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資料編                                      

１ 計画策定の経過 

年 月 経 過 

令和元(2019)年 12 月１日 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の施行 

令和２(2020)年９月８日 第 24 回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会 

・栃木県循環器病対策推進計画の策定に向けた検討の方向性に 

ついて確認 

・脳卒中対策部会及び心血管疾患対策部会の設置 

令和２(2020)年 10 月 26 日 第１回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会脳卒中対策部会 

・脳卒中対策に係る現状･課題、施策の方向性等について検討 

令和２(2020)年 10 月 27 日 国が、循環器病対策推進基本計画を閣議決定 

令和２(2020)年 10 月 29 日 国が、通知「都道府県循環器病対策推進計画の策定にかかる指針

について」を発出 

令和２(2020)年 11 月９日 第１回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会心血管疾患対策部会 

・心血管疾患対策に係る現状･課題、施策の方向性等について 

検討 

令和２(2020)年 12 月７日 第２回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会心血管疾患対策部会 

・心血管疾患対策に係る主な取組、指標の設定等について検討 

令和２(2020)年 12 月９日 第２回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会脳卒中対策部会 

・脳卒中対策に係る主な取組、指標の設定等について検討 

令和３(2021)年２月 第 25 回栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会(書面協議) 

・栃木県循環器病対策推進計画(素案)について検討 

令和３(2021)年２月 19日 

～令和３(2021)年３月 18 日 

パブリック・コメントの実施 

令和３(2021)年３月 26日 栃木県循環器病対策推進計画の決定及び公表 
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２ 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会委員等 

⑴ 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会委員 

〔任期:令和２(2020)年７月１日～令和５(2023)年６月 30日〕 

No. 所属名 役職等 氏 名 備 考 

１ (一社)栃木県医師会 会長 稲野 秀孝 会長 

２ 
獨協医科大学 

心臓・血管内科 
主任教授 井上 晃男  

３ (一社)栃木県歯科医師会 常務理事 植原 雅章  

４ (一社)栃木県理学療法士会 会長 大屋 晴嗣  

５ 
自治医科大学  

内科学講座循環器内科学部門 
主任教授 苅尾 七臣  

６ とちぎケアマネジャー協会 理事 佐藤 淳一  

７ (公社)栃木県栄養士会 会長 佐藤 敏子  

８ (一社)栃木県医師会 常任理事 白石 悟  

９ 栃木県食生活改善推進員協議会 会長 鈴木 美恵子  

10 (公社)日本脳卒中協会栃木県支部 支部長 竹川 英宏  

11 (一社)栃木県薬剤師会 副会長 田中 友和  

12 栃木県市町保健師業務研究会 幹事 寺内 香織  

13 
済生会宇都宮病院 

脳神経外科 
主任診療科長 中務 正志  

14 脳梗塞患者と失語症者の自立支援の会 代表理事 沼尾 ひろ子  

15 
獨協医科大学 

心臓・血管外科 
教授 福田 宏嗣  

16 藤井脳神経外科病院 理事長 藤井 卓  

17 栃木産業保健総合支援センター 所長 武藤 孝司  

18 栃木県消防長会 会長 山崎 久  

19 (一社)栃木県作業療法士会 副会長 横山 奈美  

20 (公社)栃木県看護協会 常任理事 渡邉 芳江  

（50音順、敬称略） 
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⑵ 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会脳卒中対策部会委員 

〔任期:令和２(2020)年 10 月９日～令和３(2021)年３月 31 日〕 

No. 所属名 役職等 氏 名 備 考 

１ 
消防関係代表 

（宇都宮市消防局） 
警防課長 荒井 隆史  

２ (一社)栃木県医師会 会長 稲野 秀孝 部会長 

３ (一社)栃木県理学療法士会  今井 樹  

４ (一社)栃木県歯科医師会 常務理事 植原 雅章  

５ 
獨協医科大学病院 

救命救急センター 
センター長 小野 一之  

６ 
国際医療福祉大学 言語聴覚学科 

（失語症者友の会「那須ひまわり会」） 
助教 櫻岡 絵里香  

７ (公社)栃木県栄養士会 理事 佐藤 伸彦  

８ (公社)日本脳卒中協会栃木県支部 支部長 竹川 英宏  

９ (一社)栃木県薬剤師会 副会長 田中 友和  

10 
済生会宇都宮病院 

脳神経外科 
主任診療科長 中務 正志  

11 脳梗塞患者と失語症者の自立支援の会 代表理事 沼尾 ひろ子  

12 (公社)栃木県看護協会  野本 直樹  

13 藤井脳神経外科病院 理事長 藤井 卓  

14 
自治医科大学 

内科学講座神経内科学部門 
主任教授 藤本 茂  

15 (一社)栃木県作業療法士会 副会長 横山 奈美  

（50音順、敬称略） 
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⑶ 栃木県脳卒中・心血管疾患対策協議会心血管疾患対策部会委員 

〔任期:令和２(2020)年 10 月９日～令和３(2021)年３月 31 日〕 

No. 所属名 役職等 氏 名 備 考 

１ 
消防関係代表 

（宇都宮市消防局） 
警防課長 荒井 隆史  

２ (一社)栃木県医師会 会長 稲野 秀孝 部会長 

３ 
獨協医科大学 

心臓・血管内科 
主任教授 井上 晃男  

４ (一社)栃木県歯科医師会 常務理事 植原 雅章  

５ 
自治医科大学 

内科学講座循環器内科学部門 
主任教授 苅尾 七臣  

６ (公社)栃木県栄養士会 理事 佐藤 伸彦  

７ 宇都宮協立診療所 所長代行 武井 大  

８ (一社)栃木県薬剤師会 副会長 田中 友和  

９ (一社)栃木県理学療法士会  田村 由馬  

10 
獨協医科大学 

心臓・血管外科 
教授 福田 宏嗣  

11 (公社)栃木県看護協会  町田 仁美  

12 
自治医科大学附属病院 

救命救急センター 
センター長 間藤 卓  

13 (一社)栃木県作業療法士会 副会長 横山 奈美  

（50音順、敬称略） 

 


