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公益社団法人日本脳卒中協会

平成 29 年度 事業計画書
Ⅰ. 本部事業
1. 集会などの開催
(1)総会
平成 29 年 6 月 17 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
阪市）にて開催する。
(2)理事会
平成 29 年 5 月 31 日（水）14 時から 15 時 30 分まで、新大阪丸ビル（大阪市）本館にて定時
理事会を開催する。
平成 30 年 3 月、大阪市にて定時理事会を開催予定。
(3)支部長会議
平成 27 年 6 月 17 日（土）、梅田スカイビル スカイルーム１（大阪市）にて開催する。

2. 情報提供事業
(1)会報
年度内に合計 4 回発行予定。
(2)パンフレット・小冊子作成事業
・第 20 回脳卒中体験記「脳卒中後の私の人生」を平成 30 年 3 月発行予定。
・脳卒中に関する啓発ツール（パンフレット等）の作成と販売。
(3)インターネットホームページの充実
t-PA（アルテプラーゼ）静注療法実施医療機関を定期的に更新し、ホームページを見やすいデ
ザインに変更する。
(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、予防十か条を盛り込んだカレンダー
を作成し、販売する。
(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、その他企業による脳卒中に関連する資
料や特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、医療機器などの展示の場を、市民講座等
の会場に設ける。

・医療従事者向けの医療機器などの展示の場を、教育セミナー等の会場に設ける。

(6)支援型自販機による脳卒中啓発
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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*の医療機関、会社等への設置を通じて、
脳卒中啓発を行う。
*

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

(7)啓発動画の制作と公開
脳卒中の予防に関する啓発動画を制作し、ウェブで供覧する。

3. 脳卒中週間事業
(1)ポスター作成
平成 28 年度に公募・選考した脳卒中週間の標語を盛り込んだポスターを作成し、脳卒中週間前
後の期間に日本脳卒中協会会員の医療従事者が勤務する医療機関、理容店、コンビニエンススト
ア、三井住友海上あいおい生命保険株式会社支社・代理店等に掲示していただくべく配布する。
また、ポスターをデータ化して、市民講座等で活用する。
(2)市民向け講演会支援
脳卒中週間に市民・患者向けに開催される講演会を日本脳卒中協会のホームページにて広報し、
資料提供などによって支援する。
(3)平成 30 年度脳卒中週間標語の公募
平成 30 年度の脳卒中週間の標語を平成 29 度中に募集し、選考する。
(4)新聞広告
脳卒中週間に新聞広告による啓発を行う。

4．心房細動週間事業
3 月 9 日「脈の日」及び 3 月 9 から 15 日までの「心房細動週間」に、心房細動からの脳梗塞の
発症を予防することを目的として、ポスターや新聞広告等による啓発活動を行う。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する。

5. ブレイン・アタック キャンペーン
(1) 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する。
(2)都道府県との協力による啓発プロジェクト
栃木県における脳卒中市民啓発とその評価 （栃木県脳卒中啓発プロジェクト）の成果を論文化
し、公表することによって、全国的な普及を図る。
平成 30 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、計画立案、啓発資材の
準備等を行う。
(3) 啓発動画の制作と公開
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脳梗塞の症状と発症時の対応に関する啓発動画を制作し、ウェブで供覧する。

6. 地域保健活動との連携による脳卒中啓発活動
地域保健活動に協力し、データヘルス＊計画との協働により、脳卒中地域啓発を進める。
＊

医療保険者が、電子的に保有された健康医療情報の分析を行った上で行う、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

7. 体験記事業
患者・家族の方々の励みとしてもらうことを目的に、脳卒中体験記を募集し、優秀作品を発表
する。応募締め切りは平成 29 年 12 月末日。

8. 脳卒中患者・家族との意見交換
脳卒中患者・家族と意見交換する方法について検討する。

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、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、表彰する。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する。

10. 脳卒中対策検討事業
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」の活動に協力する。

11. 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。これを受けて、ホームページを通じた広報、市民講座の開催などにより、その普及に
努める。

12．ファイザー株式会社との共同事業による、脳卒中予防啓発プログラム
脳卒中の予防啓発を目的に、市民公開講座の開催ならびにＪリーグやアメリカンフットボール、
ねんりんピック 2017*などのイベントにおいて、来場者を対象に脳卒中 10 カ条などの告知ならび
早期発見、早期受診を呼びかける啓発活動などを行う。
加えて、脳卒中週間前後には、各地でラジオや新聞などを通じた啓発活動を展開する。
*ねんりんピック 2017 のイベントについては、日本不整脈心電学会と連携して実施する。
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13．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
専門医およびかかりつけ医を対象とした講演会を開催し、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。

14. 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
防の普及に向けた啓発活動を実施する。

15.

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）予防に関する講
演会を通じ、かかりつけ医に適切な治療と患者・家族指導を浸透させ、脳梗塞の発症予防を図る。
また、医師だけではなく、地域の様々な組織・団体・関係者による地域の医療・保健活動の連携
を支援し、心房細動の早期発見、抗凝固薬の適正使用、服薬継続を推進する。

16. 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）」
・パイロット事業を推進し、中間報告や事例紹介を通じて取り組みを全国に展開する
・提言書第三版により、事例・活動評価方法等ツールの共有を行う
・Care AF 講演会等を活用し、地域医療・保健活動とのさらなる連携を進める
・中央行政等に地域での取組みや課題などについて情報提供を行う

17. サノフィ株式会社との共同事業による、抗血栓療法の適正使用の推進に関する患者教育事業
日本脳卒中協会発行の患者用資材「抗血栓薬の患者カード」を普及させることにより、患者・
家族による抗血栓療法の適正使用の推進を行う。

18．三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)
今年度も継続する。
(2)各県支部主催の市民公開講座などへの取り組み
市民公開講座および脳卒中市民シンポジウムに脳卒中経験者の講師派遣や資材提供を行う。なお、
すでに兵庫県淡路医療センターでの公開講座 6/24 への講師派遣が確定している。
(3)脳卒中 Report（HP）
脳卒中に関する情報提供を行う。
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(4)脳卒中週間活動
全国の支社や保険販売代理店に向け facebook により情報提供を行う。
(5)カレンダー配布
日本脳卒中協会の特製カレンダーを市民に配布する。
(6)JSA News 日本脳卒中協会会報誌への協賛広告の掲載
(7)脳卒中、循環器病に関する啓発ツールを作成する。

19. 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）
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～」

脳卒中診療を担う医療従事者を対象に各支部との共催で学術講演会を開催することによって、
急性期治療から慢性期・自宅における地域全体（医療従事者・患者・介護者）での服薬継続シス
テム構築を目指し、脳卒中再発予防の推進を図る。

20． グラクソ・スミスクライン株式会社との共同事業による、「脳卒中後遺症

手足のつっぱり

（痙縮）」疾患啓発事業
脳卒中後遺症の最新リハビリテーションや治療法に関し、新聞等のマスメディアを通じて市民
啓発を行う。

21．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
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、
「脈の日」
および「心房細動週間」の普及を通じて、一般市民への啓発活動を行う。

22．第一三共株式会社、日本脳卒中協会の共同事業による、心房細動患者のアドヒアランス向上
事業
心房細動患者の疾患啓発・抗凝固薬服薬アドヒアランス向上のために、ウェブサイト、医療関
係者対象講演会などを通じて、①心房細動患者に服薬継続の重要性と副作用などの注意点に関す
る情報提供を行い、②医療従事者（医師、薬剤師、看護師など）を対象にアドヒアランス向上に
関する情報提供を行う。

23.

大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部との共同事業による、薬剤師・保健

師・栄養士等コメディカル教育事業
薬剤師・保健師・栄養士等のコメディカルを通して、市民へ脳卒中予防の正しい知識啓発を図
るために、薬剤師・保健師・栄養士等を対象とするセミナーを開催する。

Ⅱ. 支部事業
＜北海道支部＞
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１．相談事業
・実施方法：電話（FAX）番号

080-4042-0256

・開催日時：毎月第一土曜日
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座 未定
・ホームページの開設
2）開業医教育研修事業

なし
未定

３）研修医教育研修事業

未定

４）救急隊教育研修事業

未定

〈青森県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座開催

予定（詳細未定）

・ホームページの開設

未定

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈岩手県支部〉
１．相談事業 なし
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座：
名称：未定、開催日時：平成 29 年 9 月 3 日、会場：岩手県公会堂、テーマ：未定
・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
・脳卒中予防に関する講演会を予定（詳細未定）
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈秋田県支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話相談

070-6978-7465 、FAX 相談 018-834-2208
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毎月第 3 土曜 10 時～16 時、FAX 相談

365 日 24 時間受付

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
①脳卒中予防講演会
共催：バイエル薬品株式会社、開催日時：未定、会場：未定、
テーマ：脳卒中予防など
②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：未定、会場：未定、
テーマ：脳卒中予防など
・ホームページの開設

なし

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：未定、会場：未定
3）研修医教育研修事業
・第 27 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
会場：秋田県立脳血管研究センター
・第 28 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
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/PSLS コース
共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会、秋田県消防長会、
日本臨床救急医学会
会場：秋田県立脳血管研究センター
・第 26 回秋田 ISLS/PSLS コース
共催：秋田県立脳血管研究センター、秋田県医師会、秋田県消防長会、
日本臨床救急医学会
会場：秋田県立脳血管研究センター（予定）
３．その他の事業
・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（バイエル薬品株式会社との共同事業）
・秋田県における脳卒中予防に関する県民意識調査（秋田県立脳血管研究センターとの共同事業）

〈山形県支部〉
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１．相談事業
・FAX 相談：FAX

023-628-5950

・開催日時：365 日 24 時間受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・検討中
・ホームページの開設

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 38、39 回山形県対脳卒中治療研究会（38 回は医師・研修医・看護師・救急隊向け、39 回は
医師・研修医向け）での啓発活動を予定。
・ストップ！NO 卒中プロジェクト山形エリア会議をファイザー株式会社の共催で開催を検討。
３．その他の事業
1）t-PA 静注療法実施可能な医療機関の調査・公表
・t-PA に関しては、支部としての対応が必要な場合は、山形県対脳卒中治療研究会（事務局：山
形大学医学部脳神経外科）のチャンネルを活用して対応する。

〈福島県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 9 回福島県脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 8 月 26 日（土）14 時～16 時（予定）
会場：コラッセ福島 4F 多目的ホール
講演内容：未定
・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈茨城県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

029-853-3214

・開催日時：365 日 24 時間受付
２．啓発事業
1) 市民啓発事業
・市民公開講座
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イーアスホール

認知症（もの忘れ）を知ろう
「認知症」と脳血管障害、他

・脳卒中市民講座
開催日時
会場
テーマ

未定

未定
脳卒中予防、適正治療のために知っていいただきたいこと、社会福祉制度

・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
・ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議
日時未定、会場未定
3）研修医教育研修事業
・脳血管障害カンファレンス
年 9 回開催、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

未定

３．その他の事業
・茨城脳卒中セミナー
・県南脳血管障害研究会
・茨城県脳神経血管治療カンファレンス
・ブレインアタックファーラム
・急性期脳梗塞に対する多施設連連携治療システム(ドリップ＆シップ

プロジェクト)についての

ワーキンググループ開催。

〈栃木県支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話（FAX）相談：0282-86-2501
・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

24 時間 365 日受付

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・第 4 回 脳卒中市民公開講座 NO 卒中！
開催日時：平成 29 年 11 月予定
会場：済生会宇都宮病院 2 階グリーンホール（予定）
テーマ：脳卒中の予防，治療，リハビリについて（予定）
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・ホームページの開設

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

全国一斉エリア会議（開催日未定）

・SCRUM（Seamless care support program for stroke）（開催日未定）
・Neurology Conference（開催日未定）
3）研修医教育研修事業
・神経内科専門医セミナー（開催日未定）
4）救急隊教育研修事業
・PSLS 開催予定
３．その他の事業
・無料頸動脈エコー検診（日程未定）

〈群馬県支部〉
１．相談事業
・実施方法： FAX 相談

0270-22-3303

メール相談

jsa-info-jsa-gunma.org

・開催日時：24 時間 365 日受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民公開講座「脳卒中の予防と治療」
伊勢崎市にて開催予定
・ホームページの開設

http://jsa-gunma.org

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予定
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業
・群馬 ISLS/PSLS コース

年 4 回開催予定

３．その他の事業
・J リーグザスパ草津戦にてブース出展とバナー行進による啓発活動実施予定
・「群馬脳卒中救急医療ネットワーク」を開催予定（日時、会場未定）
・Stroke Bypass system 実施状況の検証を行う

〈埼玉県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

042-984-0664

・開催日時：365 日 24 時間受付

10

公益社団法人日本脳卒中協会

平成 29 年度事業計画

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座

未定

・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈千葉県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

0476-99-1906

・開催日時：24 時間 365 日受付（千葉県在住の方のみ）
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・第 16 回脳卒中市民公開講座
平成 29 年 6 月予定
・成田市脳卒中市民公開講座
平成 29 年 11 月予定
・ホームページの開設

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

2）開業医教育研修事業
・千葉県 Care AF 講演会

平成 29 年月日未定

・第 8 回千葉北脳卒中地域連携パス研究会
・千葉県脳卒中急性期医療懇話会

平成 29 年月日未定

・かかりつけ医のための脳卒中連携
・千葉県 Care AF 講演会 2017

平成 29 年月日未定

平成 29 年月日未定

平成 29 年月日未定

・第 5 回 高齢者疾患フォーラム

平成 30 年月日未定

3）研修医教育研修事業
・日本医科大学千葉北総病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
・第 21 回北総救命会 PSLS コース

平成 29 年月日未定

・第 22 回北総救命会 PSLS コース

平成 30 年月日未定

〈東京都支部〉
１．相談事業

未定

２．啓発事業
1）市民啓発事業
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・市民講座
①第 22 回脳卒中公開講座
日時：平成 29 年 5 月 27 日（土）14:00-16:00
場所：東京都済生会中央病院
主催幹事：東京都済生会中央病院

神経内科

星野晴彦

②第 23 回脳卒中公開講座
日時：平成 29 年秋、場所：未定
主催幹事：東海大学付属八王子病院
・ホームページの開設

神経内科

野川

茂先生

未定

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈神奈川県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

044-975-2016

・開催日時：365 日 24 時間受付（回答後日）
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・脳卒中市民公開講座
開催日時：平成 29 年 6 月 18 日（日）予定
会場：聖マリアンナ医科大学

医学部本館

6 階「大講堂」

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対象に脳卒中に関する知識
の向上。
・ホームページの開設

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
平成 29 年 9 月 9 日（予定）
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業

なし

３．その他の事業
・MPSS トリアージに関する事後検証作業
平成 29 年 6 月 18 日（予定）、平成 29 年 12 月（未定）

〈横浜市支部〉
１．相談事業

なし
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２．啓発事業
1）市民啓発事業
・年１回の予定あり。詳細未定。
2）開業医教育研修事業
・SCRUM（共催：大塚製薬株式会社）予定あり。詳細未定。
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業
・年３－４回

日時未定

３．その他の事業
・神奈川 stroke forum など講演会あり。
・横浜市脳血管疾患救急医療体制第２回目の実態調査の集計中。

〈新潟県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
・ホームページの開設

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

2）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中プロジェクトエリア会議（詳細未定）
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．相談事業
・実施方法：FAX 相談

076-434-5034

・開催日時：受付常時
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 11 回脳卒中公開講座」
開催日時：平成 29 年 11 月 25 日（土）
会場：CiC ビル多目的ホール（富山市新富町 1-2-3）
・脳卒中予防キャンペーン
協賛会社を募集し、脳卒中に関するテレビコマーシャルを放映
・富山県脳卒中・友の会への協賛
・ホームページの開設

なし
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2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

３．その他の事業
・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．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民公開講座「知っとかんと know 卒中」
詳細未定
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．相談事業
・実施方法：FAX 相談

0776-61-8270

・開催日時：随時受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
①平成 29 年度春期福井脳卒中県民講座
開催日時：平成 29 年 5 月 28 日（日）
会場：福井県県民ホール
テーマ：未定
②平成 29 年度秋期福井脳卒中県民講座
開催日時：平成 29 年 11 月末日（予定）
会場：未定（越前市内の予定）
テーマ：未定
・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定
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〈山梨県支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話（FAX）相談

055-273-9036

・開催日時

13 時～17 時

電話
FAX

毎週火曜日
24 時間受付

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座

未定

・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中 in 山梨、日時等未定
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈長野県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・第 24 回市民公開講座
開催日時：平成 29 年 4 月 9 日
会場：松本市キッセイ文化ホール
テーマ「脳と脊髄の健康」
2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈岐阜県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

058-234-5503

・開催日時：24 時間 365 日受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・第 10 回岐阜脳卒中市民公開講座開催
日時：未定、会場：未定、テーマ・講師：未定
・ホームページの開設

現時点で予定なし

2）開業医教育研修事業
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・ストップ！NO 卒中

全国一斉エリア会議

日時：未定、会場：未定、テーマ・講師：未定
・脳卒中地域医療連携プロジェクト
SCRUM Fighting Vascular Events in Gifu 2018
日時：未定、会場：未定、テーマ・講師：未定
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
計 3 回開催予定
開催日：4 月 21 日、6 月 19 日、6 月 9 日
会場：岐阜会館（岐阜市）19：30〜
各回の講演・講師：未定
4）救急隊教育研修事業

なし

〈静岡県支部〉
１．相談事業

未定

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座（浜松、静岡、東部の３地区において病院主催で開催予定。詳細未定。）
・ホームページの開設

計画中

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
・SCRUM
・Care AF
・ESUS、TIA、血管内治療などの研修会を支部で共催。
3）研修医教育研修事業
（静岡市内の各病院研修医の勉強会で脳卒中の治療に関する講義）
4）救急隊教育研修事業
（静岡県消防学校（救急隊員養成コース）での脳卒中に関する講義

畑支部長、小張副支部長）

３．その他の事業
静岡県の保健師（病院・役所・保健所）に特定検診時の不整脈の発見についての毛等を企画し
ています。

〈愛知県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談 052-951-0664、メール相談

stroke@nnh.hosp.go.jp

・開催日時：毎週火曜日
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２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座 未定
・「抗血栓薬カード」作成および配布予定
・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

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈三重県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 番号 059-231-5155
開催日時 365 日 24 時間
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
亀山

津、伊勢、鈴鹿にて開催予定

・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
・講演会

不定期

3）研修医教育研修事業
・研修医のための脳神経セミナー

年 2 回予定

・研修医のための神経内科セミナー

年 2 回予定

・研修医のための神経内科・脳神経外科

合同セミナー

年 1 回予定

4）救急隊教育研修事業
・消防士養成課程中臨床実習

不定期

３．その他の事業
・救急部、脳神経外科、神経内科合同

Stroke カンファレンス

〈滋賀県支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話・ファックス相談

0749-45-5101

・開催日時：毎週月 9 時～11 時
２．啓発事業
1）市民啓発事業
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・市民講座
滋賀県脳卒中市民公開講座
・ホームページの開設

年 2 回（滋賀医科大学および県内）

なし

2）開業医教育研修事業
・SCRUM
・滋賀県の脳卒中を考える会
・Care AF プロジェクト
・ストップ！NO 卒中プロジェクトエリア会議（共催：ファイザー株式会社）
３）研修医教育研修事業
（滋賀医科大学内研修会）
４）救急隊教育研修事業
・京滋 ISLS コース

〈京都府支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・第 15 回脳卒中市民講座を、京都第二赤十字病院にて

脳卒中をテーマに 12 月および１月に開

催予定
・ホームページの開設

http://jsa-kyoto.org

2）開業医教育研修事業
・京都府南部脳卒中診療連携の会
・12th

Stroke

oriented…研究会

・伏見脳卒中セミナー
・京都府 Care AF 学術講演会
・ストップ！NO 卒中プロジェクトエリアエキスパート会議
・SCRUM 講演会
3）研修医教育研修事業
・STROKE 研究会
・第 13 回京滋脳卒中臨床カンファランス
4）救急隊教育研修事業

未定

〈大阪府支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話相談

06-6629-7378 、FAX 相談

・開催日時：毎月第４土曜日

06-6629-7377

10 時〜16 時
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２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 13 回

脳卒中市民講座」

開催日時：平成 29 年 5 月 28 日（日）

予定

会場：千里ライフサイエンスセンター
テーマ：未定
・ホームページの開設 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

〈兵庫県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

078-302-4640

・開催日時：常時受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 11 回兵庫県脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 5 月 28 日（日）午後 2 時～午後 3 時 40 分
会場：神戸市立医療センター中央市民病院講堂

予定

・ホームページの開設
http://chuo.kcho.jp/original/neurosurgery/2neuros/800kyoukai-home.html
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
2）開業医教育研修事業
・本年度中に１～２回の開業医向け講演会を行う予定（日時、会場未定）
3）研修医教育研修事業
・神戸市立医療センター中央市民病院救急オープンカンファレンスでの講義予定
4）救急隊教育研修事業
・PSLS セミナー

〈奈良県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

0745-33-0326

・開催日時：365 日 24 時間受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
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・市民講座
公開講座「防ごう、脳卒中！身近にできることから」
開催日時：平成 29 年 9 月 30 日(土)
場所：奈良県文化会館

小ホール

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 29 年 11 月場頃、場所：未定
・SCRUM 講演会 in

奈良

開催日時：平成 30 年 1 月頃、場所：未定
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 29 年 5 月 29 日（月）17：30～18：30
毎月

最終月曜日

全 11 回

場所：奈良県総合医療センター
4）救急隊教育研修事業

大会議室

なし

〈和歌山県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座

なし

・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
（・脳卒中領域の抗血小板剤の使用法の講演予定。）
（・心原生脳塞栓症の治療に対する新たな展開について講演予定）
（・脳梗塞における急性期の再開通療法の現状について講演予定）
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業
・急性期血栓溶解療法の新たな展開について勉強会を予定
３．その他の事業
・ラジオ出演による脳卒中の啓発活動

〈鳥取県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業

なし
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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

〈島根県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

0853-20-2194

・開催日時：随時受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「脳卒中市民公開講座」
開催日時：未定
会場：島根大学医学部（予定）
テーマ：未定
・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（共催：ファイザー株式会社）
・島根県脳卒中学術講演会（共催：大塚製薬株式会社）
・島根県 Care AF 講演会（共催：バイエル薬品株式会社）
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業
・年 1～2 回救命救急士を対象に経過報告を含めた講演会を行う予定
タイトル：病院前導入後の有用性と課題（仮題）
会場：出雲消防署
対象：救命救急士

〈岡山県支部〉
１．相談事業
・実施方法：ＦＡＸ相談：086-462-3656
・開催日時：365 日 24 時間体制
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 12 回岡山脳卒中市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 10 月 7 日 14 時 30 分〜16 時 30 分
開催場所：岡山コンベンションセンター2Ｆレセプション
プログラム：未定
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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（詳細：未定）
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

３．その他の事業
・日本脳卒中協会の活動紹介並びに勧誘

〈広島県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

082-505-0490

・開催日時：365 日 24 時間受付
２．啓発事業
1）市民啓発事業「第 14 回広島脳卒中市民シンポジウム」
開催日時：平成 29 年 12 月 17 日（日）

13:00～16:30

会場：広島国際会議場「ダリア」、テーマ：未定
・ホームページの開設

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、大幅な内容の充実・更新を行う。
2）開業医教育研修事業
急性期脳卒中患者に対する対応方法と慢性期脳卒中患者のリスク管理や再発予防に関する内容
で、開業医に関する後援会を開催する予定である。
3）研修医教育研修事業
広島大学病院で研修を行っている研修医を対象に研修医セミナーを行う予定である。

4）救急隊教育研修事業
脳卒中の観察・処置（PSLS）、病院での脳卒中初期診療（ISLS）に関する講演会を開催する予
定である。

〈山口県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談
・開催日時

0836-37-6166

第 3 週土曜 10 時～12 時

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
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「怖いけど知りたい脳卒中の話」
開催日：平成 29 年 5 月 27 日
会場：山口県山口市
・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
・Care AF プロジェクト 開催
・ストップ！NO 卒中プロジェクトエリア会議 開催
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈徳島県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
徳島脳卒中市民公開講座を徳島市にて開催予定
・ホームページの開設

http://www.neurosurgerytokushima.com/

徳島大学脳神経外科のホームページに掲載中
2) 開業医教育研修事業
徳島県・市医師会での脳卒中に関する講演予定
3) 研修医教育研修事業
徳島大学病院研修センターにおいて研修医に対し、脳卒中に関する講演を行う
4) 救急隊教育研修事業
徳島県内の救急隊に対し、脳卒中救急搬送について講演予定
３．その他の事業
県内の病院と連携し、遠隔医療システムを活用した最適救急治療体制の充実を図ると共に、定
期的 Web カンファレンスを開催して、症例検討を行う。

〈香川県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

０８７－８９１－２４１５

・開催日時：香川県支部のホームページより相談申込書をダウンロードしファックスにて相談受
付する
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 13 回香川脳卒中市民公開講座」
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開催日：平成 29 年 5 月 28 日
会場：香川県社会福祉総合センター(予定)
・ホームページの開設
2）開業医教育研修事業

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

3）研修医教育研修事業、4）救急隊教育研修事業
・第 28 回 ISLS/PSLS 香川コース
平成 29 年 5 月 20 日(土)

三豊総合病院（予定）

・第 29 回 ISLS/PSLS 香川コース
平成 29 年 12 月 16 日(日) 香川大学医学部（予定）
・第 30 回 ISLS/PSLS 香川コース
平成 30 年 3 月 17 日(土) 三豊総合病院（予定）
・平成 29 年度香川県消防学校 PSLS コース
平成 30 年 2 月 11 日(日)

香川県消防学校

３．その他の事業
・「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．相談事業
・実施方法：電話（FAX）相談
電話番号

089-960-5338

FAX 番号

089-960-5340

・開催日時：毎月第一土曜日（10 時〜17 時）
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座：
「第 12 回愛媛脳卒中市民公開講座」
（開催日時、会場、テーマなど未定）
・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
・愛媛県 Care AF 講演会（開催日時などは未定）
3）研修医教育研修事業
・急性期脳卒中診療の教育のために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 29 年度四国中央市脳卒中患者救急研修会
（開催日時などは未定、石川記念会 HITO 病院大会議室）
・平成 29 年度脳卒中救急搬送症例検討会
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（開催日時などは未定、東温消防本部防火センター学習室）
３．その他の事業
・脳卒中医療連携事業推進事業
第 11 回愛媛脳卒中シームレス研究会学術講演会と第 22、23 回中予作業部会の開催
（開催日時などは未定）
・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．相談事業

なし

２．啓発事業
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 29 年 6 月 17 日(土) 13 時 30 分～16 時 30 分
会場：高知県立県民文化ホール・グリーン
テーマ：「知っておいてください。脳卒中のこと」
演題、演者は未定
・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業
・ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議
共催：ファイザー株式会社
開催日時：平成 29 年 9 月か 10 月
会場その他は未定
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業
・ISLS 講習会
共催：高知医療センター、日時その他は未定

〈福岡県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

092-843-9770

・開催日時：毎週第 3 土曜

10 時～16 時

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「ストップ！脳卒中」
開催日時：平成 29 年 5 月 28 日（日）予定
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会場：エルガーラ 7F 中ホール：
・ホームページ：http://plaza.umin.ac.jp/stroke/
2）開業医教育研修事業
・福岡脳卒中ケアカンファランス
平成 29 年 7 月（予定）
・FBI 研究会（福岡救急ネットワーク脳梗塞内科治療研究会）
平成 29/年 8 月（予定）
・福岡 CVD カンファランス
平成 29 年 4 月（予定）
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）
平成 29 年 8 月（予定）
4）救急隊教育研修事業
・PSLS 講習会
平成 29 年 10 月、11 月（予定）

〈北九州市支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 番号：093-473-9970
開催日時：毎月第 2 火木 13-16 時
２. 啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座
「第 13 回北九州脳卒中公開セミナー」
開催日時：平成 29 年 4 月 22 日
・ホームページの開設

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

〈佐賀県支部〉
１．相談事業
・実施方法：ファックス相談

0952-33-1687

・開催日時

受付

24 時間

365 日

２．啓発事業
1）市民啓発事業
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未定

・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
・脳卒中地域連携プロジェクト

SCRUM

平成 29 年 6 月頃
3）研修医教育研修事業
・年 4 回

脳卒中救急レクチャーとして研修医向けに開催する予定

会場：佐賀大学

医学部

卒後研修センター

開催日：第 1 回

4月

第2回

7月

第3回

10 月

第4回

12 月

4）救急隊教育研修事業
・第 8 回

佐賀脳卒中病院前救護（PSLS）研修会

開催日：平成 29 年 9 月頃
会場：佐賀大学

医学部

卒後研修センター

〈長崎県支部〉
１．相談事業
・実施方法：FAX 相談

095-819-7265

・開催日時：平日 9：00～16：00
２．啓発事業
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：未定

会場：未定

・ホームページの開設

なし

2）開業医教育研修事業

未定

3）研修医教育研修事業

未定

4) 救急隊教育研修事業

未定

〈熊本県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座

未定

・ホームページの開設

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
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・第 10 回熊本の卒中予防研究会（ストップ！NO 卒中プロジェクト）
・Care AF 講演会
・SCRUM 講演会
3）研修医教育研修事業

未定

4）救急隊教育研修事業

未定

〈大分県支部〉
１．相談事業

なし

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「平成 29 年度脳卒中市民講座：ストップ脳卒中！」
開催日：平成 29 年 5 月 31 日（予定）
場所：ホルトホール大分
・ホームページの開設

なし

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
日時：平成 29 年 7 月頃
場所：大分市
3）研修医教育研修事業

なし

4）救急隊教育研修事業

なし

〈宮崎県支部〉
１．相談事業
・実施方法：電話相談

0985-85-3128

FAX 相談

0985-84-4571

・開催日時：平日 8 時 30 分～17 時(電話)、24 時間 365 日（FAX）
九州地方在住の方に限る
２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 9 回日本脳卒中協会宮崎県支部市民公開講座」
開催日時：平成 29 年 5 月 27 日（土） 14 時～16 時
会場：日向市文化交流センター大ホール（日向市中町 1－31）
・ホームページの開設

予定あり

2）開業医教育研修事業
・宮崎脳卒中研究会

28

公益社団法人日本脳卒中協会

平成 29 年度事業計画

共催：大塚製薬株式会社
日時：未定(2 回開催予定)、会場：未定(宮崎市)
・ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議
共催：ファイザー株式会社
日時：未定、会場：未定(宮崎市)
・宮崎脳神経 Embolism Conference
共催：バイエル薬品株式会社
日時：未定、会場：未定(宮崎市)
・（仮称）脳卒中治療を考える会
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
日時：未定、会場：未定(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．相談事業

現在休止中

２．啓発事業
1）市民啓発事業
・市民講座「第 15 回脳卒中市民講座」
開催日時：平成 29 年 5 月 28 日(日)
会場：鹿児島県民交流センター
テーマ：みんなで学ぼう脳卒中
・ホームページの開設

開設準備中

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(3 回開催)
・t-PA 静注療法ネットワーク研修
・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

未定

4）救急隊教育研修事業
・t-PA 静注療法ネットワーク研修
３．その他の事業
・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
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・小学校児童に対する脳卒中教育

〈沖縄県支部〉
未提出
以上
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