女子医科大学脳神経内科学講座、後援：日本脳卒中協会東京都支部 

開催日：2019 年 3 月 24 日 13時半〜16 時半 

会場：コンフォート新宿 

講演内容 
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開会の挨拶：東京女子医科大学脳神経内科 教授・講座主任 北川一夫 

「脳卒中の予防 危険因子の管理（高血圧、糖尿病、脂質異常症）」 

 演者：東京女子医科大学脳神経内 助教 星野岳郎 

「脳卒中の救急対応」 

 演者：東京女子医科大学救命救急科 臨床教授 武田宗和 

「脳卒中の内科治療（t-PA、抗血栓療法）」 

 演者：東京女子医科大学脳神経内科 准講師 遠井素乃 

「脳卒中の脳血管内治療と外科治療」 

 演者：東京女子医科大学脳神経外科 助教 石川達也 

「脳卒中のリハビリテーション」 

 演者：東京女子医科大学リハビリテーション科 准教授 和田 太 

「脳卒中の看護のポイント」 

 演者：東京女子医科大学脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 茂木奈津 

閉会の挨拶：東京女子医科大学脳神経外科 教授・講座主任 川俣貴一  

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ！NO 卒中プロジェクト in 東京 

開催日：2018 年 10月 26 日 19 時〜21 時 

会場：ホテルサンルートプラザ新宿 

講演内容： 

VTR：「ストップ！NO卒中 健康寿命の延伸をめざして」日本脳卒中協会 

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

特別講演 1：「脳卒中の合併症とアドヒアランスを考える」 

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

特別講演 2：「脳梗塞・認知症予防のための禁煙・心房細動対策-DOAC 活用と禁煙支援のコツ-」 

  演者：熊本市民病院 主席診療部長 日本脳卒中協会熊本県支部 支部長 橋本洋一郎 

(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：2018 年 9 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 

・「脳卒中の病院前救護」川崎市麻生消防署講堂 
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開催日：2018 年 10月 9 日、10 日 

(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：2018 年 6 月 25 日、12 月 13 日 

 

〈横浜市支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「専門医師・看護師・栄養士・理学療法士がとことん解説！脳卒中 予防と再発予防」 

開催日：2019 年 1 月 17 日 

会場：関内ホール 

(2)開業医教育研修事業 

大塚製製薬との協同事業「SCRUM」 

開催日：2018 年 5 月 12 日 

会場：神奈川県総合薬事保険センター 

  「IoT 時代に即した脳梗塞薬物治療の新展開 脳卒中の病態と抗血小板剤アドヒアランス」 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 ＹＢＳＣ救急隊勉強会 

  第 1 回 脳梗塞治療における血管内治療の役割         南消防署 

  第 2 回 一歩先を行く救急隊―鑑別診断とピットホール     磯子消防署 

  第 3 回 脳梗塞治療における血管内治療の役割         中消防署 

  第 4 回 脳卒中が疑われて来院した脳卒中以外の疾患について  金沢消防署 

 

〈新潟県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民公開講座「脳の病気と最新治療 切らずに治す！脳卒中の最新治療」 

新潟大学脳神経外科 長谷川仁 

開催日：2019 年 3 月 17 日（日） 

会場：新潟大学駅南キャンパス ときめいと 

・ストップ！NO 卒中プロジェクト 新潟県ラジオ広告啓発 

日時：2018年 4 月 24 日（火） 

会場：BSN 新潟放送本社 

(2)開業医教育研修事業 なし 

(3)研修医教育研修事業 

・第 1回新潟脳血管内治療エキスパート養成ワークショップ 

講演「NNT 2.6 の衝撃．血栓回収療法をマスターしよう！」 

広南病院 血管内脳神経外科 部長 松本康史 
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開催日：2018 年 6 月 2 日（土） 

会場：新潟大学脳研究所 

・研修医神経救急パワーアップセミナー 

講演「見逃すな！危険な頭痛と治る片麻痺」 

新潟大学脳神経外科 長谷川仁 

開催日：2018 年 5 月 23 日（水），2018年 6 月 29 日（金） 

会場：新潟大学医療人育成センター 

・若手脳神経外科医のための脳動脈瘤治療スキルアップセミナー 

講演「脳動脈瘤クリップの構造・和製クリップの興亡」 

聖マリアンナ医科大学脳神経外科教授 田中雄一郎 

開催日：2019 年 1 月 11 日（金） 

会場：ホテル日航新潟 

 

〈富山県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「富山大学附属病院包括的脳卒中センター開設記念市民公開講座」共催 

開催日：2018 年 6 月 17 日（日）13 時〜15 時 30 分、会場：富山国際会議場メインホール 

・市民講座「第 12 回脳卒中公開講座」 

開催日：2018 年 12月 1 日（土）13 時 30 分〜15 時 30 分、 

会場：富山国際会議場メインホール、参加人数 60名 

  内容：脳卒中の予防、富山大学附属病院脳卒中センター、脳卒中のリハビリテーション 

・第 2回富山脳卒中の会相談会 支援 

2018 年 11月 17 日（土）13時 30 分〜16 時 30分 市立砺波総合病院 

(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：2018 年 10月 5 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 

・t-PA 静注療法実施可能な医療機関の調査・公表 

 

〈石川県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「夏休み親子脳卒中教室」 

開催日：2018 年 8月 4 日、小学生高学年生とその保護者を対象に体験イベントや脳卒中について

の講演会、寸劇など 
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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 

・「救急症例検討会」開催日：2018 年 6 月 6 日、12月 5 日、救急搬送された症例の検討と勉強会 

 

〈福井県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「平成 30年度春期福井脳卒中県民講座」 

 開催日：2018 年 5月 27 日（日）14時～ 

 会場：福井県 県民ホール 

 参加人数：84 名 

 テーマ：脳卒中、早期発見から早期治療へ 

・市民講座「平成 30年度秋期福井脳卒中県民講座」 

 開催日：2018 年 11 月 25 日（日）13時 30 分～ 

 会場：敦賀市松原公民館 

 参加人数：120 名 

 テーマ：脳血管について 

(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 

 開催日：2018 年 10 月 19 日（金）19時 30 分～ 

 会場：福井県 ユアーズホテルフクイ 

 参加人数：30 名 

テーマ：心・脳血管性認知症を防ぐためにできること 

・福井県 Care AF 

開催日：2018 年度 11 月 16 日（金） 

会場：福井県国際交流会館 

参加人数：15 名 

テーマ：脳卒中再発の実態  

(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 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 in 山梨 

開催日：2018 年 9 月 11 日（火）、会場：甲府 古名屋ホテル 
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特別講演脳「卒中治療システムの構築―これまでとこれから―」 

座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之  

演者：奈良県立医科大学脳神経外科学 教授 中瀬 裕之  

・山梨県 CareAF 講演会 2018 

開催日：2018 年 9 月 18 日（火） 会場：甲府 山梨県立図書館 

特別講演 1「当院における抗凝固薬の使用状況について」 

座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之  

演者：のだ内科クリニック 院長 野田 嘉明  

特別講演 2「心原性脳塞栓症急性期治療と二次予防および医療連携」 

座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之  

演者：山梨県立中央病院中央診療部 統括部長 中野 真  

(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 

・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：2018 年 5 月 26 日（土） 会場：甲府 山梨中銀スタジアム 

 

〈長野県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「最新の脳手術方法」 

 開催日：2018 年 11 月 11 日（日）14時 30 分～16時 30 分 

 会場：キッセイ文化ホール 中ホール 

 参加人数：約 200名 

(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：2018 年 10月 31 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 11 回岐阜脳卒中市民公開講座」         

 開催日：2018 年 9月 1 日（土） 14時〜16 時 

 会場：美濃加茂市文化会館ホール 

参加人数： 77 名、個別相談 6組 
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 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） 

 「脳卒中のお話」伊藤 毅（木沢記念病院 脳神経外科 部長） 

 「切らずに治す脳卒中」武井啓晃（中部療護センター 脳神経外科） 

 「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 

 2018 年 10月 4 日 19 時 30分〜 岐阜グランドホテル（岐阜市）   

 第 1 部：日本脳卒中協会本部 VTR 

 第 2 部：支部別講演 座長：岩間 亨（岐阜大学脳神経外科） 

 「心房細動と認知症」平野照之（杏林大学脳卒中医学講座 教授） 

(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 

2018 年 5 月 9 日（水）会場：ホテルグランヴェール岐山 19 時 30 分〜 参加人数 55 名 

テーマ 1：頭部外傷のみかた 講師：山田哲也（岐阜大学脳神経外科） 

テーマ 2：脳卒中について 講師：船津奈保子（岐阜大学脳神経外科） 

第 2回 

2018 年 7 月 5 日（木）会場：ホテルグランヴェール岐山 19 時 30 分〜 参加人数 43 名 

テーマ 1：出血性脳卒中について 講師：水谷大祐（土岐市立総合病院脳神経外科） 

テーマ 2：虚血性脳卒中について 講師：武井啓晃（木沢記念病院脳神経外科） 

第 3回 

2018 年 7 月 26 日（木）会場：ホテルグランヴェール岐山 19 時 30 分〜 参加人数 40 名 

テーマ 1：意識障害のみかた 講師：植松幸大（岐阜大学脳神経外科） 

テーマ 2：てんかん専門医によるてんかんレクチャー 講師：篠田 淳（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 エリア会議、2018 年 9 月 28日 

・CareAF 2018 年 9月 13 日 

・SCRUM（合計 3回） 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 
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・静岡県消防学校での講義 

開催日：2019 年 1 月 9 日、2019 年 1月 11 日 

 

〈愛知県支部〉 

・市民講座「第 30 回日本医学会総会市民啓発事業『病気のことを考える教室』」 

開催日：2019 年 3 月 30 日（土）10 時〜、13 時〜の 2回 

会場：ポートメッセナゴヤ 

テーマ：脳卒中の全てを知ろう！ 

1．講演 1「脳卒中ってどんな病気？ どうすれば予防できるの？」  

講師：奥田 聡（愛知県支部、名古屋医療センター副院長） 

2．寸劇「万一の時、家族にできることは？」（仮） 

演者：NO 卒中隊（愛知県脳卒中リハビリテーション認定看護師チーム） 

3．講演 2「脳卒中になったどんな治療をするんだろう？」（仮） 

講師：宮地 茂（愛知県支部、愛知医科大学脳血管治療センター教授） 

4．なんでも質問コーナー：出演者全員 

(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：2018 年 10月 6 日 

会場：ホテルサンルートプラザ名古屋 

1．愛知県血栓回収療法普及のためのプロジェクト 愛知県支部 宮地 茂 

2．抗血栓薬カードのご紹介  愛知県支部 奥田 聡 

3．脳卒中と循環病克服 5か年計画～今後の我が国の脳卒中診療はどう変貌するか～ 

   熊本市民病院 主席診療部長 橋本洋一郎 

(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 1回愛知県血栓回収療法教育セミナー 

開催日：2018 年 6 月 17 日 

・抗血栓療法中の患者に対する抗血栓薬服薬カード（抗血栓薬カード）の作成・配布 

 

〈三重県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 10 回亀山市脳卒中市民講座 脳卒中と対峙する」 

 開催日：2018 年 10 月 27 日、会場：亀山市文化会館 、参加人数：約 400 名 

テーマ：脳卒中 

・市民講座「第 11 回伊勢地区医師会 脳卒中・認知症市民公開講座」 
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開催日：2018 年 11月 23 日、会場：伊勢市生涯学習センター いせトピア 

 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セミナー 

開催日：2018 年 5 月 11 日、2018 年 9月 28 日 

・研修医のための脳神経内科セミナー 

開催日：2018 年 4 月 21 日、2018 年 10月 6 日 

・研修医のための脳神経内科・脳神経外科合同セミナー 

開催日：2019 年 2 月 15 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 

・救急部、脳神経外科、神経内科合同 Stroke カンファレンス 

開催日：2018 年 9 月 11 日、2019 年 3月 5 日 

・中勢 stroke セミナー 

開催日：2018 年 6 月 6 日、2019 年 1月 30 日 

 

〈滋賀県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「滋賀県脳卒中・心筋梗塞県民公開講座『元気に長生き。脳と心臓は大丈夫？』」 

 開催日：2018 年 12 月 1 日、会場：滋賀医科大学 

 滋賀県民の長寿のヒミツ ここまでできる！心臓・血管に対するカテーテル治療！ 

 参加人数 167 名 

(2)開業医教育研修事業 

・SCRUM 滋賀の脳卒中を考える会 

開催日：2018 年 10月 6 日  

・ストップ NO 卒中 エリア会議 

開催日：2018 年 10月 27 日  

(3)研修医教育研修事業 

・第 14 回京滋脳神経外科ハンズオンセミナー 

開催日：2018 年 6 月 16 日  

(4)救急隊教育研修事業 

・第 38 回京滋 ISLSコース 

開催日：2018 年 11月 11 日  
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〈京都府支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 16 回脳卒中市民講座」 

開催日：2018 年 12月 1 日（土） 

会場：京都医療センター多目的ホール 

参加人数：約 120 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：2018 年 9 月 29 日 

・京都府 Care AF 学術講演会 

開催日：2018 年 11月 17 日 

・SCRUM 講演会 

開催日：2019 年 3 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 

 

〈大阪府支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 14 回 脳卒中市民講座」 

開催日：2018 年 5 月 27 日（日） 

会場：千里ライフサイエンスセンター 5 階ライフホール 

参加人数：約 340 名 

(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 15 回豊能 PCEC・PSLS コース 

開催日：2018 年 10月 15 日（日） 

会場：大阪大学医学部附属病院 

受講者数：28 名 

 

〈兵庫県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「脳卒中市民公開講座 ストップ！脳卒中」 

 開催日：2018 年 5月 27 日（日） 14時～15時 30分 

 会場：神戸市立医療センター中央市民病院 1 階講堂 
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 参加人数：55 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：2018 年 10 月 4 日（木）17時〜20時 15分 

 会場：オリエンタルホテル神戸 6F The Oriental Room 

(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 

 イベント名：「防ごう、脳卒中！身近にできることから」 

 開催日：2018 年 9月 29 日（土） 14時～16時 

 会場：奈良県文化会館 小ホール 

 参加人数：約 120名 

プログラム： 

① 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 森井裕太 

② 心臓病と脳卒中－二度目の"まさか私が？！を起こさないために－ 

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 岩間一 

③ こうして治す脳卒中 奈良県立医科大学附属病院 脳卒中センター 本山靖  

(2)開業医教育研修事業 

・ストップ!NO 卒中プロジェクト 奈良県支部学術講演会 

開催日：2018 年 8 月 25 日（土） 会場：ホテル日航奈良 

 講演 1「脳を守ろう!心房細動治療」天理よろず相談所病院 循環器内科 西内英 

 講演 2「DOAC 二次予防のリアルワールドデータ」神鋼記念病院脳神経外科部長 上野泰 

共催：ファイザー株式会社 

・SCRUM 講演会 in 奈良 

開催日：2019 年 3 月 7 日（木） 会場：ホテル日航奈良 

特別講演 1：奈良県立医科大学 内科学第三講座 消化器・内分泌代謝内科 大倉 康志 

特別講演 2：国立循環器病研究センター 脳血管内科 医長  山上 宏 

共催：大塚製薬株式会社 

(3)研修医教育研修事業 

・研修医のための脳卒中講座 

開催日：平成 2018年 5 月 28日（月）17 時 30分～18 時 30 分 

（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 
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(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 なし 

 

〈鳥取県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・ラジオ放送  

「脳卒中週間」（5 月 25 日～31 日）に合わせ、脳卒中予防啓発キャンペーンの一環として、2018

年 5 月 25 日（9:30～5 分間）、28 日（9:30～5 分間）に山陰放送にて、脳卒中の診断、治療、予防

について、坂本 誠鳥取県支部副支部長（鳥取大学医学部脳神経外科 准教授）のラジオ放送を行

った。 

・新聞広告掲載 

「脳卒中週間」（5 月 25 日～31 日）に合わせ、脳卒中予防啓発キャンペーンの一環として、2018

年 5 月 25 日の朝刊：日本海新聞にて、3名（黒﨑雅道（鳥取大学医学部脳神経外科 教授）、花島

律子（鳥取大学医学部脳神経内科 教授）、坂本 誠（鳥取大学医学部脳神経外科 准教授）の各

先生による脳卒中の診断、治療、予防についての新聞広告を掲載した。 

(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米子 

共済：鳥取県西部医師会、ファイザー株式会社 

参加人数：30 名 

プログラム： 

VTR 講演  

「ストップ！NO 卒中 脳卒中医療の均てん化と健康長寿の延伸を目指して」 

山口 武典（国立研究開発法人国立循環器病センター 名誉総長） 

峰松 一夫（国立研究開発法人国立循環器病センター 病院長） 

特別講演 

座長：黒﨑 雅道（鳥取大学医学部 脳神経外科学 教授） 

演者：高木 康志（徳島大学大学院医歯薬学研究部 脳神経外科学分野 教授）  

演題：「脳血管障害に対する外科治療の現状と未来」 

(3) 研修医教育研修事業 なし 

(4) 救急隊教育研修事業 なし 
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〈島根県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 14 回脳卒中市民公開講座」 

開催日：2019 年 3 月 17 日（日）13 時 30 分～15 時 40 分 

会場：益田赤十字病院研修棟 1階講堂 

参加人数：134 名 

テーマ：知っておきたい脳卒中の予防！ 

内容：講演 1「生涯現役目指す脳卒中予防～島根県の取り組み～」 

演者：中本稔（益田保健所長） 

対談「 脳卒中（脳梗塞）経験者に聞く 」  

演者 1：木谷光博（益田赤十字病院 院長） 

演者 2：川勝弘之（日本脳卒中協会 理事） 

(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 

 

〈岡山県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 13 回岡山脳卒中市民公開講座」 

  開催日：2018 年 9 月 15 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：132 名 

 内容： 

講演 1「脳卒中の現状と地域連携」演者：岩永健（岡山赤十字病院 脳卒中科） 

 講演 2「脳卒中の予防と内科治療」演者：大山 直紀（川崎医科大学附属病院 脳卒中科） 

 講演 3「脳卒中の外科治療・血管内治療」演者：松原 俊二（川崎医科大学附属病院 脳

神経外科） 

・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 

共催：日本脳卒中協会岡山県支部、ファイザー株式会社 

開催日：2018 年 11月 1 日（木）19 時～21 時 

開催会場：ANA クラウンプラザホテル岡山（岡山市） 

内容： 

VTR メッセージ 

OpeningRemarks「岡山県における脳卒中の現状」 
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八木田 佳樹（川崎医科大学 脳卒中医学 教授） 

 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「脳卒中予防のための日常診療」大山直紀（川崎医科大学 脳卒中医学 准教授） 

講演②「脳卒中の外科的治療」沈 正樹（倉敷中央病院 脳神経外科 主任部長） 

・「脳卒中地域医療連携プロジェクト 2018」～脳卒中・てんかん医療を考える～ 

共催：日本脳卒中協会岡山県支部、大塚製薬株式会社 

開催日：2018 年 11月 29 日（木）19 時～20 時 30 分 

開催会場：倉敷アイビースクエア「オパール」（倉敷市） 

内容： 

 座長 高尾 聡一郎（倉敷平成病院 理事長） 

  講演①「服薬のコンプライアンス」演者：黒川温子（川崎医科大学付属病院 薬剤部） 

講演②「脳卒中の内科治療」演者：八木田 佳樹（川崎医科大学 脳卒中医学 教授） 

講演③「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 15 回広島脳卒中市民シンポジウム」 

開催日：2018 年 12月 22 日（土） 13時～16時 

会場：広島県医師会館 1 階ホール、参加人数：206 名 

 テーマ：「予防が基本！脳卒中」 

特別講演「今日からできる！脳卒中予防「 

猪原 匡史（国立循環器病研究センター 脳神経内科部長） 

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： 

 大田 泰正（脳卒中センター大田記念病院 理事長 日本脳卒中協会広島県支部 副支部長） 

細見 直永 （広島大学大学院脳神経内科学 准教授） 

「脳卒中予防における脳ドックの役割」 

隅田昌之（広島赤十字・原爆病院 脳神経外科部長） 

「天気と脳卒中」向井 智哉（県立広島病院 脳神経内科 部長） 

「お口の健康で「脳卒中リスク減」～口から血管に拡散される細菌の話～」 
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西 裕美（広島大学病院 口腔総合診療科 診療講師） 

・市民講座「2018 備後脳卒中ネットワーク 市民公開講座」 

開催日：2018 年 11月 10 日（土） 13時～15時 

会場：福山市ものづくり交流館  Rimふくやま 7階会議室 

後援：広島県支部 

参加人数：32 名 

プログラム：認知症の予防と早期発見 

特別講演「高血圧症と脳卒中との関連について」 

演者：土橋 卓也（製鐵記念八幡病院 理事長・病院長） 

(2)開業医教育研修事業 

・「ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議 in 広島」（ファイザー株式会社） 

開催日：2018 年 9 月 20 日（木）18 時 50 分～20 時 10 分 

会場 ：TKPガーデンシティ PREMIUM 広島駅前  

プログラム： 

特別講演「世界、日本、富山の脳卒中診療」 

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：黒田 敏 （富山大学医学部脳神経外科学 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 

・2018 年 5 月 19 日（土）・20 日（日）第 51 回福山ばら祭り 2018 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

ーフレットを来場者に配布。（後援事業） 

 

〈山口県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「市民公開講座 脳卒中の傾向と対策」 

開催日：2018 年 5 月 12 日（土）美祢市民会館大ホール、参加人数 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 エリア会議 in 山口」開催 

開催日：2018 年 12月 13 日（木）19時 20 分～20時 40 分 

会場 ：ANAクラウンプラザホテル宇部 

プログラム： 

特別講演「日本脳卒中協会の昨日、今日、明日」 

座長：鈴木倫保（山口大学大学院 脳神経外科学） 

演者：峰松一夫（日本脳卒中協会理事長） 
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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 

 

〈徳島県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 4回徳島脳卒中市民公開講座」 

開催日：2018 年 10月 8 日、会場：ホテルクレメント徳島 

参加人数：80 名、テーマ：「脳卒中の予防と最先端治療」 

(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 

 

〈香川県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「第 14 回香川脳卒中市民公開講座」 

主催：日本脳卒中協会香川県支部 

開催日：2018 年 5 月 27 日（日） 

会場：さぬき市民病院、参加人数：140 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 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議」 

開催日：2018 年 11月 2 日 

会場：JR ホテルクレメント高松 

(3)研修医教育研修事業 なし 

(4)救急隊教育研修事業 

・2018 年度香川県消防学校 PSLS コース 

共催：日本脳卒中協会香川県支部 

開催日：2019 年 2 月 11 日、会場：香川県消防学校 

(5)その他の活動 

「高松・東讃地域シームレスケア研究会（日本脳卒中協会香川県支部 共催）」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 

・市民公開講座 2019 年 1 月 27 日 愛媛大学医学部第 1ゼミナール室 

テーマ：「脳卒中について考えよう」、参加人数：50人 
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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 

・週 1回症例検討会施行 

４）救急隊教育研修事業 

・脳卒中研修会（年 2回実施） 

 

〈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：2018 年 5 月 26 日 

会場：高新文化ホール 

参加人数：214 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 

・「ストップ！NO 卒中エリア会議」 

共催：ファイザー株式会社 

 開催日：2018 年 9月 13 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 

・高知中央・高幡・安芸医療圏 脳卒中地域連携の会 合同会合 2019 年 2 月 3日 

 

〈福岡県支部〉 

(1)市民啓発事業 

・市民講座「ストップ！脳卒中～不整脈からの脳卒中の予防と脳卒中急性期の治療～」 

  開催日：2018 年 5 月 27日（日）13 時～16時 

  会場：エルガーラ 7F 中ホール 

  参加人数：114名 

・市民講座「脳卒中と認知症予防セミナー」 

  開催日：2018 年 11 月 18日（日）13 時～14 時 30 分 

  会場：ふくふくプラザ 4階 402号室 

  参加人数：20 名 

・市民講座「脳卒中患者さんとご家族の啓発活動（脳卒中健康講座）」 

会場：九州医療センター 5西病棟食堂 

 開催日：2018 年 5月 27 日（日）13時～16 時 

 開催日： 
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2018 年 4 月 5 日（木）参加人数：9名、2018年 4/月 19 日（木）参加人数：15名 

 2018/5/17（木）参加人数：10 名、2018/5/31（木）参加人数：12 名 

 2018/6/7（木）参加人数：8名、2018/6/21（木）参加人数：15名 

 2018/7/5（木）参加人数：8名、2018/7/19（木）参加人数：11名 

 2018/8/9（木）参加人数：13名、2018/8/30（木）参加人数：9名 

 2018/9/13（木）参加人数：11 名、2018/9/2（木）参加人数 25名 

 2018/10/11（木）参加人数：18 名、2018/10/25（木）参加人数 10 名 

 2018/11/8（木）参加人数：11 名、2018/11/29（木）参加人数 9名 

 2018/12/6（木）参加人数：9名、2018/12/20（木）参加人数 11名 

 2019/1/10（木）、2019/1/24（木）、2019/2/7（木）、2019/2/14（木） 

 2019/3/7（木）、2019/3/28（木） 

(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：2018 年 10月 15 日、会場：ハイアットリージェンシー福岡 

(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：2018年 11 月 16 日（金）、会場：九州医療センター外来棟 3階講堂 

(5)その他の活動 

・「脳卒中・循環器病対策基本法」の今国会での成立を求める患者・家族・医療関係者の会出席 

開催日：2018 年 11月 21 日、会場：参議院議員会館 

 

〈北九州市支部〉 

・市民講座「第 14 回北九州脳卒中公開セミナー」 

開催日：2018 年 4 月 21 日（土）13 時 30 分～15 時 35 分 

会場：北九州芸術劇場、参加人数 314 名、テーマ「脳卒中最近の話題」 

(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 12 回脳卒中市民公開講座」 

開催日：2018 年 11月 18 日（日）14 時～16 時 

参加人数：100 名程度 

テーマ：「卑弥呼も知りたい！？脳卒中のひみつ」 

(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 エリア会議 in 佐賀 

開催日：2018 年 11月 5 日 

会場：マリターレ創世 

演者：自治医科大学医学部附属病院脳卒中センター 教授 田中 亮太先生 

参加人数：約 40 名 

(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 佐賀脳卒中病院前救護（PSLS）研修会 

開催日：2018 年 9 月 19 日（水）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 14 回長崎脳卒中市民公開講座」 

開催日：2018 年 5 月 12 日（土） 

会場：メルカつきまち（長崎市築町 3-18） 

参加人数：約 100 名 

(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 

・市民講座「健康寿命に足し算 引き算 –復興にはまず健康：循環器疾患・がん予防のためにでき

ること-」 

開催日：2018 年 6 月 3 日 

会場：熊本県民交流館パレア パレアホール 

参加人数：約 200 名 

 主催：くまもと禁煙推進フォーラム、日本禁煙学会熊本県支部、日本脳卒中協会熊本県支部 

 共催：三井住友海上あいおい生命保険株式会社など 

 プログラム： 

講演 1「脳卒中と認知症 予防に勝る治療なし」 

     熊本市民病院神経内科 首席診療部長 橋本洋一郎  

 講演 2「私たちはどうすれば健康な体を維持できるのか」 

     たかの呼吸器科内科クリニック 院長 高野義久  

 講演 3「毎日できる運動のコツ」 
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     都竹茂樹  

 講演 4「健康な社会を作ろう −受動喫煙防止−」 

     九州看護福祉大学 教授 川俣幹雄   

(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：2018 年 9 月 12 日（水）19 時 会場：メルパルク熊本 

 一般講演 

  座長：熊本市民病院 首席診療部長 橋本 洋一郎 

  演者：熊本大学医学部附属病院 神経内科 特任教授 中島 誠 

    「心房細動患者に対する脳梗塞発症前後の抗血栓療法」 

     演者：託麻台リハビリテーション病院 脳神経外科 院長 平田 好文 

    「熊本における回復期リハビリテーションの現状と今後の課題」 

 特別講演 

 座長：熊本大学大学院生命科学研究部 脳神経外科学 教授 武笠 晃丈 

 演者：京都大学脳神経外科 教授 宮本 享 

    「今後わが国の脳卒中診療はどう変貌するか —日本脳卒中学会の改革と展望—」 

(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 2018 年 5 月 25 日 

会場 大分市、J:COM ホルトホール大分 

講演 1 演者：湧川 佳幸 （日本脳卒中協会 大分県支部 支部長） 

「ノックアウト型脳梗塞、知ってほしい心臓の病気と脳梗塞の深い関係」 

講演 2 演者：久保 毅 （大分大学医学部脳神経外科） 

「超急性期脳梗塞治療の最前線－治すことが可能になった脳梗塞－」 

(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 2018 年 7 月 20 日 

会場 大分市、全労済ソレイユ 

  講演 1 演者：津本 智幸（九州医療センター 脳血管内治療科 科長） 

    「脳梗塞 超急性期の脳血管内治療における前方連携」 

  講演 2 演者：高橋 尚彦（大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座 教授） 
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    「不整脈を見つける新たなテクノロジー：Reveal LINQ」 

・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 2018 年 10月 25 日 

会場 大分市、全労済ソレイユ 

  講演 1 演者：宮本康二（国立循環器病研究センター心臓血管内科部門不整脈科 医長） 

「心房細動治療：抗凝固療法と腎機能＋近未来治療」 

(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 10 回郡民公開講座 in 西臼杵」 

 開催日：2018 年 5月 26 日（土）13時～15 時 

 会場：高千穂町自然休暇村管理センター 

 参加人数：43 名 

 プログラム： 

(1)脳卒中とは 

(2)脳血栓回収療法について 

(3)脳卒中の救急と遠隔診療支援について 

(4)脳卒中の予防 ～高血圧・糖尿病・不整脈・禁煙など～ 

(2)開業医教育研修事業 

・第 29 回宮崎脳卒中研究会 

共催：大塚製薬株式会社 

開催日：2019 年 2 月 8 日 19時～  

会場：ガーデンテラス宮崎 

・第 28 回宮崎脳卒中研究会 

共催：大塚製薬株式会社 

開催日：2018 年 8 月 31 日 19時～  

会場：ホテル JAL シティ宮崎 

・第 7回宮崎脳神経 Embolism Conference 

共催：バイエル薬品株式会社 

開催日：2018 年 10月 5 日 

会場：ガーデンテラス宮崎 

・脳疾患医療連携カンファレンス 

共催：第一三共株式会社 

開催日：2018 年 10月 31 日 19 時～ 
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 会場：宮崎観光ホテル 

・宮崎県 Care AF Seminar 

共催：バイエル薬品株式会社 

開催日：2018 年 11月 7 日 19時～ 

 会場：宮崎県医師会館 

(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 16 回脳卒中市民講座 -学んで実践!! 脳卒中と寝たきり予防-」 

  開催日：2018 年 6 月 10日 

  会場：鹿児島県医師会館 

  参加人数：250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 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 

以上 


