
＜日本脳卒中学会認定脳卒中専門医更新についてのお知らせ＞

専門医の認定期間は5年間となり、更新を希望される場合は、5年間の間に必要研修認定単位（50単位）を取得する必要があります。
取得可能単位は下記の表をご確認下さい。（追加や変更があった場合、当学会ホームページ等でお知らせ致します。）
更新にあたっては、申請書の提出が必要となります。申請書は更新の時期になりましたら、個別に郵送致します。

※ネームカード・参加証明書・修了証を紛失した場合には、別途書類の提出が必要です。
※留学による単位加算が可能です。別途書類の提出が必要です。
※日本脳卒中学会学術集会と日本脳卒中の外科学会学術集会はSTROKEとして合同開催されておりますので、
STROKE開催時には、日本脳卒中学会学術集会10単位、日本脳卒中の外科学会学術集会5単位、合計15単位が取得出来ることになります。

認定単位

※専門医認定期間内(御自身の認定証で認定期
間を御確認下さい。)に開催され、なおかつ当学会
が認定した日付以降に開催された回から対象とな
ります。ネームカード・参加証明書等のコピーの提

出が必要です。

５単位

日本血栓止血学会（2017/1/1以降開催分を全て認
定）

東北脳血管障害研究会（2007/1/1以降開催分を全
て認定）
東北脳循環カンファレンス（2007/1/1以降開催分を
全て認定）

＜対象学会は下記の通り＞

日本脳神経外科救急学会、日本栓子検出と治療学
会(Embolus学会)、日本ヒト脳機能マッピング学会、日
本集中治療医学会、日本ボツリヌス治療学会

AMED　THAWS班・FASTEST班合同成果報告会
(2020/2/7開催分のみ認定)
第10回韓日合同脳卒中カンファレンス(2022/9/17～
18開催分のみ認定)

＜対象は下記の通り（単発認定）＞

※専門医認定期間(御自身の認定証で認定期間を
御確認下さい。)内に開催され、なおかつ当学会が
認定した日付以降に開催された回（※学術集会）

が対象となります。（地方会は含まない。）原則、学
術集会のネームカード・参加証明書等のコピーの

提出が必要となります。

３単位

※左記の開催分のみ認定対象です。ネームカー
ド・参加証明書等のコピーの提出が必要です。

３単位

３単位

項目 対象期間・申請方法

総会のネームカード・参加証明書等のコピーを更
新時に御提出下さい。

（２） 【日本医学会総会への参加】 １０単位

対象となる総会：専門医認定期間（御自身の認定
証で認定期間を御確認下さい。）内に開催された
総会

（１）
【STROKE（日本脳卒中学会学術集会・日本脳卒中の

外科学会学術集会）への参加】
１5単位

対象となる総会：専門医認定期間（御自身の認定
証で認定期間を御確認下さい。）内に開催された
総会が対象です。

総会会場でネームカードの該当部分を切り取り、
提出する事により、単位は自動登録されていま
す。

【研究会への参加】
＜対象は下記の通り＞

岩手脳神経外科談話会（2007/1/1以降開催分を全
て認定）
マウント富士ワークショップ（2007/8/1以降開催分を
全て認定）

岡山脳卒中研究会（2007/1/1以降開催分を全て認
定）

福岡CVDカンファレンス（2007/8/1以降開催分を全て
認定）

【その他学会への参加】

日本ニューロリハビリテーション学会（2013/9/1以降
開催分を全て認定）

（４）

中国四国脳卒中研究会（2007/1/1以降開催分を全
て認定）

ストップ！NO卒中プロジェクトエリアシンポジウム
（2015/7/23以降開催分を全て認定）

（３）

岩手県脳梗塞研究会（2007/1/1以降開催分を全て
認定）

東北脳SPECT研究会（2007/1/1以降開催分を全て
認定）

富山県脳卒中研究会（2007/8/1以降開催分を全て
認定）

【日本脳卒中学会関連学会学術集会への参加】

日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本リハビリ
テーション医学会(春・秋)、日本救急医学会、日本内
科学会、日本外科学会、日本小児科学会、日本小児
神経学会、日本医学放射線学会、日本核医学会、日
本老年医学会、日本神経治療学会、日本脳ドック学
会、日本神経放射線学会、日本脳神経外科コングレ
ス、日本脳神経超音波学会、日本脳循環代謝学会、
日本脳神経血管内治療学会、日本頸部脳血管治療
学会、日本心血管脳卒中学会

（５）



福岡脳卒中ケア研究会(2008/10/1以降開催分を全
て認定)

大阪脳神経外科研究会(2008/3/19以降開催分を全
て認定)

徳島脳血管障害カンファレンス（2007/8/1以降開催
分を全て認定）

島根脳血管障害研究会（2007/8/25以降開催分を全
て認定）
アジアストロークフォーラム（第２回開催日程：
2007/9/27～28開催）※第２回から認定

茨城県南脳血管障害研究会（2009/7/1以降開催分
を全て認定）
北海道脳卒中研究会（2010/4/14以降開催分を全て
認定）

Stroke Management Forum in CHIBA(2008/1/1以降
開催分を全て認定)

大分県脳卒中懇話会(2008/3/19以降開催分を全て
認定)

石川脳血管障害研究会（2010/4/14以降開催分を全
て認定）
新潟脳卒中研究会（2010/6/1以降開催分を全て認
定）
福島脳神経外科談話会（2010/6/1以降開催分を全
て認定）

山梨脳卒中研究会(2009/1/1以降開催分を全て認
定)

岳南脳疾患研究会（2007/8/1以降開催分を全て認
定）

横浜BrainAttack研究会(2008/3/19以降開催分を全
て認定)

一般医家向けの脳卒中リハビリテーション研修会
（2007/8/1以降開催分を全て認定）

青森脳卒中フォーラム(2008/3/1以降開催分を全て
認定)
日本リハビリテーション・ケア合同研究大会
(2008/3/19以降開催分を全て認定)

熊本ストローク研究会(2011/5/1以降開催分を全て
認定)

北海道ブレインアタックフォーラム(2011/7/29以降開
催分を全て認定)
Brain protection Forum(2011/10/1以降開催分を全
て認定)

京滋脳神経血管内治療懇話会（2010/6/1以降開催
分を全て認定）
札幌脳外科集談会（2010/11/1以降開催分を全て認
定）

（５） ３単位

※専門医認定期間内(御自身の認定証で認定期
間を御確認下さい。)に開催され、なおかつ当学会
が認定した日付以降に開催された回から対象とな
ります。ネームカード・参加証明書等のいずれかの

コピーの提出が必要です。

山形県対脳卒中治療研究会（2010/11/1以降開催分
を全て認定）
東部脳神経外科フォーラム（2011/3/1以降開催分を
全て認定）
福島脳血管障害治療研究会（2011/3/1以降開催分
を全て認定）

佐賀脳血管障害懇話会(2011/10/1以降開催分を全
て認定)

東三河脳卒中懇話会（2011/3/1以降開催分を全て
認定）

3D-Neuro Imaging Conference(2011/6/1以降開催分
を全て認定)

熊本脳卒中予防研究会(2011/5/1)以降開催分を全
て認定

Stroke Update Kinki(2008/10/1以降開催分を全て認
定)

新潟脳神経外科懇話会（2010/11/1以降開催分を全
て認定）

佐賀県脳卒中予防を考える会（2010/4/14以降開催
分を全て認定）

山梨脳血管内治療研究会(2009/3/19以降開催分を
全て認定)
機能回復神経学研究会(2009/7/1以降開催分を全て
認定)
脳卒中夏のセミナー阿蘇カンファレンス(2009/7/1以
降開催分を全て認定)

山梨ストロークセミナー(2009/1/1以降開催分を全て
認定)



滋賀県Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべ
て認定）

香川県Care AF講演会（2013/11/1以降開催分をす
べて認定）
福井県Care AF講演会（2014/4/1以降開催分をすべ
て認定）
群馬県Care AF講演会（2014/4/1以降開催分をすべ
て認定）

千葉県Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべ
て認定）
東京都Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべ
て認定）

愛媛県Care AF講演会（2013/11/1以降開催分をす
べて認定）

東信Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべて
認定）
長野Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべて
認定）
松本Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべて
認定）

千里浜脳循環代謝カンファレンス（2015/10/1以降開
催分をすべて認定）

Care AF講演会in静岡（2013/2/1以降開催分をすべ
て認定）

大阪脳卒中臨床研究会（2012/5/1以降開催分をす
べて認定）

徳島県Care AF講演会（2013/9/1以降開催分をすべ
て認定）

日本脳血管・認知症学会（2018/7/1以降開催分をす
べて認定）
日本神経学会　特別教育研修会（2019/10/1以降開
催分をすべて認定）

栃木県CareAF講演会（2013/6/1以降開催分をすべ
て認定）
兵庫県Care AF講演会（2013/6/1以降開催分をすべ
て認定）

（５） ３単位

※専門医認定期間内(御自身の認定証で認定期
間を御確認下さい。)に開催され、なおかつ当学会
が認定した日付以降に開催された回から対象とな
ります。ネームカード・参加証明書等のいずれかの

コピーの提出が必要です。

沖縄県Care AF講演会（2019/11/1以降開催分をす
べて認定）

東葛北部脳血管障害病診連携研究会（2015/9/1以
降開催分をすべて認定）

宮崎脳卒中研究会(2011/11/1以降開催分を全て認
定)

脳卒中予防研究会(2011/11/1以降開催分を全て認
定)

Skill-building Neurosurgical Conference(2012/3/1以
降開催分をすべて認定)

瀬戸内ストロークフォーラム（2014/6/1以降開催分を
すべて認定）

城南脳卒中予防研究会（2013/9/1）以降開催分を全
て認定

新潟県ＣａｒｅＡＦ講演会（2013/7/1以降開催分をすべ
て認定）

高知県CareAF講演会（2013/3/1以降開催分をすべ
て認定）
山口県Care AF講演会（2013/3/1以降開催分をすべ
て認定）

大阪府Care AF講演会（2013/7/1以降開催分をすべ
て認定）

島根県　CARE　AF　講演会（2013/6/1以降開催分を
すべて認定）

金沢脳卒中フォーラム（2013/2/1以降開催分をすべ
て認定）

石川県　CARE AF（2012/10/1以降開催分をすべて
認定）
北海道脳ＰＥＴ・ＳＰＥＣＴ研究会（2013/1/1以降開催
分をすべて認定）
Fighting Vascular Events in KANAZAWA（2013/1/1以
降開催分をすべて認定）

広島県Care AF講演会（2013/3/1以降開催分をすべ
て認定）
北九州CareAF講演会（2013/6/1以降開催分をすべ
て認定）
福島県Ｃａｒｅ　ＡＦ講演会（2013/6/1以降開催分をす
べて認定）



（６） 論文（査読制度のある脳卒中関連誌）

（７）

【全国共同臨床研究への参加】
＜対象は下記の通り＞

主任研究者、研究代表者より当学会へ申請された
リストに基づき認定致します。（更新時に各個人か
ら当学会へ申告して下さい。自動加算ではありま
せんので、個人より申告がない場合、単位加算に
はなりません。）

※専門医認定期間内(御自身の認定証で認定期
間を御確認下さい。)に掲載された論文が対象とな
ります。

筆頭著者=１０単
位

共著者=３単位

研究協力者=３単
位

Japanese EC-IC Bypass Trial(JET)-3Study

班長・班員=５単
位

PRoFESS

ProGEAR study
JASAP

RE-LY試験

J-TRACE
MELT Japan

EVEREST

J-STARS
CATHARSIS


