公益社団法人日本脳卒中協会
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＜庶務の概要＞
1.会員の状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）
正会員

489

購読会員

192

賛助会員

28

名誉会員

2

2. 支部の状況
新たな支部の開設はなく、平成 29 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る。
北海道支部

支部長：寶金清博

北海道大学

青森県支部

支部長：大熊洋揮

弘前大学

病院長
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

秋田県支部

支部長：鈴木明文

秋田県立病院機構

山形県支部

支部長：嘉山孝正

山形大学

福島県支部

支部長：児玉南海雄

福島県立医科大学

茨城県支部

支部長：松村

筑波大学

栃木県支部

支部長：平田幸一

獨協医科大学

神経内科

群馬県支部

支部長：美原

美原記念病院

院長

埼玉県支部

支部長：棚橋紀夫

明

盤

神経内科・老年科教授
理事長

医学部先進がん医学講座

特任教授

名誉教授

副学長、附属病院長
教授

埼玉医科大学国際医療センター

脳卒中内科

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

神経内科

部長

神奈川県支部

支部長：長谷川泰弘

聖マリアンナ医科大学

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

富山大学附属病院

脳神経外科

石川県支部

支部長：山本信孝

金沢脳神経外科病院副院長脳卒中センター次長

福井県支部

支部長：菊田健一郎

福井大学医学部医学科 感覚運動医学講座

敏

科長

教授

脳脊髄神経外科領域

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：小林茂昭

相澤病院

脳卒中・脳神経センター

名誉センター長
岐阜県支部

支部長：岩間

亨

静岡県支部

支部長：畑

愛知県支部

支部長：吉田

三重県支部

支部長：冨本秀和

三重大学

滋賀県支部

支部長：野崎和彦

滋賀医科大学

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

大阪府支部

支部長：望月秀樹

大阪大学

隆志
純

岐阜大学

医学部脳神経外科

静岡市立清水市民病院
名古屋大学

医学部

教授

副院長
名誉教授

医学部神経内科

教授

医学部脳神経外科

医学部神経内科

教授
副院長

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

名誉院長

和歌山県支部

支部長：中尾直之

和歌山県立医科大学

鳥取県支部

支部長：黒崎雅道

鳥取大学

脳神経外科

島根県支部

支部長：山口修平

島根大学

医学部内科学第三

岡山県支部

支部長：宇野昌明

川崎医科大学

広島県支部

支部長：栗栖 薰

広島大学

大学院脳神経外科学

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：永廣信治

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

北九州市支部

支部長：永田

泉

小倉記念病院

佐賀県支部

支部長：増岡

淳

佐賀大学医学部

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・

脳神経外科

教授

教授

脳神経外科

教授
教授
教授

統括診療部長

理事長・病院長
脳神経外科

講師

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

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

沖縄県支部

支部長：大屋祐輔

琉球大学

医学部脳神経外科

教授

医学部循環系総合内科学

神経内科
教授

＜事業の状況＞
Ⅰ. 本部事業
1. 集会などの開催
(1) 総会
平成 28 年 5 月 25 日（水）15 時 15 分、新大阪丸ビル（大阪市東淀川区東中島 1-18-5）にて、定時
総会を開催した。
(2) 理事会
平成 28 年 5 月 25 日（水）15 時 45 分から、新大阪丸ビル（大阪市東淀川区東中島 1-18-5）にて第
１回定時理事会を開催した。
平成 29 年 3 月 22 日（水）15 時 00 分から、新大阪丸ビル（大阪市東淀川区東中島 1-18-5）にて第
２回定時理事会を開催。
(3) 支部長会議
平成 28 年 6 月 25 日（土）ウェスティンホテル大阪（大阪市北区大淀中 1-1-20）にて、支部長会
議を開催した。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. 情報提供事業
(1) 会報
第 46 号を平成 28 年 8 月に、第 47 号を 10 月に、第 48 号を 12 月に発行し、第 49 号を平成 29 年 4
月に発行。
(2)パンフレット・小冊子作成事業
脳卒中体験記「脳卒中後の私の人生」第 19 回入選作品集を平成 29 年 6 月に発行。
(3) インターネットホームページ
従来からの脳卒中に関する解説、電話相談案内、患者会情報、脳卒中予防十か条、市民公開講座
案内、医療従事者向け講座案内などを継続・更新した。加えて、t-PA 治療実施医療機関の調査結
果を更新・公表している。
(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、予防十か条をいれたカレンダーを作成
し、販売した。
(5) 展示事業
大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部による、「生活習慣病対策」と「水分・電
解質補給の重要性」に関するパネル展示・資料配布を、長野市・亀山市・高山市・岡山市・広島
市・出雲市の計 6 か所の市民講座会場にて実施した。
(6) 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、会社等に 11 カ所（北海
道・秋田県・福島県・埼玉県・千葉県・石川県）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

3．脳卒中週間事業
(1) 第 19 回脳卒中市民シンポジウム
脳卒中週間中の平成 28 年 5 月 25 日（土）13 時 00 分から、長野市若里市民文化ホール（長野県長
野市）にて開催し、採録を 7 月 10 日付信濃毎日新聞に掲載した。
第1部

日本脳卒中協会「サノフィ賞」表彰式
脳卒中体験記「脳卒中後の私の人生」

第2部

最優秀作品朗読

唐澤昌子アナウンサー

講演「知って得する脳卒中最新治療」

座長：日本脳卒中協会長野県支部長

小林茂昭

（信州大学名誉教授・相澤病院

脳卒中・脳神経センター名誉センター長）

・「脳卒中を発症・再発させないために」長野市民病院神経内科部長

山本寛二

・「脳卒中を注射やカテーテルで治す」長野市民病院脳卒中センター長

草野義和

・「手術で治す脳卒中」信州大学医学部附属病院長・脳神経外科学教授

本郷一博

・「脳卒中の新しいリハビリテーション」
桔梗ヶ原病院副院長・高次脳機能リハビリテーションセンター長
第3部

原

寛美

パネルディスカッション「地域でみる脳卒中」

座長：日本脳卒中協会

長野県支部副支部長

竹前紀樹（長野市民病院名誉院長）

・「かかりつけ医を持ちましょう」長野市医師会長

宮澤政彦

・「脳梗塞経験者として、お伝えしたいこと」
三井住友海上あいおい生命保険株式会社

営業教育企画部

川勝弘之

(2) 平成 29 年度脳卒中週間標語の公募
平成 29 年度の脳卒中週間の標語を平成 28 年度中に募集し、応募作品 767 作品から選考委員会に
て「すぐ消えた

まひやしびれも

すぐ受診」（埼玉県

室英代 作）が選ばれた。

(3)ポスター作成
平成 28 年度脳卒中週間標語「それでいい？運動、塩分、酒、たばこ」を盛り込んだポスターを作
成し、医療機関、理髪店、コンビニエンスストア等に掲示していただいた。
(4)新聞広告
平成 28 年 5 月 26 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。

4．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。昨年度開設した「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、3 月 6 日にプレスリリースを行った。なお、本事業は一般社団法人日本不整脈心電
学会との共同事業として実施した。

5.

ブレイン・アタック

キャンペーン事業

(1) 脳卒中の症状と発症時の迅速受診の必要性に関する知識の普及を図るために、脳卒中週間であ
る 5 月 26 日、読売新聞全国版に広告を掲載した（脳卒中週間事業参照）。
(2)t-PA（アルテプラーゼ）静注療法実施可能な医療機関の調査・公表
救急隊、一般市民への情報提供を行なうために、各都道府県において脳梗塞急性期に対する t-PA
静注療法が実施可能である医療機関を調査し、その中で一定の条件を満たす医療機関を選定し、
当該施設の了解を得た上で、日本脳卒中協会ホームページで公開した。
(3)都道府県との協力による啓発プロジェクト
平成 29 年度から新たに共同で啓発プロジェクトを行う都道府県を決めるために、支部の希望と都
道府県の意向について聞き取りを行った。

6. 地域保健活動との連携による脳卒中啓発活動
佐賀県、新潟県、茨城県において、支部の研修会や講演会活動を通じて、保健師による「保健活
動を考える自主的研究会」との連携を行った。

7．健康啓発運動「学んでのばそう、健康寿命」との連携
パートナーである毎日新聞社の協力を得られず、実施に至らなかった。

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、昨年度に引き続いて第 19 回脳卒中体験記
「脳卒中後の私の人生」を募集した。平成 29 年 3 月 22 日の最終選考会にて、132 応募作品の中か
ら優秀賞、佳作、入選を選出し、これらの作品を掲載した入選作品集を作成し、6 月に発行。

9.

脳卒中患者会との意見交換

「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」の成立への協力要請を行った。

10.

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

日本脳卒中協会「サノフィ賞」は、脳卒中患者・家族に対する教育・訓練・社会参加への支援活
動に貢献した個人、もしくは、団体を顕彰することを目的として、サノフィ株式会社の支援のも

とに平成 22 年に創設された。
平成 28 年度は、候補団体/個人から、「啓発部門」で、明石市消防本部（兵庫県）、ミュージカル
劇団ドラゴン・ファミリー（福井県）が選出され、平成 28 年 5 月 28 日(土)に長野市若里文化ホー
ル（長野県長野市）で開催された「第 19 回脳卒中市民シンポジウム」において表彰式が行われ
た。

11. 脳卒中データバンク事業
脳卒中データバンクの管理運営は、2015 年度から国立循環器病研究センターに移管され、そのウ
ェブサイト http://strokedatabank.ncvc.go.jp/が開設されたため、協会の脳卒中データバンクのホーム
ページは閉じられた。

12．脳卒中対策検討事業
平成 28 年 3 月に日本脳卒中協会、脳卒中と循環器病関連の患者会・患者家族会、学術団体、職能
団体等が「脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める会」を結成し、その事務局が日本脳卒中
協会と日本循環器学会に設置された。
5 月には「脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める会」として国会議員に要望書を提出し、5
月 11 日に超党派の「脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める会からの要望を聞く議員の会」
が開催された。
平成 29 年 1 月 1 日には、「脳卒中・循環器病対策基本法の成立を求める会」のホームページ
http://www.junkankitaisaku-motomerukai.org/を公開した。
「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」の成立を目指して、国会議員への陳情を頻回行った。

13. 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。平成 28 年度は、プレスリリースを発表し、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 日の神戸新聞に掲載した。

14．ファイザー株式会社との共同事業による、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 3 会場、テレビおよびラジオでの番組提供（静
岡、山口）、新聞からの情報提供、ねんりんピックでの予防啓発活動を、ファイザー株式会社と
の共同事業として行った。

・スポーツイベントでは、J リーグ 2 試合*と関西学生アメリカンフットボールリーグ戦会場**
で、①会場入口での啓発小冊子配布、 ②会場入口付近での血圧測定、③ハーフタイム中の横断幕
を掲げてのピッチ 1 周行進を行なった。
*10/22

ベガルタ仙台 vs ヴィッセル神戸（仙台

ヴォルティス（草津
**10/23

来場者 1.5 万人）、11/12

ザスパ草津 vs 徳島

来場者 0.3 万人）

関西学生アメリカンフットボールリーグ戦（神戸

来場者 0.3 万人）

・静岡放送＊、山口放送＊＊、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・放映した。
＊ 静岡放送
番組タイトル：「ほのぼのワイド

中村こずえの smile for You」

放送日時：
第1回

5/23（月）10:00 ～ 13:00 放送

第2回

5/24（火）10:00 ～ 13:00 放送

第3回

5/25（水）10:00 ～ 13:00 放送

第4回

5/26（木）10:00 ～ 13:00 放送

出演：静岡市立清水病院 病院参与兼認知症センター長／日本脳卒中協会 静岡県支部長

畑隆志

先生
＊＊ 山口放送
番組タイトル：「お昼は ZENKAI ラヂオな時間」
放送日時：
第1回

5/23（月）14:40～14:45 放送

第2回

5/24（火）14:40～14:45 放送

第3回

5/25（水）14:05～14:10 放送

第4回

5/26（木）14:40～14:45 放送

出演：山口大学医学部脳神経外科
山口大学医学部脳神経外科

教授／日本脳卒中協会山口県支部長

講師／日本脳卒中協会 山口県副支部長

鈴木倫保先生

石原秀行 先生

・新聞からの情報提供については、静岡新聞社に協力いただき、「正しい知識と対応で脳卒中を
予防しよう」をテーマに、静岡市立清水病院 病院参与兼認知症センター長／日本脳卒中協会 静
岡県支部長

畑隆志 先生にご解説頂いた。

また、山口新聞社に協力いただき、「「脳卒中にならないために」～もしかしたらと思ったら、
とにかくすぐ病院へ～」をテーマに山口大学医学部脳神経外科
部長

鈴木倫保 先生、山口大学医学部脳神経外科

原秀行 先生にご解説頂いた。

教授／日本脳卒中協会 山口県支

講師／日本脳卒中協会 山口県副支部長

石

・新しい取り組みとして、ねんりんピック長崎 2016 の共催イベントとして「脈とっとっと～？」
（10 月 15 日～16 日）を開催した。ねんりんピックは、脳卒中発症リスク因子保有が多い 60 歳以
上の参加者が多いことから検脈の啓発活動を行った。
・市民公開講座を大阪府（5 月 28 日）、宮崎県（5 月 29 日）、群馬県（10 月 23 日）、長野県
（10 月 29 日）で実施した。

15．ファイザー株式会社との共同事業による、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、平成 28 年 6 月 25 日に大阪で開催した。全国か
ら多数（93 名）の医師を招き、各地域での取り組みを紹介し、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 44 支部（参加医師数：1,609 人）で共催した。

16. 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社との共同事業による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
を行った。

17. バイエル薬品株式会社との共同事業による、「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）」
心房細動患者における心原性脳塞栓症の一次（初発）予防および二次（再発）予防に関する一連
の講演会が、平成 28 年は全国 11 ヶ所で開催された。講演会では、かかりつけ医や専門医だけで
はなく、薬剤師や保健師、救命救急士など脳卒中対策を担う幅広い関係者の参加があった。

18.

バイエル薬品株式会社との共同事業による、「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）」
2014 年 5 月発行の提言書初版に続き、2015 年 3 月に第二版、2017 年 3 月に第三版を発行し、提言
実践のための事例を紹介、関係者に周知した。提言の実践・評価のためのパイロット事業（大阪
泉佐野：健診を活用した心房細動の発見・受診勧奨、秋田：日常診療での脈チェック及び医療連
携、京都伏見：医薬連携によるアドヒアランス向上）が進行中である。
地域保健事業との協働を開始。健診・レセプトデータを用いた心房細動患者の特定、脳卒中リス
ク・抗凝固療法の評価、フォローアップなどの取組みもデータヘルス＊の一環として行われ、情
報共有による横展開も進行中。

＊平成 26 年度に厚生労働省がスタートさせたデータ分析に基づく保健事業。医療保険者が、電子
的に保有された健康医療情報を分析し、加入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保健事
業を実施することを目的としている。

19.

三井住友海上あいおい生命保険株式会社との共同事業による、脳卒中社会啓発活動

１．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。
(1)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 146 回開催し、延べ 15,200 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参画
(内容)講師派遣、ブース・資材提供、集客
島根県

合計 1 回

②日本脳卒中協会支部主催の市民公開講座に共催
(内容)ブース・資材提供、集客
兵庫県、鹿児島県、脳卒中市民シンポジウム(長野県)

合計 3 回

③脳卒中セミナーを開催
岐阜県

合計 1 回

(2)社外の特別組織向けの啓発活動
①日本労働組合連合会(略称：連合)関連
厚労省事業『治療と職業の両立支援事業』でのご縁で連合を初め、加盟の労働組合組織(生保労
連・建設業組合)の代表者会合にて脳卒中予防の講演を行った。合計 3 回、延べ 210 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。
(3)社内向け啓発活動
今年度は 12 回開催。累計で 132 回開催し、延べ 5,200 名が受講。
２．その他
(1)TIA 予防啓発ツール作成
今年度は脳梗塞の早期対応をアピールするために『TIA 漫画ツール』を作成して全国の営業現場
で渡し、ACT-F.A.S.T を呼びかけた。
(2)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。

(3)脳卒中カレンダー配布
日本脳卒中協会の特製カレンダーに協賛し、市民に配布することで啓発活動に努めた。
(4)JSA News 日本脳卒中協会会報誌への協賛
JSA 会報誌への協賛広告を行ない協賛した。
(5)厚生労働省『脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療体制の在り方に関する検討会』に構
成委員として参画して、患者の声を届ける活動を行った。
(6)『脳卒中、循環器病対策基本法』制定に向けて署名運動を行った。

20．大塚製薬株式会社との共同事業による、 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、今年度は「脳卒中を再発させない戦略～ガイドラインの普及と服
薬アドヒアランスの向上～」をテーマに、脳卒中治療ガイドラインの普及と服薬アドヒアランス
の向上を目指し、各支部との共催で学術講演会を全国で 15 回開催した。

21．グラクソ・スミスクライン株式会社との共同事業による、「あきらめない! 脳卒中後遺症の
リハビリテーション」啓発事業
「退院後もあきらめない！ 手足のまひ・つっぱりに 脳卒中の後遺症治療 市民公開講座」“脳卒
中発症後、時間が経過したら、手足のまひ・つっぱりは、よくならないとあきらめていません
か？”をテーマとして、東京(5/22)、札幌(6/12)、大阪(6/12)、仙台(7/2)、広島(7/3)の 5 都市にて開
催し、約 1,500 名の参加があった。

22．第一三共株式会社、日本脳卒中協会の共同事業による、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。

Ⅱ. 支部事業
1．相談事業
一般市民を対象とした「脳卒中なんでも電話相談」を電話・ファックスを用いて支部において行
い、平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月末までに、合計 213 件の電話・ファックスおよびメールに
よる相談を受けた。
〈北海道支部〉
・実施方法：電話相談
開催日時

080-4042-0256
毎月第 1 土曜日 10 時～16 時

・相談実績：電話相談 11 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：電話相談

070-6978-7465

開催日時：電話相談
ファックス相談
・相談実績：電話相談 15 件

ファックス相談

018-834-2208

毎月第 3 土曜日 10 時〜16 時

24 時間 365 日受付
ファックス相談 1 件

〈山形県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

023-628-5950

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈福島県支部〉
実施していない
〈茨城県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

029-853-3214

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈栃木県支部〉
・実施方法：電話（ファックス）相談
開催日時：電話相談

毎月第 1 土曜日 10 時から 16 時

ファックス相談
・相談実績：電話相談 14 件

0282-86-2501

24 時間 365 日受付

ファックス相談 2 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 9 件
〈埼玉県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

042-984-0664

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 10 件

〈千葉県支部〉
・実施方法：ファックス相談

0476−99−1906

開催日時：24 時間 365 日受付
・相談実績：ファックス相談 4 件

〈東京都支部〉
実施していない
〈神奈川県支部〉
・実施方法：ファックス相談
・相談実績：電話相談 1 件

044-975-2016
ファックス相談 12 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：ファックス番号
開催日時

076−434−5034

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈石川県支部〉
実施していない
〈福井県支部〉
・実施方法：ファックス相談

0776-61-8270

開催日時：24 時間 365 日受付
・相談実績：ファックス相談 1 件
〈山梨県支部〉
・実施方法：電話（ファックス）相談
開催日時

電話

毎週火曜日

ファックス
・相談実績：電話相談 9 件

055-273-9036
13 時～17 時

24 時間 365 日受付

ファックス相談 0 件

〈長野県支部〉
実施していない
〈岐阜県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

058-234-5503

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 0 件
〈静岡県支部〉
実施していない
〈愛知県支部〉
・実施方法：ファックス相談

052−951−0664

メール相談（平成 28 年 10 月より）stroke@nnh.hosp.go.jp

開催日時

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 5 件、メール相談 4 件
〈三重県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

059－231－5515

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 0 件
〈滋賀県支部〉
・実施方法：電話相談
開催日時

077-548-2257
毎週火曜日

ファックス相談
開催日時

9 時〜11 時

077-548-2531

24 時間 365 日受付

・相談実績：電話相談 13 件

ファックス相談 0 件

〈京都府支部〉
実施していない
〈大阪府支部〉
・実施方法：電話相談
開催日時

06-6629-7378／ファックス相談 06-6629-7377
毎月第 4 土曜日 10 時〜16 時

・相談実績：電話相談 59 件

ファックス相談 0 件

〈兵庫県支部〉
・実施方法：ファックス相談

078-302-4640

・相談実績：ファックス相談

2件

〈奈良県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

0745-33-0326

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 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：ファックス相談
開催日時

0853-20-2194

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈岡山県支部〉
・実施方法：ファックス相談

086-462-3656

開催日時

毎月第 4 土曜日 10 時～16 時

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈広島県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

082−505-0490

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 3 件
〈山口県支部〉
・実施方法：電話相談
開催日時

0836−37−6166
毎月第 3 土曜日 10 時〜16 時

・相談実績： 電話相談 4 件
〈徳島県支部〉
実施していない
〈香川県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

087-891-2415

24 時間 365 日受付

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈愛媛県支部〉
・実施方法：電話相談

089-960-5338

ファックス相談

089-960-5340

開催日時：毎月第 1 土曜日 10 時〜17 時
・相談実績：ファックス相談 1 件
〈高知県支部〉
実施していない
〈福岡県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

092-843-9770

毎週第 3 土曜

10 時〜16 時

・相談実績：ファックス相談 1 件
〈北九州市支部〉
・実施方法：FAX 番号：093-473-9970
開催日時：毎月第 2 火木 13-16 時
・相談実績：ファックス相談 1 件
〈佐賀県支部〉
・実施方法：ファックス相談

0952-33-1687

開催日時 24 時間 365 日受付
・相談実績： ファックス相談 0 件

〈長崎県支部〉
・実施方法：ファックス相談
開催日時

095-819-7265

平日 9 時～16 時

・相談実績：ファックス相談 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： 電話相談 0 件
〈大分県支部〉
実施していない
〈宮崎県支部〉
・実施方法：電話相談

0985-85-31281

開催日時：電話

平日 8 時 30 分～17 時

ファックス相談

0985-84-457

開催日時：24 時間 365 日受付
・相談実績： 電話相談 25 件

ファックス相談 0 件

〈鹿児島県支部〉
実施していない（現在休止中）
〈沖縄県支部〉
実施していない

2．啓発事業
平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月末までの間に、一般市民を対象とした市民公開講座を 65 回、
医療従事者を対象とした講習会を 145 回開催した。

〈北海道支部〉
１）市民啓発事業

なし

２）開業医教育研修事業
・Care AF
開催日時：2016 年 10 月 15 日（土）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館（北海道札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5－3）
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

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

その他の活動
・朝日新聞青森全県版「脳卒中週間」企画への寄稿（大熊支部長）とポスター掲載（5 月 25 日
付）

〈岩手県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座

岩手県脳卒中予防県民会議総会・県民大会 2016

開催日：平成 28 年 7 月 30 日、会場：岩手県公会堂
２）開業医教育研修事業
・Fighting Vascular Events in MORIOKA SCRUM 講演会
開催日時：平成 28 年 9 月 9 日、会場：ホテルメトロポリタン盛岡
・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：平成 28 年 11 月 17 日、会場：ホテル東日本盛岡
・岩手県エリアセミナー

～岩手県の脳卒中予防のために～

開催日時：平成 28 年 11 月 30 日、会場：盛岡グランドホテル
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

〈秋田県支部〉
１）市民啓発事業
・脳卒中予防講演会（共催：バイエル薬品株式会社）
開催日時：平成 28 年 5 月 15 日、会場：秋田拠点センターアルヴェ
参加人数：約 150 名、テーマ：脳卒中予防など
・脳卒中フェア（共催：秋田県立脳血管研究センター）、
開催日時：平成 28 年 10 月 5 日、会場：秋田拠点センターアルヴェ
参加人数：約 300 名、テーマ：脳卒中予防など
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）
開催日時：平成 28 年 9 月 16 日、会場：秋田市ホテル・イヤタカ、参加人数：8 名、
テーマ：脳卒中治療ガイドライン改訂について、秋田県脳卒中予防の共同研究について
３）研修医教育研修事業

・第 25 回秋田 ISLS コース（共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会）
開催日時：平成 28 年 11 月 13 日、受講：20 名、会場：秋田県立脳血管研究センター
・第 26 回秋田 ISLS コース（共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会）
開催日時：平成 29 年 3 月 5 日、受講：20 名、会場：秋田県立脳血管研究センター
４）救急隊教育研修事業
・第 25 回秋田 ISLS コース（共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会）
開催日時：平成 28 年 11 月 13 日、受講：30 名、会場：秋田県立脳血管研究センター
・第 26 回秋田 ISLS コース（共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会）
開催日時：平成 29 年 3 月 5 日、受講：30 名、会場：秋田県立脳血管研究センター
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、４）救急隊教育研修事業
・第 36 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
開催日時：平成 28 年 7 月 3 日、会場：山形国際ホテル（山形市）
・ストップ！No 卒中プロジェクト山形エリア会議
開催日時：平成 28 年 11 月 29 日、会場：ホテルメトロポリタン山形（山形市）
・第 37 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
開催日時：平成 28 年 11 月 15 日、会場：大手門パルズ（山形市）

〈福島県支部〉
１）市民啓発事業
市民講座「第 8 回福島県脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）、会場：コラッセ福島 4F 多目的ホール、参加人数：230
名
総合司会

児玉 南海雄

講演Ｉ「頚部からの脳梗塞」

富山大学 学長

講演 II「元気で長生き－脳を守る」

遠藤 俊郎 先生

千葉大学名誉教授

山浦 晶 先生

２）開業医教育研修事業
・CareAF 講演会
開催日時：平成 28 年 9 月 15 日
特別講演「心房細動による心原性脳塞栓症

～新規抗凝固薬の役割～」

熊本市民病院

主席診療部長、神経内科部長

橋本 洋一郎 先生

・ストップ！ NO 卒中プロジェクト in 福島 2016
開催日時：平成 28 年 10 月 11 日（火）
基調講演「福島県の脳卒中撲滅をめざして
福島県立医科大学医学部

－脳卒中登録事業について

脳神経外科

－」

准教授佐久間 潤 先生

特別講演「脳卒中僕別への歩み：この 10 年」
杏林大学医学部

脳卒中医学

教授

平野 照之 先生

・SCRUM 脳卒中協会学術講演会
開催日時：平成 28 年 11 月 1 日
特別講演 I「多剤抗血栓療法時の新たな消化管障害対策」
広南病院

血管内脳神経外科

部長

松本 康史 先生

特別講演 II「脳卒中予防のための内科的リスク管理－脳卒中治療ガイドライン 2016 を踏まえて
－」
東京女子医科大学

神経内科学

教授・講座主任

北川 一夫 先生

３）研修医教育研修事業
・第 8 回福島 ISLS コース、開催日時：平成 28 年 5 月 15 日
・第 9 回福島 ISLS コース、開催日時：平成 28 年 12 月 4 日
４）救急隊教育研修事業

なし

〈茨城県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
名称：2 月 25 日
開催日時：13：00～15：00
会場：日立市保健センター（日立市）
参加人数：150 人
テーマ：心房細動
・支部のホームページの開設
http://www.md.tsukuba.ac.jp/clinical-med/neurosurgery/noutyu.html
２）開業医教育研修事業
1.ストップ!NO 卒中

茨城エリア講演会

11 月 30 日

ホテルグランド東雲（つくば市）

特別講演１

座長：小松洋治（筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター・教授）
演者：鶴田和太郎（虎の門病院脳血管内治療科・部長）
「茨城県における脳梗塞急性期治療の現状と課題」

特別講演２

座長：松村

明（筑波大学附属病院長、脳神経外科・教授）

演者：平野照之（杏林大学脳卒中医学・教授）
「脳卒中撲滅への歩み：この 10 年」
３）研修医教育研修事業
1.

第 85 回筑波脳神経外科手術カンファレンス
5 月 14 日

筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ

「マイクロトレーニング」
2.

脳血管障害カンファレンス
4月5日

筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ

5 月 10 日
6月7日

筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ
筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ

1 月 10 日

筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ

2 月 14 日

筑波大学高度医療技術シミュレーションラボ

3 月 14 日

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

なし

その他の活動
1.

第 13 回茨城ブレインアタックフォーラム
6 月 10 日

オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）

一般演題

座長

中村和弘（筑波記念病院脳神経外科部長）

演者

渡部大輔（筑波記念病院脳神経外科）

「内頚動脈急性閉塞に対して頚動脈ステント留置を急性期に施行した症例からの
考察」
演者

滝川知司（筑波大学脳神経外科）

「茨城県南地区における脳主幹動脈血栓回収の現状」
特別講演

座長

松村

明（筑波大学脳神経外科・教授）

演者

村山雄一（東京慈恵会医科大学脳神経外科・主任教授）

「脳血管障害に対する最新治療」

2.

第 45 回茨城県南脳血管障害研究会
7 月 22 日

つくば国際会議場（つくば市）

一般演題

座長

山本哲哉（筑波大学脳神経外科・准教授）

症例検討 3 題
特別講演

座長

玉岡

晃（筑波大学神経内科・教授）

演者

豊岡一則（国立循環器病センター・脳血管部門長）

「脳梗塞治療新時代における超急性期治療と抗凝固療法」

〈栃木県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座「第 3 回 脳卒中市民公開講座 NO 卒中！」
開催日時：平成 28 年 11 月 5 日、会場：済生会宇都宮病院 2 階グリーンホール
参加人数：57 名、テーマ：脳卒中の予防、治療、食事療法について
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

開催日時：平成 28 年 11 月 29 日、会場：宇都宮東武ホテルグランデ（栃木県宇都宮市）
第 1 部「熊本地震

何が起こり、何を行ったか-血栓塞栓症の治療と予防-」

橋本洋一郎（熊本市民病院 主席診療部長・神経内科部長）
第 2 部栃木県における脳卒中医療の現状と課題
橋本洋一郎、今井明、藤本茂、竹川英宏
・第 51 回 栃木県獨協医会
開催日時：平成 28 年 7 月 2 日、会場：ホテル東日本宇都宮（栃木県宇都宮市）
「頸動脈超音波検査の基礎と実践」
竹川英宏（獨協医科大学神経内科 准教授・脳卒中部門長）
・Neurology Conference
平成 29 年 1 月 18 日（栃木県宇都宮市）
特別講演「脳卒中診療に役立つ神経超音波検査」
井口保之（東京慈恵会医科大学神経内科）
平成 29 年 2 月 15 日（栃木県宇都宮市）
講演 1「脳卒中と脂質異常症」
岩崎晶夫（獨協医科大学神経内科）
講演 2「アテローム血栓症の不思議」
田中美千裕（亀田総合病院脳神経外科）
３）研修医教育研修事業
・高齢者のトータルケアを考える会
開催日時：平成 28 年 12 月 6 日、会場：ホテルマイステイズ宇都宮（栃木県宇都宮市）
特別講演 I「DOAC 登場による VTE 治療戦略のパラダイムシフト〜Edoxaban への期待〜」
山本 剛（日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 講師）
特別講演 II「超音波診断と抗血栓薬の選択」
藤本 茂（自治医科大学 内科学講座 神経内科部門 教授）
４）救急隊教育研修事業

なし

その他の活動
・平成 28 年度二次検診学習会（保健師、栄養士対象）
開催日時：平成 28 年 12 月 9 日、会場：大田原市役所（大田原市）
講演「頸動脈超音波検査の基礎知識」、事例検討（5 症例）
竹川英宏（獨協医科大学神経内科 准教授・脳卒中部門長）
・無料頸動脈エコー検診
開催日時：平成 28 年 6 月 12 日、会場：小山市健康医療介護総合支援センター（小山市）
開催日時：平成 28 年 10 月 29 日、会場：栃木県健康の森（宇都宮市）
開催日時：平成 29 年 1 月 29 日、会場：真岡市

〈群馬県支部〉
１）市民啓発事業
・市民公開講座「脳卒中の予防と治療」
開催日時：平成 28 年 10 月 23 日、会場：東吾妻町コンベンションホール、来場者：82 名
・ホームページの開設

http://jsa-gunma.org/

２）開業医教育研修事業
・館林市邑楽郡医師会学術講演会
開催日時：平成 28 年 4 月 28 日、会場：館林高等看護学校
・ストップ！NO 卒中プロジェクト

エリア会議 in 群馬

開催日時：平成 28 年 10 月 18 日、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
・第 28 回群馬 ISLS/PSLS コース

開催日時：平成 28 年 5 月 29 日、会場：群馬大学医学部附属病

院
・第 29 回群馬 ISLS/PSLS コース

開催日時：平成 28 年 8 月 28 日、会場：前橋赤十字病院

・第 30 回群馬 ISLS/PSLS コース

開催日時：平成 28 年 11 月 6 日、会場：群馬大学医学部附属病

院
・第 31 回群馬 ISLS/PSLS コース

開催日時：平成 29 年 2 月 25 日、会場：伊勢崎市民病院

その他の活動
・J リーグ

ザスパ草津 VS 徳島ヴォルティスにてアンケート調査・ブース出展・バナー行進

開催日時：平成 28 年 11 月 12 日、会場：正田醤油スタジアム
・第 8 回群馬脳卒中救急医療ネットワーク全体会
開催日時：平成 28 年 11 月 21 日、会場：群馬県庁
群馬脳卒中救急医療ネットワークが群馬県内ｔ-PA 治療実施医療機関を調査した結果、平成 28
年度のｔ-PA 治療実施数は 295 例で、群馬県の全脳梗塞に対するｔ-PA 施行率は 7.9%と増加傾向
だった。急性期血栓回収術は 119 例で、前年度よりも 54％増加した。

〈埼玉県支部〉
１）市民啓発事業
・第 12 回埼玉医科大学国際医療センター市民公開講座「脳卒中をもっとよく知ろう」
開催日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）13 時 30 分～16 時
会場：埼玉医科大学国際医療センター30 周年記念講堂
２）開業医教育研修事業
・第 6 回埼玉県 CareAF 講演会
開催日時：平成 28 年 8 月 26 日（金）19 時 30 分～21 時、会場：浦和ロイヤルパインズホテル
・ストップ！NO 卒中プロジェクト
開催日時：平成 28 年 10 月 6 日（木）19 時 15 分～21 時 10 分、会場：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

なし

〈千葉県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
①名称：第 15 回脳卒中市民公開講座
開催日時：平成 28 年 6 月 4 日（土）
会場：千葉県印西市

日本医科大学看護専門学校講堂

テーマ：「怖いけど知りたい脳卒中の話」
山口大学医学部

脳神経外科教授

鈴木倫保 先生

②名称：佐倉市脳卒中市民公開講座
開催日時：平成 28 年 11 月 12 日（土）
会場：千葉県佐倉市

志津公民館（志津市民プラザ）

テーマ：「高血圧、糖尿病の管理で脳卒中を防ごう」
国立循環器病センター名誉総長、
公益社団法人日本脳卒中協会

・ホームページの開設

常務理事

山口武典 先生

http://www.nms.ac.jp/ni/JSA/

２）開業医教育研修事業
①

平成 28 年 6 月 15 日 第 3 回 Stroke 研究会 2015（千葉市）

②

平成 28 年 7 月 14 日 第 7 回千葉北脳卒中地域連携パス研究会（印西市）

③

平成 28 年 9 月 24 日 千葉県脳卒中急性期医療懇話会（千葉市）

④

平成 28 年 10 月 6 日 かかりつけ医のための脳卒中連携
～どう診て送り、どう受けるか？～（千葉市）

⑤

平成 28 年 11 月 11 日 千葉県 Care AF 講演会 2016（千葉市）

⑥

平成 29 年 2 月 10 日 千葉県北総地区高齢者疾患フォーラム 2017（佐倉市）

３）研修医教育研修事業
当院スキルアップコースにて脳卒中の講義
４）救急隊教育研修事業
①

平成 28 年 7 月 31 日 第 19 回北総救命会 PSLS コース

②

平成 29 年 2 月 26 日 第 20 回北総救命会 PSLS コース

〈東京都支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
① 第 19 回 東京都脳卒中市民公開セミナー
テーマ：「最新知識を学んで健康寿命を延伸〜脳卒中に足を掬われないために〜」
開催日時：平成 28 年 5 月 28 日（土）14 時 00 分～16 時 00 分
会場：杏林大学

井の頭キャンパス「医学部・共用棟」（東京都三鷹市）、参加人数：209 名

共催

杏林学園

後援

東京都、東京都医師会、北多摩南部脳卒中ネットワーク研究会

総合司会

平野 照之（杏林大学医学部 脳卒中医学教室）

開会の挨拶

塩川 芳昭（杏林大学医学部 脳神経外科教室）

講演１『 脳卒中の基礎知識：５つの危ない症状から予防のためのライフスタイルまで 』
演者

野川 茂

（東海大学八王子病院 神経内科）

講演２『 ここまでできる脳梗塞の最新治療』
演者

太田 貴裕（多摩総合医療センター 脳神経外科）

講演３ 『 QOL を高める脳卒中リハビリ』
演者

竹田 紘祟（杏林大学 リハビリテーション部）

講演４ 『 脳卒中連携医療：継続は力なり』
演者

長尾 毅彦（日本医科大学多摩永山病院 神経内科）

閉会の挨拶

星野 晴彦（東京都済生会中央病院 神経内科、脳卒中センター）

②第 20 回 東京都脳卒中市民公開セミナー
テーマ：「脳卒中を知ろう！」
開催日時：平成 28 年 9 月 17 日（土曜日）15 時 00 分～17 時 00 分
会場：文京シビックセンター「スカイホール」（東京都文京区），参加人数：58 名
後援

文京区

総合司会
開会の挨拶

区中央部脳卒中医療連携協議会

木村 和美（日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科 教授）
木村 和美（日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科 教授）

『脳卒中を一緒に学びましょう』
座長 木村 和美（日本医科大学付属病院 神経・脳血管内科 教授）
演者 井口 保之（東京慈恵会医科大学 神経内科 教授）
『脳卒中予防のための外科治療』
座長 横田 裕行（日本医科大学付属病院 救命救急科 教授）
演者 村井 保夫（日本医科大学付属病院 脳神経外科 講師）
閉会の挨拶

星野晴彦（東京都済生会中央病院 神経内科、脳卒中センター

部長 ）

③第 21 回東京都脳卒中市民公開セミナー
開催日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）14 時〜16 時 30 分
場所：東京女子医科大学「彌生講堂」（東京都新宿区）、参加人数：83 名
後援：東京都、新宿区、東京都医師会、新宿区医師会、女子医大医師会
テーマ：脳卒中をよく知ろう！
総合司会

東京女子医科大学

開会挨拶

神経内科教授・講座主任

北川一夫

日本脳卒中協会東京都支部支部長済生会中央病院神経内科部長

彦
「脳卒中を予防しよう：危険因子から脳卒中の症状まで」
東京都保健医療公社大久保病院神経内科部長

原

由紀子

「脳卒中の内科治療：血栓溶解療法と抗血栓療法について」
東京女子医科大学神経内科

遠井素乃、北川一夫

「脳卒中の血管内治療と外科治療」
東京女子医科大学脳神経外科

石川達也、川俣貴一

「脳卒中のリハビリテーション」
東京女子医科大学リハビリテーション科教授
閉会挨拶

東京女子医科大学

猪飼哲夫

神経内科教授・講座主任

北川一夫

２）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中プロジェクト
開催日時：平成 28 年 9 月 13 日

ストップ！NO 卒中講演会
19:20-21:00

場所：京王プラザホテル八王子、参加人数：43 名
共催：公益社団法人日本脳卒中協会

ファイザー株式会社

講演内容：
VTR 上映：南多摩地区の先生方へ日本脳卒中協会からメッセージ
脳卒中協会理事

国立循環器病研究センター名誉総長

山口武典先生

講演１：総合病院における脳卒中急性期医療
座長：東海大学医学部付属八王子病院
演者：東海大学医学部付属八王子病院

神経内科
神経内科

教授
講師

野川茂先生
徳岡健太郎先生

星野晴

講演２：新しい脳梗塞治療に関して
座長：医療法人社団

KNI 北原国際病院

院長

演者：医療法人社団

KNI 北原国際病院

脳血管内治療部長

岡田義文先生
吉田浩貴先生

総合討論：南多摩エリアの急性期脳卒中医療体制
座長：東海大学医学部付属八王子病院

神経内科

教授

野川茂先生

演者：東京医科大学八王子医療センター

神経内科

教授

南里和紀先生

東海大学医学部付属八王子病院

神経内科

KNI 北原国際病院

医療法人社団

日本医科大学多摩永山病院

Closing：日本医科大学多摩永山病院

准教授

脳神経外科

脳神経内科

徳岡健太郎先生

脳血管内治療部長

脳神経外科

東海大学医学部付属八王子病院

講師

部長

吉田浩貴先生

玉置智規先生

助教

青木吏絵先生

長尾毅彦先生

・ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議
開催日時：平成 28 年 10 月 4 日

19：10−21：00

会場：京王プラザホテル、参加人数：66 名
共催：公益社団法人日本脳卒中協会

ファイザー株式会社

講演内容：
総合司会：東京都済生会中央病院

神経内科部長・脳卒中センター長

日本脳卒中協会東京都支部

支部長

星野晴彦

オープニング：公益社団法人日本脳卒中協会より（VTR）
公益社団法人日本脳卒中協会常務理事

国立循環器病センター名誉総長

講演１：脳梗塞に対する急性期血行再建
虎ノ門病院
講演２：新たな疾患概念

山口武典

〜あきらめから希望へ〜

脳神経血管内治療科

部長

松丸祐司

〜ESUS(Embolic Stroke of Undetermined Source)とは

杏林大学医学部脳卒中医学教室
・ストップ！NO 卒中プロジェクト
開催日時：平成 28 年 11 月 8 日

教授

平野照之

城北地区ストップ!NO 卒中
19：15−21：30

会場：ホテルメトロポリタン池袋
共催：公益社団法人日本脳卒中協会

ファイザー株式会社

後援：公益社団法人板橋区医師会
講演内容：
オープニング： 弓倉医院

院長・板橋区脳卒中懇話会代表世話人

弓倉

整先生

第 I 部：城北地区における脳卒中疾患の現況
座長：日本大学医学部内科学系
演者：弓倉医院

循環器内科学分野

主任教授

院長・板橋区脳卒中懇話会代表世話人

第 II 部：脳卒中の急性期〜維持期まで

弓倉

平山篤志先生
整先生

座長：豊島病院

院長

山口武兼先生

「脳卒中の最近の急性期治療」
演者：帝京大学医学部

脳神経外科学講座

主任教授

松野

彰先生

「在宅生活にむけたリハビリテーション」
演者：豊島病院

リハビリテーション科

医長

中島英樹先生

ディスカッション〜医療連携：かかりつけ医、急性期、回復期の立場から〜
弓倉医院

院長・板橋区脳卒中懇話会代表世話人

帝京大学医学部
豊島病院

脳神経外科学講座

リハビリテーション科

主任教授
医長

弓倉
松野

整先生
彰先生

中島英樹先生

クロージング「在宅生活の QOL 向上を目指して」
水野医院

院長・板橋区医師会長

・ストップ！NO 卒中プロジェクト

水野重樹先生

北多摩西部ストップ!NO 卒中

北多摩西部医療圏での脳卒中連携の取り組み
日時：平成 28 年 11 月 1 日

19：00−20：45

会場：たましん RISURU ホール
共催：公益社団法人日本脳卒中協会東京都支部

立川市医師会

北多摩医師会

ファイザー株

式会社
講演内容：
VTR：日本脳卒中協会からの北多摩西部医療圏へのメッセージ
公益社団法人日本脳卒中協会常務理事
座長：国家公務員共済組合連合会

国立循環器病センター名誉総長

立川病院

内科部長

神経内科

山口武典先生

太田晃一先生

講演 I：脳卒中医療連携におけるパスの役割
おおたか脳神経外科・内科

院長

大高弘稔先生

講演 II：北多摩西部リハビリテーションの流れ
国立病院機構村山医療センター
座長：国立病院機構

リハビリテーション科

災害医療センター

病院長

講演 III：在宅医療の役割 医療法人社団つくし会
クロージング：国立病院機構

災害医療センター

・ストップ！NO 卒中プロジェクト

医長

植村

修先生

高里良男先生
理事長
病院長

新田國夫先生
高里良男先生

第 3 回東京脳神経脈管超音波研究会

日時：平成 28 年 1 月 30 日（土）：16：00−19：30
会場：ステーションコンファレンス万世橋
共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社、ファイザー株式会社
後援：公益社団法人日本脳卒中協会東京都支部、日立アロカメディカル株式会社、日本脳神経
超音波学会
講演内容：

開会挨拶 及び 「日本脳卒中協会東京支部活動報告」日本脳卒中協会東京都支部支部長
晴彦
一般演題
座長：東京慈恵会医科大学

神経内科

教授

井口 保之

1「乾酪性僧帽弁輪石灰化による心原性塞栓症と考えられた 46 歳女性例」
福嶋直弥先生(東京女子医科大学医学部神経内科学)
2「慢性骨髄性白血病の治療中に発症した多発性頭蓋内血管閉塞症」
比嘉瞳先生(東京慈恵会医科大学附属病院神経内科)
3「入院時の心エコーが診断に有用であった脳塞栓症の 1 例」
呉惰樹先生(日本医科大学神経・脳血管内科)
特別講演
座長：日本医科大学大学院

医学研究科神経内科学分野

大学院教授

木村和美先生

『脳卒中診療における超音波検査の有用性』
日本医科大学付属病院

神経内科・脳血管内科病院

講師

松本典子先生

ハンズオン
実習講師：
東京慈恵会医科大学府属病院 放射線部 超音波診断センター
東京慈恵会医科大学府属病院 神経内科 助教

坂井健一郎

東京慈恵会医科大学附属病院 神経内科 講師

三村

東京女子医科大

神経内科

水野

荒井

あゆみ 先生

先生

秀毅 先生

聡子先生

日本医科大学付属病院

神経内科・脳血管内科

坂本

悠記

日本医科大学付属病院

神経内科・脳血管内科

病院講師

先生
青木

淳哉

・Care AF プロジェクト
開催日時：平成 28 年 9 月 10 日 14：00−16：00
会場：ステーションコンファレンス東京
共催：公益社団法人日本脳卒中協会

バイエル薬品株式会社

講演内容：
開会の挨拶:日本脳卒中協会 東京都支部 支部長 星野 晴彦 先生
特別講演 1 「心原性脳塞栓症の一次予防」
座長:中川 晋 先生 東京都済生会中央病院 副院長 循環器科部長
演者:合屋 雅彦 先生 東京医科歯科大学医学部附属病院 循環器内科 准教授
特別講演 2.「心原性脳塞栓症の二次予防〜新しい考え方〜」
座長:星野 晴彦 先生 東京都済生会中央病院 神経内科 部長
演者:太田 晃一 先生 国家公務員共済組合連合会 立川病院 内科統括部長
・SCRUM「Metropolitan Stroke Workshop 2017」

先生

星野

開催日時：平成 29 年 2 月 24 日（金）

19：00−21：00、会場：京王プラザホテル

共催：大塚製薬株式会社
講演内容：「抗血栓療法と消化管傷害 update」
座長：慶應義塾大学医学部神経内科教授鈴木則宏先生
脳卒中専門医の立場から「抗血栓薬のリスクとベネフィット」
赫寛雄先生(東京医科大学神経内科准教授)
内視鏡医の立場から:「内視鏡的止血術の現状と消化管出血に対するマネジメントの重要性」
細江直樹先生(慶鱈義塾大学医学部内視鏡センター講師)
【特別講演】 座長：杏林大学医学部脳神経外科教授塩川芳昭先生
「脳血管障害に対する血管内治療」獨協医科大学越谷病院院長・脳神経外科主任教授 兵頭明夫
先生
【閉会の辞】慶腰義塾大学医学部神経内科教授
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業

なし

鈴木則宏先生

〈神奈川県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座「第 11 回

脳卒中市民公開講座」

開催日時：平成 28 年 6 月 26 日（日）、参加人数：58 名
テーマ：脳卒中週間に合わせて、医療関係者や患者を含む一般市民を対象に脳卒中に関する知
識の向上
２）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中プロジェクト
開催日時：平成 28 年 7 月 30 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

その他の事業
・MPSS トリアージに関する事後検証作業
平成 28 年 6 月 26 日、12 月 5 日

〈横浜市支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座「食から防ぐ脳卒中」
開催日時：平成 28 年 12 月 22 日
「脳卒中の予防と治療」城倉

健先生

「楽しく減塩―かるしおレシピ」国立循環器病研究センター

西井和信先生

２）開業医教育研修事業
・SCRUM（大塚製薬株式会社）
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

〈新潟県支部〉
１）市民啓発事業
・ホームページの開設

http:// http://www.bri.niigata-u.ac.jp/~jsa-niigata/

２）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中プロジェクト：第 4 回新潟県エリアセミナー

〜脳卒中治療の新たな潮流に

乗り、脳卒中撲滅を目指す〜
開催日時：平成 28 年 11 月 11 日、会場：ホテルディアモント新潟
「脳卒中診療における原因検索の重要性と合併症について」竹川英宏先生（獨協医科大学神経内
科准教授）、他２演題
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

〈富山県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座「第 10 回脳卒中公開講座：脳卒中はごめんだ！」
開催日時：平成 28 年 11 月 26 日（土）
会場：CiC ビル多目的ホール（富山市新富町 1-2-3）
参加人数：約 60 名
テーマ：富山県における脳卒中の実態、脳卒中のリハビリ
・脳卒中予防キャンペーン：富山テレビで脳卒中に関するテレビコマーシャルを放送
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

開催日時：平成 28 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

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〉

in TOYAMA

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

〈福井県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
①「平成 28 年度春期福井脳卒中県民講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 29 日（日）、会場：福井県県民ホール、参加人数：75 名
テーマ：「脳卒中の療養生活 2016」
②「平成 28 年度秋期福井脳卒中県民講座」
開催日時：平成 28 年 12 月 4 日（日）
会場：坂井市高椋コミュニティーセンター

たかむく古城ホール、参加人数：43 名

テーマ：「脳卒中の療養生活 2016」
２）開業医教育研修事業
・Fukui Stroke Core Member Meeting
開催日時：平成 28 年 4 月 21 日（木）
基調講演：「脳塞栓症に対する攻めの抗凝固療法～朝霞台中央総合病院脳卒中センターの経験
～」
・ストップ！NO 卒中福井エリア会議
開催日時：平成 28 年 10 月 21 日（金）
一般講演：「福井県脳卒中地域連携パスから見える診療アウトカム」山村

修

・Fukui Stroke Network Meeting
開催日時：平成 28 年 12 月 15 日（木）
基調講演：「抗凝固療法中における出血事例」
特別講演：「心原性脳梗塞の 0 次～1 次予防：心房細動を根治させることの意味を考える」
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 in 山梨
開催日時：平成 28 年 9 月 12 日（月）

会場：古名屋ホテル（山梨県甲府市）
一般演題一般演題 『NOAC による心原性脳塞栓症予防』
座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之 先生
演者：山梨大学医学部脳神経外科学 講師 金丸 和也 先生
特別講演 『これから増える脳卒中、その最新事情』
座長：山梨大学医学部脳神経外科学 教授 木内 博之 先生
演者：東北大学大学院医学系研究科神経外科学分野
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

教授 冨永 悌二 先生

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
開催日時：平成 28 年 7 月 30 日

〈長野県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
「第 19 回脳卒中市民シンポジウム」
開催日時：平成 28 年 5 月 28 日、会場：長野市若里市民文化ホール、主催：公益社団法人日本脳
卒中協会、参加人数：400 人
講演：「知って得する脳卒中最前線」
パネルディスカッション：「地域で見る脳卒中」
②「第６回脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 10 月 29 日 、会場：佐久平交流センター
テーマ：『どう知らず!? 脳卒中』、参加人数：150 人
③「第 5 回上小脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 28 日、会場：サントミューゼ、
テーマ：脳卒中の予防、診断、治療、参加人数：250 人
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 信州
開催日時：平成 28 年 11 月 30 日、会場：深志神社梅風閣（長野県松本市）
「慢性呼吸器疾患における肺炎リスク因子との関連～肺炎球菌ワクチン私の狙い～」演者: 杉山
温人
「脳卒中２次予防におけるＤＯＡＣの選択」演者：上山憲司
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
①第 9 回岐阜脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 9 月 3 日(土) 15:00-17:00、参加者 50 名
会場：高山赤十字病院 講堂 (高山市天満町 3 丁目 11 番地)
司会・進行：岩間 亨（公益社団法人日本脳卒中協会岐阜県支部）
「脳卒中のお話」三輪和弘（岐阜県立下呂温泉病院 脳神経外科部長）
「切らずに治す脳卒中」野中裕康（高山赤十字病院 脳神経外科副部長）
「脳卒中の予防十か条」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岐阜県脳卒中セミナー
開催日時：平成 28 年 11 月 26 日(土) 14:00-16:00
会場：大垣市スイトピアセンター スイトピアホール (岐阜県大垣市)
共催：三井住友海上あいおい生命株式会社
知っておきたい「脳卒中は防げる、治せる」
岩間

亨（公益社団法人日本脳卒中協会岐阜県支部長、岐阜大学脳神経外科教授）

対談：「脳卒中（脳梗塞）経験者に聞く」
岩間

亨（公益社団法人日本脳卒中協会岐阜県支部長、岐阜大学脳神経外科教授）

川勝弘之（公益社団法人日本脳卒中協会理事、三井住友海上あいおい生命株式会社営業教育企
画部）
２）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中

全国一斉エリア会議

開催日時：平成 28 年 10 月 19 日 19:30、会場：岐阜グランドホテル（岐阜市）
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）

「循環器病としての脳卒中 -認知症の連続性その予防法-」
猪原匡史先生（国立循環器病研究センター 脳血管内科・脳神経内科 医長）
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

4 月 22 日（金） 会場：岐阜会館（岐阜市）

テーマ１: 頭痛と神経症状の見方
テーマ 2: 頭部 CT と MRI の読み方
第2回

19：30〜 参加者 40 人

講師：山内圭太（岐阜大学脳神経外科）
講師：澤田重信（岐阜大学脳神経外科）

6 月 17 日（金） 会場：岐阜会館（岐阜市）

19：30〜 参加者 21 人

テーマ１: 意識障害とてんかん

講師：植松幸大（岐阜市民病院脳神経外科）

テーマ 2: 出血性脳卒中について
第3回

講師：川崎智弘（木沢記念病院脳神経外科）

7 月 22 日（金） 会場：岐阜会館（岐阜市）

テーマ１: 頭部外傷のみかた

講師：加納清充（村上記念病院脳神経外科）

テーマ 2: 明日から役立つ脳梗塞の診断と治療
４）救急隊教育研修事業

19：30〜 参加者 26 人

講師：江頭裕介（岐阜大学脳神経外科）

なし

〈静岡県支部〉
1）市民啓発事業
・ファイザー株式会社との共同企画
静岡新聞への記事掲載。
・ＳＢＳによる放送（4 日間）
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

・SCRUM
・CareAF
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

なし

・ホームページの開設
http://www.nnh.go.jp/med_guide/clinic/dept08/nousocchu/index.html
２）開業医教育研修事業
・STOP 脳卒中エリア愛知県エキスパート会議
開催日時：平成 28 年 11 月 5 日（土）、会場：KKR ホテル名古屋 4 階

菊の間、参加人数：45

名
テーマ：
・認知機能障害における脳血管障害の役割を再考する
座長：吉田 純 先生 医療法人医仁会さくら総合病院 名誉院長
演者：梅垣 宏行 先生 名古屋大学大学院医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学講座 講師
・当院における心原性脳塞栓症の現状
座長：若林 俊彦 先生 名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 教授
演者：奥田 聡 先生 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 神経内科 副院長
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

〈三重県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
①「第８回亀山市脳卒中市民講座」
開催日時：平成 28 年 11 月 23 日
会場：亀山市市文化会館大ホール
テーマ：【脳卒中と腎臓病】
②「第９回伊勢地区医師会

脳卒中認知症

市民公開講座」

開催日時：平成 28 年 11 月 13 日
会場：伊勢市観光文化会館
テーマ:脳卒中・認知症
③「脳の健康をまもる市民講座」
開催日時：平成 29 年 2 月 12 日
会場：三重県教育文化会館
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
・研修医のための神経内科セミナー
平成 28 年 4 月 23 日、平成 28 年 7 月 15 日
・研修医のための脳神経外科セミナー
平成 28 年 5 月 13 日、平成 28 年 9 月 9 日
・研修医のための神経内科・脳神経外科合同セミナー
平成 29 年 2 月 3 日

ベイシスカ

４）救急隊教育研修事業
・消防署にて事後検証
・消防士養成課程中臨床実習
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

平成 28 年 5 月 24 日、平成 28 年 9 月 20 日、平成 28 年 12 月 13 日

〈滋賀県支部〉
１）市民啓発事業

・市民講座
「第 14 回滋賀県脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 15 日
会場：八日市商工会議所
参加人数：84 名
テーマ：地域における脳卒中の医療連携
「近江八幡市三師会

三方よし

市民公開講座」

開催日時：平成 28 年 10 月 20 日
会場：近江八幡市総合福祉センター
参加人数：60 名
テーマ：脳卒中への正しい対応
「滋賀県脳卒中対策推進事業

県民公開講座」

開催日時：平成 28 年 11 月 6 日
会場：滋賀医科大学
参加人数：178 名
テーマ：滋賀県脳卒中発症登録から見えてきたこと
２）開業医教育研修事業
・第 8 回滋賀県の脳卒中を考える会（SCRUM）

開催日時：平成 28 年 6 月 18 日

・ストップ NO 卒中エリア会議

開催日時：平成 28 年 10 月 8 日

・CareAF プロジェクト研修会

開催日時：平成 28 年 10 月 29 日

３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業
・第 32 回滋賀 ISLS 講習会

開催日時：平成 28 年 11 月 6 日

〈京都府支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
① 第 14 回脳卒中市民講座
開催日時：平成 28 年 12 月 17 日(土)

13 時～16 時

会場：独立行政法人国立病院機構京都医療センター多目的ホール
参加人数：約 90 名
テーマ：脳卒中
「脳卒中診療のいまと今後の課題」
日本脳卒中協会京都府支部長
「脳卒中と認知症」

京都医療センター 副院長

塚原徹也

京都医療センター神経内科医長

大谷良

「こんなところに気をつけて！冬の脳卒中予防」
京都医療センター

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

樋口泰子

「脳卒中予防の食事～手軽にできる食事療法のポイント～」
京都医療センター管理栄養士

岡田怜奈

「音楽で活性化する脳と心」
京都医療センター

音楽療法士

飯塚三枝子

「脳卒中・急性期の治療」
京都医療センター脳神経外科医長

川端康弘

「めまいと脳卒中」
京都桂病院

脳血管センター長

② 京滋市民公開講座

山本康正

脳卒中の後遺症治療

開催日時：2017 年 3 月 12 日(日)14 時～15 時半
開催場所：京都リサーチパーク
参加人数：約 270 人
テーマ
座長

：脳卒中とリハビリ
滋賀県立成人病センター

リハビリテーション科

部長

中馬孝容

「脳卒中慢性期のリハビリテーション～生活の質向上を目指して～」

京都大原記念病院

病院長

垣田清人

「痙縮に伴うリハビリテーション」
京都大原記念病院

リハビリテーション部

理学療法士

久保田一誠

「脳卒中の後遺症（手足のつっぱり）の最新治療」
徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門内科系臨床神経科学分野教授梶龍兒
パネルディスカッション
「あきらめない！脳卒中の後遺症（手足のまひ・つっぱり）治療」
・京都大原記念病院グループ
・医療法人財団康生会

御所南リハビリテーションクリニック

柳馬場武田クリニック所長

児玉万実

浅沼光太郎

・洛和会音羽リハビリテーション病院リハビリテーションセンター部長兼松まどか
閉会の挨拶/サマリースピーチ

・ホームページの開設

２）開業医教育研修事業

京都医療センター副院長

http:jsa-kyoto.org/

塚原徹也

・京都府南部脳卒中診療連携の会
開催日時：平成 28 年 8 月 6 日、会場：ハイアットリージェンシー京都ホテル
・11th

Stroke

oriented…研究会

開催日時：平成 28 年 9 月 3 日、会場、ホテルグランヴィア京都
・京都府 Care

AF 学術講演会

開催日時：平成 28 年 11 月 19 日、会場：TPK ガーデンシティ京都
・ストップＮＯ卒中プロジェクトエリアエキスパート会議
開催日時：平成 28 年 10 月 8 日、会場：京都センチュリーホテル
・SCRUM 講演会
開催日時：平成 29 年 3 月 4 日、会場：ホテルグランヴィア京都

３）研修医教育研修事業
・STROKE 研究会
開催日時：平成 28 年 7 月 8 日、会場：センチュリー京都ホテル
・第 12 回京滋脳卒中臨床カンファランス
開催日時：平成 28 年 10 月 7 日、会場：ホテルグランヴィア京都
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 12 回

脳卒中市民講座」

開催日時：平成 28 年 5 月 28 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 300 名
テーマ：「脳卒中を予防しよう」、「脳卒中を予防するための不整脈治療」
「脳卒中患者様への社会的サポート」、「脳卒中予防 10 か条と発症時の対応」
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

〈兵庫県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
開催日時：平成 28 年 5 月 29 日（日）午後 2 時～午後 3 時 30 分
会場：兵庫県私学会館

参加者：一般市民、脳卒中患者およびそのご家族、脳卒中診療に従事する医療関係者など 約 30
名
プログラム：
講演「脳卒中の予防」
講演「脳卒中の治療

神戸市立医療センター中央市民病院
外科治療と血管内治療」

講演「暮らしに役立つリハビリテーション」

神鋼病院

神経内科

藤堂謙一

脳神経外科

上野泰

適寿リハビリテーション病院

栄健一郎

・ホームページ
神戸市立医療センター中央市民病院ホームページの脳神経外科のページ内に開設
http://chuo.kcho.jp/original/neurosurgery/2neuros/800kyoukai-home.html
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

〈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：平成 28 年 9 月 24 日(土) 14:00～16:00、場所：奈良県文化会館小ホール、参加者：
140 名
プログラム：
講演１：認知症の予防は、脳卒中の予防から
奈良県西和医療センター

循環器病研究センター

脳神経外科部長

弘中

康雄

先生

源

先生

講演 2：健康な心臓と血管で、脳卒中を予防しよう
奈良県西和医療センター

循環器病研究センター

循環器内科部長

藤本

講演 3：歯科衛生で、防ごう脳卒中
奈良県立医科大学

口腔外科助教

青木

久美子

先生

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
開催日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)、場所：奈良ホテル
共催：ファイザー株式会社、ブリストル・マイヤーズ株式会社
一般講演「脳卒中予防の重要性について」
天理よろづ相談所病院

神経内科部長

末長

敏彦

先生

特別講演「新たな疾患概念～ESUS(Embolic Stroke of Undermined Sourse)とは」
東京都済生会中央病院
・SCRUM 講演会 in

神経内科部長/脳卒中センター長

奈良

開催日時：平成 29 年 3 月 9 日(土)、場所：ホテル日航奈良

星野

晴彦

先生

共催：大塚製薬株式会社
特別講演 1：虚血性心疾患に対する抗血小板療法の現状と問題点
奈良県立医科大学

循環器・腎臓・代謝内科

特別講演 2：脳卒中急性期治療の最近の話題
大阪市立大学大学院医学研究科

神経内科学

伊藤

義彰

先生

３）研修医教育研修事業
・研修医のための脳卒中講座
開催日時：平成 28 年 5 月 30 日（月）17:30～18:30
場所：奈良県総合医療センター
４）救急隊教育研修事業

(毎月最終月曜日)

大会議室

なし

〈和歌山県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座

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 in Wakayama
開催日時：平成 28 年 7 月 16 日、会場：ホテルグランヴィア和歌山
・和歌山脳神経疾患フォーラム
開催日時：平成 28 年 11 月 5 日、会場：ホテルグランヴィア和歌山
・和歌山脳卒中研究会
開催日時：平成 29 年 3 月 4 日、会場：和歌山県民文化会館
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業
・第 16 回和歌山 PSLS コース
開催日時：平成 28 年 11 月 8 日、会場：和歌山県消防学校
・第 17 回和歌山 PSLS コース
開催日時：平成 29 年 2 月 12 日、会場：和歌山市消防局

〈鳥取県支部〉
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 鳥取

開催日時：平成 28 年 10 月 17 日（鳥取市）
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

全 11 回

〈島根県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座「第 12 回脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 2 月 19 日（日）14:00～16:00
会場：島根大学医学部看護学科棟

N11 講義室

参加人数：176 名
テーマ：『脳卒中の予防と克服！』
・ホームページの開設

http://www.shimane-u-internal3.jp/120.html

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 島根

脳卒中地域医療連携会議合同開催

開催日時：平成 28 年 10 月 12 日（水）19:00～20:30
会場：出雲ロイヤルホテル（共催：ファイザー株式会社）
内容：『脳卒中患者の在宅における経口摂取常用の把握

～急性期病院における情報収取の困

難さ～』
島根大学医学部附属病院リハビリテーション科

助教

酒井 康生 先生

『脳卒中の予防と発症時の初期対応について』
川崎医科大学脳卒中医学教室

教授

八木田 佳樹 先生

・島根県脳卒中学術講演会
開催日時：平成 28 年 8 月 2 日（火）19:00～20:40
会場：島根大学医学部

みらい棟

内容：
『服薬アドヒアランスを決定する因子の定量化

―味覚・匂いセンサ、最近のトピックスを中

心に―』
武庫川女子大学薬学部臨床製剤学講座

教授/臨床薬学教育センター長

内田 享弘先生

『脳卒中慢性期治療におけるトータルマネジメント』
岡山大学脳神経内科学

教授

３）研修医教育研修事業

なし

阿部 康二 先生

４）救急隊教育研修事業
・脳卒中病院前救護教育コース（PSLS）
開催日時：平成 28 年 12 月 10 日、場所：出雲市消防本部、参加者：23 名
内容：脳卒中病院前・病院初期対応に関する教育

〈岡山県支部〉
１）市民啓発事業

・市民講座「第 11 回岡山脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 10 月 8 日（土） 14:30～16:30
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：約 100 名
テーマ：脳卒中の最新治療について
【講演 1】『脳卒中の内科的治療』

井上

【講演 2】『脳卒中の外科的治療』

戸井 宏行

【講演 3】『脳卒中の脳血管内治療』

杉生

剛

川崎医科大学附属川崎病院
川崎医科大学

憲志

岡山大学

脳神経外科

脳卒中科

副部長

講師

脳神経外科・IVR センター

准

教授
【抽選会】お楽しみ抽選会
http://www.kawasaki-m.ac.jp/jsa/

・ホームページの開設
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：平成 28 年 10 月 21 日（金）19：00～20：50
会場：ホテルグランヴィア岡山

3F「クリスタル A」

共催：公益社団法人日本脳卒中協会岡山県支部 ファイザー株式会社
＜第 1 部＞
VTR による日本脳卒中協会本部メッセージ上演
山口武典先生（公益社団法人日本脳卒中協会 常務理事）
＜第 2 部＞
座長：宇野昌明先生(川崎医科大学 脳神経外科学教室

教授)

【講演①】「脳卒中の外科治療アップデート」
演者：菱川

朋人先生(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

脳神経外科

助教)

【講演②】「脳卒中の内科治療」
演者：八木田佳樹先生(川崎医科大学 脳卒中医学教室

教授)

・「脳卒中地域医療連携プロジェクト」 SCRUM（Seamless care support program for stroke）
開催日：平成 28 年 12 月 20 日（火）19:00～20:30
開催場所：岡山プラザホテル
共催：公益社団法人日本脳卒中協会岡山県支部
【特別講演】座長

大塚製薬株式会社

医療法人 幸義会 岡山東部脳神経外科病院

理事長

滝澤貴昭先生

【講演１】「脳卒中の予防と内科治療 」川崎医科大学脳卒中医学教授八木田佳樹先生
【講演２】「脳卒中の外科治療・血管内治療 」川崎医科大学脳神経外科学教授宇野
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

昌明先生

その他の活動
・日本脳卒中協会の活動紹介並びに勧誘

⇒

継続中

〈広島県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
①「第 13 回広島脳卒中市民シンポジウム」
開催日時：平成 28 年 12 月 18 日（日）

13:00～16:30

会場：広島国際会議場「ダリア」
参加人数：217 名
テーマ：「Let’s リハビリ」
【特別講演】

『ニューロリハビリテーションの可能性』

演者：道免 和久（兵庫医科大学病院 リハビリテーション部
座長：栗栖

教授）

薫 （広島大学大学院脳神経外科学 教授/公益社団法人日本脳卒中協会広島県支部

長）
【パネルディスカッション】
司会：木村 浩彰（広島大学病院 リハビリテーション科 教授）
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）
『在宅生活におけるリハビリのコツ』（理学療法士）
日當 泰彦（リハケアリングネットワーク

リハケアネット訪問介護ステーション）

『自分らしい生活を送るリハビリってなに？』（作業療法士）
山本 京子（広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院）
『生活の中でのリハビリテーション』（言語聴覚士）
濱野 恵美（社会医療法人 千秋会 井野口病院）
②第 3 回市民公開講座（広島市総合リハビリテーションセンター）
開催日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13:30～15:30（会場 13:00）
会場：広島市立リハビリテーション病院 2 階 研修室（広島県広島市）
プログラム
講演：「ロコモ予防：いつまでも自分の脚で歩くために」
広島市立リハビリテーション病院 整形外科

部長

石井 良昌

講演：「食べることは生きる力～筋肉を育てる冬のおかず～」
広島市立リハビリテーション病院 栄養科

管理栄養士 主任技師

元廣 優子

講演と実習：「貯筋のすすめ～ロコモ体操をして、転ばない身体を作ろう～」
広島市立リハビリテーション病院 リハビリテーション科
③「2016

脳卒中予防市民公開講座」

理学療法士

平川 純治・岡崎 航平

日時：平成 28 年 11 月 26 日（土）13:30～16:00
会場：脳神経センター大田記念病院 4 階 大会議室（広島県福山市）
プログラム
特別講演：
「地域で老いや障がいを支え、共に生きる」～家族のための“介護実技”ワンポイント講座～
介護総合研究所 元気の素

上野 文規

④「第 15 回未病フォーラム広島」
日時：平成 28 年 12 月 3 日（土）9:30～12:00（会場 9:00）
会場：広島県民文化センター（旧鯉城会館）5 階（広島県広島市）
プログラム
講演 1：「脳卒中の基礎知識」
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 脳神経内科学

助教

青木 志郎

講演 2：「脳卒中にならないための食事・栄養」
長崎リハビリテーション病院
・ホームページの開設

栄養管理室 室長

西岡 心大

http://home.hiroshima-u.ac.jp/naika3/jsa/

「脳卒中なんでも相談」や、脳卒中に関する市民公開講座の広報・案内、また脳卒中週間、キャ
ンペーンポスターの掲示を行い、内容の充実・更新を行った。
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
開催日時：平成 28 年 7 月 20 日（水）19:00～20:15
会場：ホテルグランヴィア広島 21 階 曙光
共催：ファイザー株式会社
特別講演『急性期脳梗塞の最新治療』
座長：栗栖

薫 （広島大学大学院 脳神経外科学 教授）

演者：吉村 紳一（兵庫医科大学 脳神経外科学 主任教授）
・脳卒中地域医療連携プロジェクト SCRUM（大塚製薬株式会社）
開催日時：平成 28 年 11 月 30 日（水）19:00～20:50
会場：ホテルグランヴィア広島 4 階 悠久
特別講演 1『脳卒中及びその不随疾患に対する包括的治療戦略』
座長：丸山 博文（広島大学大学院 脳神経内科学 准教授）
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）
特別講演 2『東京都脳卒中医療連携における課題と展望～区西部医療圏を中心に～』
座長：栗栖

薫 （広島大学大学院 脳神経外科学 教授）

演者：秋元 治朗（東京医科大学病院 脳神経外科 教授）
３）研修医教育研修事業

・脳内・脳外共同研修医セミナー
開催日時：平成 28 年 12 月 13 日(火)
会場：広島大学病院
製品紹介

臨床管理棟

19:10～20:20

3階

3F1 会議室/2 会議室

「アイミクス配合錠 LD/HD」高血圧治療薬

大日本製薬㈱

講演Ⅰ：脳神経内科領域
『原因不明の脳梗塞―新たな疾患概念、ESUS とは―』
広島大学病院

脳神経内科

助教

祢津

智久 先生

助教

岡崎

貴仁 先生

講演Ⅱ：脳神経外科領域
『脳卒中に対する外科治療』
広島大学病院

脳神経外科

４）救急隊教育研修事業

なし

〈山口県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
「怖いけど知りたい脳卒中の話」
開催日時：平成 28 年 5 月 24 日（山口県周南市）
２）開業医教育研修事業
・Care AF プロジェクト
開催日時：平成 28 年 10 月 6 日
・ストップ！NO 卒中
開催日時：平成 28 年 11 月 4 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

〈徳島県支部〉
１）市民啓発事業
市民講座
・徳島県立三好病院

生き活き講座

緊急速報！脳梗塞にならないで！」

開催日時：平成 28 年 6 月 22 日

徳島県立三好病院

多目的ホール（三好市）

平成 28 年 7 月 13 日

徳島県立三好病院

多目的ホール（三好市）

平成 28 年 7 月 20 日

佐野コミュニティーセンター（三好市）

平成 28 年 8 月 22 日

白地公民館（三好市）

平成 29 年 2 月 24 日

三野町公民館（三好市）

・認知症予防講座「知って得する認知症の知識」

開催日時：平成 29 年 3 月 8 日

徳島県立三好病院

多目的ホール（三好市）

・認知症について
開催日時：平成 29 年 2 月 12 日

三野町公民館（三好市）

・認知症について・脳卒中の予防について
開催日時：平成 29 年 3 月 15 日

佐野コミュニティーセンター（三好市）

２）開業医教育研修事業
・第 18 回徳島脳血管障害カンファレンス
開催日時：平成 28 年 5 月 14 日
会場：徳島大学病院内「日亜メディカルホール」（徳島市）
・徳島県における脳卒中の未来を考える会
開催日時：平成 28 年 6 月 8 日、会場：徳島グランヴィリオホテル（徳島市）
・Stroke Conference in TOKUSHIMA 2016
開催日時：平成 28 年 7 月 21 日、会場：ホテルグランドパレス徳島（徳島市）
・第 9 回徳島脳梗塞急性期治療懇話会
開催日時：平成 28 年 9 月 12 日、会場：ホテルグランドパレス徳島（徳島市）
・ストップ！NO 卒中プロジェクト in 徳島 2016
開催日時：平成 28 年 10 月 12 日、会場：パークウエストン（徳島市）
・第 42 回徳島脳神経外科談話会
開催日時：平成 28 年 12 月 10 日、会場：ホテルグランドパレス徳島（徳島市）
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 12 回香川脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 29 日(日)
会場：滝宮総合病院
参加人数：140 名
・ホームページの開設

http://www.kms.ac.jp/~neuron/society/index.php

２）開業医教育研修事業
・平成 28 年

7 月 29 日

・平成 28 年 10 月 12 日
高松
３）研修医教育研修事業
４）救急隊教育研修事業

香川県 Care AF 講演会

JR クレメントホテル高松

ストップ!NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議

サンポートホール

・平成 28 年 12 月 25 日
・平成 29 年 2 月 11 日

第 27 回 ISLS/PSLS 香川コース第 4 回徳島コース

徳島県立中央病院

平成 28 年度香川県消防学校 PSLS コース 香川県消防学校

その他の活動
「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＞
・市民講座「第 11 回愛媛脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 1 月 22 日
会場：愛媛大学城北キャンパス総合情報メディアセンター・メディアホール
参加：50 名参加
テーマ：「脳卒中をよく知ろう」
・ホームページの開設

www.m.ehime-u.ac.jp/school/neurosurg/

２）開業医教育研修事業
・ストップ NO 卒中エリア講演会
開催日時：平成 28 年 11 月 9 日
会場：ネストホテル松山
３）研修医教育研修事業
急性期脳卒中診療の教育のため、定期的カンファランスを開催（毎週月曜日）
４）救急隊教育研修事業
・平成 28 年度四国中央市脳卒中患者救急研修会
開催日時：平成 28 年 12 月 8 日、会場：石川記念会 HITO 病院大会議室
・平成 28 年度脳卒中救急搬送症例検討会
開催日時：平成 28 年 11 月 30 日、会場：東温消防本部防火センター学習室

その他の活動
・脳卒中医療連携事業推進事業：第 9 回愛媛脳卒中シームレス研究会学術講演会
開催日時：平成 28 年 9 月 21 日、会場：ひめぎんホール
・第 20・21 回中予作業部会
開催日時：平成 28 年 7 月 13 日・平成 29 年 1 月 25 日、会場：県医師会館
・東温市での脳卒中診療システムの継続と改善
・県下での急性期脳卒中治療概要調査

〈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」

開催日時：平成 28 年 7 月 9 日(土)

13：30～16：30

会場：高知県立県民文化ホール・グリーン
参加人数：約 400 名
共催：武田薬品工業株式会社
「脳卒中にならないために

なったときのために」

高知大学医学部付属病院
「タイムイズブレイン
高知赤十字病院

救急部特任講師

古田

興之介

脳梗塞急性期治療の最新事情」

脳神経外科副部長

鈴江

淳彦

「カテーテルで治す、切って治す、脳卒中の外科治療」
近森病院脳神経外科

部長

林

悟

「脳卒中のお薬で気をつけてほしいこと」
高知医療センター
「どうしたらいいの
高知医療センター

薬剤局

「抱きしめるいのち
大野内科

院長

敬

介護と医療費」
ソーシャルワーカー

「認知症にならないために
内田脳神経外科

川田

理事長

和田

真奈美

なったときのために」
内田

泰史

支えるいのち」
小笠原

望

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
開催日時：平成 28 年 9 月 6 日(火) 19：00～
会場：ザ・クラウンパレス新阪急
共催：ファイザー株式会社
内容：
①「脳卒中協会高知県支部のこれまでの活動と今後」
②「心原性脳塞栓症の発症予防と再開通療法」
３）研修医教育研修事業

高知医療センター

副院長

国立循環器病研究センター病院

森本
山上

なし

４）救急隊教育研修事業
・ISLS 講習会
開催日時：平成 28 年 7 月 10 日、会場：高知医療センター、共催：高知医療センター

〈福岡県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座：ストップ！脳卒中

「高齢者」と「若年者」の脳卒中－その予防と治療－

開催日時：平成 28 年 5 月 29 日(日)

雅徳
宏

会場：エルガーラ 7F 中ホール

・市民講座：脳卒中予防と再発防止について
開催日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）
会場：福岡市市民福祉プラザ

・ホームページ： http://plaza.umin.ac.jp/stroke/
・市民啓発冊子作成・配布：「Stroke Zero 改訂 4 版（福岡市消防局との共同作成）」
・市民啓発冊子作成・配布：「脳卒中を予防するための 10 か状と大切なお話

第 3 版（福岡県看

護協会との共同作成）」
２）開業医教育研修事業
・福岡 CVD カンファランス
開催日時：平成 28 年 4 月 20 日（水）、平成 28 年 10 月 19 日（水）
会場：アクロス福岡
・福岡脳卒中ケアカンファレンス：
開催日時：平成 28 年 7 月 20 日（水）
会場：アクロス福岡
・FBI 研究会（福岡救急ネットワーク脳梗塞内科治療研究会）
開催日時：平成 28 年 8 月 31 日（水）
会場：九州医療センター外来棟 3 階講堂
・Stroke Total Care in FUKUOKA（SCRUM 事業）
開催日時：平成 28 年 7 月 28 日（木）、会場：ホテルニューオータニ
・福岡脳卒中カンファランス
開催日時：平成 28 年 7 月 29 日（金）、会場：ホテルセントラーザ博多
３）研修医教育研修事業
・FBI 研究会（福岡救急ネットワーク脳梗塞内科治療研究会）
開催日時：平成 28 年 8 月 31 日（水）、会場：九州医療センター外来棟 3 階講堂
４）救急隊教育研修事業

なし

〈北九州市支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
「第 12 回北九州脳卒中公開セミナー」
開催日時：平成 28 年 4 月 23 日
会場：北九州芸術劇場

参加人数：500 人まで
テーマ：脳卒中の予防と治療
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

〈佐賀県支部〉
1）市民啓発事業
１）市民啓発事業
・市民講座「第 10 回

佐賀県脳卒中市民公開講座」

開催日時：平成 28 年 10 月 16 日（日）、会場：嬉野市公会堂、参加：100 人程度
・ホームページの開設

http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/jsa-saga/

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 7 回

佐賀脳卒中病院前救護（PSLS）研修会

開催日時：平成 28 年 9 月 14 日（水）、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 12 回脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 14 日 14 時-16 時
会場：メルカつきまち（長崎県長崎市）
参加人数：約 200 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
・市民講座

なし

・くまモンの脳卒中ノート
http://knn-web.com

(公益社団法人日本脳卒中協会

熊本県支部の事業)

２）開業医教育研修事業
・第９回熊本脳卒中予防研究会(ストップ！NO 卒中プロジェクト)

開催日時：平成 28 年 9 月 21 日、参加： 60 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

その他の活動
・静脈血栓塞栓症講習会・緊急弾性ストッキングコンダクター講習会 in KUMAMOTO
熊本大学医学部

医学総合研究棟 3Ｆ 安全講習室 301 号

(医療者向け)

180 名参加
・世界血栓症デー2016 がまだせ熊本！〜血栓症にならないために〜 (共催)
市民向け、600 名参加(会場には 2200 名来場)

〈大分県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
・平成 28 年度脳卒中市民講座：ストップ脳卒中！
平成 28 年 5 月 26 日

日時
場所

大分市，ホルトホール大分

テーマ
講演 1

阿部英治；『脳卒中はどうしておこる？』

講演 2

堀雄三；『超急性期脳梗塞の治療の実際』

講演 3

湧川佳幸；『脳卒中予防のポイントと脳卒中になったときの対応』

２）開業医教育研修事業
・Care AF プロジェクト

共催

日時

平成 28 年 7 月 30 日

場所

大分市，全労済ソレイユ
テーマ

バイエル薬品株式会社

講演 1

緒方利安；超音波を用いた脳梗塞診断．

講演 2

松岡秀樹；脳梗塞再発予防の現状と課題．

３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

〈宮崎県支部〉
１）市民啓発事業
・市民講座
第 8 回日本脳卒中協会宮崎県支部市民公開講座
日時：平成 28 年 5 月 29 日（日）14～16 時

(共催)

会場：宮崎市民プラザオルブライトホール
（宮崎県宮崎市橘通西 1 丁目 1-2）
参加人数：458 名
２）開業医教育研修事業
・研究会
名称：脳卒中治療を学ぶ会(日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社共催共催)
日時：平成 28 年 6 月 16 日 19 時～
会場：ガーデンテラス宮崎(宮崎市)

名称：宮崎脳卒中研究会（大塚製薬共催）
日時：平成 28 年 10 月 07 日 19 時～
会場：ガーデンテラス宮崎(宮崎市)

名称：宮崎脳神経 Embolism Conference(バイエル製薬共催)
日時：平成 28 年 10 月 21 日 19 時～
会場：MRT MICC エメラルドホール(宮崎市)

名称：ストップ！NO 卒中プロジェクト

エリア会議(ファイザー株式会社共催)

日時：平成 28 年 10 月 28 日 19 時～
会場：MRT MICC エメラルドホール(宮崎市)

名称：新しい抗凝固療法を考える会 (日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社共催)
日時：平成 28 年 12 月 8 日 19 時～
会場：ホテル JAL シティ(宮崎市)

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 14 回脳卒中市民講座」
開催日時：平成 28 年 5 月 29 日
会場：鹿児島県民交流センター、参加人数：500 名程度
テーマ：「みんなで学ぼう脳卒中」

鹿児島医療センタースタッフによる講演、家庭血圧計等の抽選会など
「市民公開講座

健康セミナー」

開催日時：平成 29 年 2 月 19 日
会場：TKP ガーデンシティ鹿児島中央
テーマ：「あきらめない
・ホームページの開設

脳卒中の後遺症治療」

開設予定により準備作業継続中

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（計 3 回開催）
・ストップ！NO 卒中プロジェクト
３）研修医教育研修事業

なし

４）救急隊教育研修事業

なし

エリア会議（平成 28 年 9 月 13 日）

その他の活動
・鹿児島県健康増進課との共同事業として，南薩地区脳卒中発症登録や危険因子実態調査
・鹿児島県健康増進課との共同事業による脳卒中対策プロジェクト会議，関係者講習会
・鹿児島県脳卒中リハビリテーション看護認定看護師研修支援（上記いずれも継続事業）
・循環器病研究開発費「義務教育年代への効果的な脳卒中啓発手法」に関する研究との共同事業
としての小学校児童に対する脳卒中教育

〈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

