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東播磨脳卒中地域医療連携協議会 会則 

 

第１条（名称） 

 本会は、東播磨脳卒中地域医療連携協議会と称する。 

第 2 条（目的） 

 本会は、東播磨圏域及び周辺地域の脳卒中医療に関連する医療機関、医療従事者が参加

し、脳卒中領域の医療連携を強化することにより、地域の脳卒中医療の発展に寄与する

ことを目的とする。 

第 3 条（事業） 

 本会は、前条の目的を達する為に次の事業を行う。 

 ３－１ 東播磨脳卒中地域医療連携協議会の開催 

 ３－２ 東播磨脳卒中地域医療連携協議会で運用する脳卒中地域連携診療計画の策定と 

運営 

 ３－３ 脳卒中地域連携診療計画は様式１により運営方法等を定める。 

 ３－４ 脳卒中に関連する学術情報の提供、会員相互の交流の促進 

 ３－５ その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

第 4 条（会員） 

 ４－１ 本会の会員は、本会の目的に賛同し、その達成に協力する医療機関で構成され 

る。 

 ４－２ 本会の会員になろうとする施設は、所定の用紙に記入し事務局に届け出ること 

とする。 

 ４－３ 会員は、届け出た事項に異動を生じたとき、退会を希望するときは、速やかに 

事務局に届け出ることとする。 

 ４－４ 会員の情報は、許可なく本会の運営に必要な事業以外に使用しない。 

第 5 条（役員） 

 ５－１ 本会を運営するため、下記の役員を置く。 

 ５－２ 顧問 若干名、代表世話人 １名、副代表世話人 若干名、監事 若干名、世 

話人 若干名 

 ５－３ 役員の職務は下記のとおりとする。 

１） 顧問は本会の運営に必要な助言を与える。 

２） 代表世話人は、本会を代表し、会務を司る 

３） 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人が不在のときは代表

世話人に代わって会務を司る 

４） 監事は、本会の財産状況、本会の活動を監査する。 

５） 世話人は、本会の運営に必要な事項を審議し決定する 

 ５－４ 世話人は世話人会を組織し、この会則に定める事項のほか、本会の運営に関す 
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る事項を審議し決定する。 

 ５－５ 世話人および顧問は、任期の切れる前の世話人会で選出し、その任期は２年と 

し、再任を妨げない。 

第 6 条（運営） 

 ６－１ 本会は、世話人会の合議により運営される。 

 ６－２ 本会は、原則として年間３～４回開催する。 

 ６－３ 世話人会は、本会の開催前、および必要時に開催する。 

第７条（会計） 

本会の運営のため、会費を徴収する。 

    ７－１ 本会は会員一施設あたり、病院は年間１０，０００円、診療所は年間２，００

０円、介護サービス事業所は無料とする。 

 ７－２ 会費の変更は世話人会で決定する。 

 ７－３ 会計事務は事務局が担当し、監事の監査を受け、役員会に報告する。 

 ７－４ 決算は毎年 3 月末日とする。 

第８条（事務局） 

 本会の事務局を医療法人社団英明会大西脳神経外科病院地域医療連携室に置く 

  東播磨脳卒中地域医療連携協議会事務局 

  〒６７４－００６４ 明石市大久保町江井島１６６１－１ 

  医療法人社団英明会大西脳神経外科病院地域医療連携室 

  TEL  ０７８－９３８－１２８８ 

  FAX  ０７８-９３８－０３９９ 

 

附則 

 この会則の変更には、役員会において過半数の賛同を必要とする。 

 この会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経てこれを定める。 

 この会則は、平成１９年１０月１１日から施行する。 

 

平成１９年１０月１１日 制定 

平成１９年１１月２９日 改定 

平成２０年 ２月１４日 改定 

平成２２年 ９月１６日 改定 

平成２９年 ４月 １日 改定 
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東播磨脳卒中地域医療連携協議会世話人一覧（2011 年 4 月 1 日現在） 

    顧問 明石健康福祉事務所 所長 増田 宗義 

代表世話人 大西脳神経外科病院 院長 大西英之 

副代表世話人 リハビリテーション中央病院 部長 早川みち子 

    監事 石井病院 院長 石井洋光 

       高砂市民病院 脳神経外科 松井利浩 

世話人 明石市立市民病院 脳神経外科 齋藤実 

       石井病院 院長 石井洋光 

       石田内科循環器科 院長・明石医師会代表 石田義裕 

       大久保病院 脳神経外科 田中允 

       大西脳神経外科病院 副院長 久我純弘 

       加古川市民病院 脳神経外科 潤井誠司郎 

       幸生リハビリテーション病院 循環器内科 小畑好伸 

       順心病院 院長 栗原英治 

       しょうせ脳神経外科クリニック  

院長・加古川市加古郡医師会代表 庄瀬祥晃 

       高砂市民病院 脳神経外科 松井利浩 

       西江井島病院 院長 藤原仁志 

       野木病院   石木邦忠 

       譜久山病院 院長 譜久山剛 

       ふじわら医院 院長・高砂市医師会代表 藤原史利 

       リハビリテーション中央病院 リハビリテーション科 高田俊之 

 

                   （施設五十音順 敬称省略） 
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東播磨脳卒中地域医療連携協議会世話人一覧（2015 年 1 月 1 日現在） 

    顧問 明石健康福祉事務所 所長 増田 宗義 

代表世話人 大西脳神経外科病院 院長 大西英之 

副代表世話人 リハビリテーション中央病院 部長 早川みち子 

    監事 石井病院 院長 石井洋光 

       順心リハビリテーション病院 院長 小畑 好伸 

世話人 明石市立市民病院 脳神経外科 齋藤実 

       石田内科循環器科 院長・明石医師会代表 石田義裕 

       大久保病院 脳神経外科 野添正彦 

       大西脳神経外科病院 副院長 久我純弘 

       加古川医療センター 脳神経外科 相原英夫 

       加古川西市民病院 脳神経外科 石原洋右 

       順心病院 院長 潤井誠司郎 

       しょうせ脳神経外科クリニック  

院長・加古川市加古郡医師会代表 庄瀬祥晃 

       高砂市民病院 脳神経外科 松井利浩 

       西江井島病院 院長 藤原仁志 

       野木病院  外科 石木邦忠 

       譜久山病院 院長 譜久山剛 

       ふじわら医院 院長・高砂市医師会代表 藤原史利 

       やすお脳神経外科クリニック 院長 安尾健作 

       リハビリテーション中央病院 リハビリテーション科 高田俊之 

 

                   （施設五十音順、敬称省略） 
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東播磨脳卒中地域医療連携協議会世話人一覧（2017 年 6 月 1 日現在） 

 

    顧問 明石健康福祉事務所 所長 濵田昌範 

代表世話人 大西脳神経外科病院 院長 大西英之 

副代表世話人 リハビリテーション中央病院 副院長 早川みち子 

    監事 石井病院 院長 石井洋光 

       順心リハビリテーション病院 院長 小畑好伸 

世話人 明石市立市民病院 脳神経外科 齋藤実 

       石田内科循環器科 院長・明石医師会代表 石田義裕 

       大久保病院 脳神経外科 野添正彦 

       大西脳神経外科病院 副院長 久我純弘 

       加古川医療センター 脳神経外科 相原英夫 

       加古川中央市民病院 脳神経外科 山元一樹 

       順心病院 院長 潤井誠司郎 

       しょうせ脳神経外科クリニック  

院長・加古川市加古郡医師会代表 庄瀬祥晃 

       高砂市民病院 脳神経外科 杉浦智之 

       西江井島病院 院長 藤原仁志 

       野木病院 副院長 野木佳孝 

       ふくやま病院 院長 譜久山剛 

       ふじわら医院 院長・高砂市医師会代表 藤原史利 

       やすお脳神経外科クリニック 院長 安尾健作 

       リハビリテーション中央病院 内科 高田俊之 

 

                   （施設五十音順 敬称省略） 
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東播磨脳卒中地域医療連携協議会世話人一覧（2022 年 3 月 31 日現在） 

 

    顧問 明石健康福祉事務所 所長 濵田昌範 

代表世話人 大西脳神経外科病院 院長 大西英之 

副代表世話人 リハビリテーション中央病院 副院長 日野泰久 

    監事 石井病院 院長 石井洋光 

       順心リハビリテーション病院 院長 小畑好伸 

世話人 明石市立市民病院 脳神経外科 齋藤実 

       石田内科循環器科 院長・明石医師会代表 石田義裕 

       大西脳神経外科病院 副院長 久我純弘 

       加古川医療センター 脳神経外科 森下暁二     

   加古川中央市民病院 脳神経外科 山元一樹 

       順心病院 院長 武田 直也 

       しょうせ脳神経外科クリニック  

院長・加古川市加古郡医師会代表 庄瀬祥晃 

       高砂市民病院 脳神経外科 杉浦智之 

       西江井島病院 院長 藤原仁志 

       野木病院 副院長 野木佳孝 

       ふくやま病院 院長 譜久山剛 

       ふじわら医院 院長・高砂市医師会代表 藤原史利 

       やすお脳神経外科クリニック 院長 安尾健作 

       リハビリテーション中央病院 内科 高田俊之 

 

                   （施設五十音順 敬称省略） 

 

 

 


