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日本救急学会認定 

第 5/6 回福島 ISLS/PSLS コース 

脳卒中初期診療（immediate stroke life support）コース 

開催内容 

開催日時 第 5 回福島 ISLS/PSLS 2014 年 11 月 15 日（土） 

 13 時 00 分～18 時 10 分  （受付開始 12 時 30 分） 

  第 6 回福島 ISLS/PSLS 2014 年 11 月 16 日（日） 

 8 時 30 分～13 時 30 分  （受付開始８時 15 分） 

 

開催場所  福島県立医科大学 8 号館（看護学部棟 2 階） 

スキルラボベーシック 

 

開催責任者 齋藤 清 （福島県立医科大学脳神経外科教授） 

コースディレクター 

  谷崎 義生（脳血管研究所美原記念病院副院長） 

コースコーディネーター 

  沼澤 真一（総合東京病院脳卒中・脳神経疾患センター長） 

田辺 博之（新潟市消防局秋葉消防署北上出張所） 

  佐久間 潤（福島県立医科大学脳神経外科） 

第５/６回福島 ISLS/PSLS 事務局は福島県立医科大学脳神経外科内におきます。 

 

福島県立医科大学医科大学 脳神経外科 

担当：佐久間 潤  jsakuma@fmu.ac.jp 

 片山 理恵（医局秘書） neuro-s@fmu.ac.jp 

〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地 

電話：024-547-1268 （Dial-in） FAX：024-548-1803 

リンク： http://www.isls.jp/top.html 

 

 

http://www.isls.jp/top.html
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はじめに 

この度、第5回/第6回の福島脳卒中初期診療コース、ISLS（Immediate 

Stroke Life Support）コースを開催致します。 

ISLS（Immediate stroke life support：神経蘇生基礎法）とは、特に

脳卒中の救急医療に携わるスタッフ（医師、看護師など）を対象とした、

救急室搬入から専門医に引き継ぐまでの脳卒中初期  診療手順の技術的

な課題を学習するための臨床シミュレーション 研修コースです。 

ISLSコースは日本救急医学会と日本神経救急学会の合同委員会により

2005～2006 年にかけて開発されました。10 回以上も開催している東京、

新潟、三重、群馬などのコースもありますが、福島県では平成 22 年まで

開催されたことがありませんでした。そこで平成 23 年 10 月に第 1 回、

平成 24 年 10 月に第 2 回の福島 ISLS コースを開催しました。勤務の都

合で日曜日も開催してほしいという要望に応えて、平成 26 年 1 月には

土・日を利用しての第 3 回・4 回福島 ISLS コースを開催しました。 

皆さんの日常診療のスキルアップと福島県の脳卒中診療成績の向上の

ために福島 ISLS コースを計画致しました。今回も土曜日午後（第５回福

島 ISLS コース）と日曜日午前（第６回福島 ISLS コース）の 2 回のコー

スを設定致しました。講師として福島県内はもとより日本全国から医師・

看護師・救命救急士の ISLS コースファシリテータの方々が集まっていた

だいております。 

今回のコースが皆さんにとって有意義なものとなることを祈念してい

ます。 

 

平成 26 年 10 月 

福島県立医科大学脳神経外科教授 齋藤 清 
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会場案内 

 

 

 

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6&sll=36.5626,136.362305&sspn=44.955693,63.017578&brcurrent=3,0x5f8a8ed12a3a4dd9:0xc064d0fc14fe346,0&ie=UTF8&hq=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6&hnear=&ll=37.721713,140.444927&spn=0.08758,0.188484&z=13
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 会場は看護学部棟（⑰）の 2 階です。 

 看護学部は大学の西側、薄いピンク色の建物です。 
 看護学部棟前の駐車場（㊴）をご利用ください。 

 お車でおいでの場合には、外周道路からお進みください（黄

色矢印）。 
 バスでお越しの際にはいったん外周道路に出て、赤矢印のよ

うにお進みください。 
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時間割 

第５回福島 ISLS/PSLS コース 

11 月 15 日（土） 

12:30 ～     受講生受付 

13:00 ～ 13:05 ５分 コース案内 

13:05 ～ 13:30 25 分 イントロダクション・デモンストレーション 

13:30 ～ 13:40 10 分 レイアウト変更、各ブースへ移動 

13:40 ～ 14:30 50 分 A: 意識障害の評価 

14:40 ～ 14:50 10 分 休  憩 

14:50 ～ 15:50 60 分 Ｃ: 呼吸・循環管理 

15:50 ～ 16:00 10 分 休  憩 

16:00 ～ 16:50 50 分 Ｂ: 脳卒中スケール 

16:50 ～ 17:00 10 分 休  憩 

17:00 ～ 17:50 50 分 D: 症例検討  

18:00 ～     修 了 式 

        反 省 会 
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第６回福島 ISLS/PSLS コース 

11 月 16 日（日） 

8:15 ～     受講生受付 

8:30 ～ 8:35 ５分 コース案内 

8:35 ～ 9:00 25 分 イントロダクション・デモンストレーション 

9:00 ～ 9:10 10 分 レイアウト変更・各ブースへ移動 

9:10 ～ 10:00 50 分 A:意識障害の評価 

10:00 ～ 10:10 10 分 休  憩 

10:10 ～ 11:10 60 分 Ｃ:呼吸・循環管理 

11:10 ～ 11:20 10 分 休  憩 

11:20 ～ 12:10 50 分 Ｂ:脳卒中スケール 

12:10 ～ 12:20 10 分 休  憩 

12:20 ～ 13:10 50 分 D:症例検討  

13:20 ～     修 了 式 

        反 省 会 

 

 

 

 



8 
 

第 5 回・第 6 回コーススタッフ一覧 

番号 姓 名 所属施設名 部署名 職種 

1 谷崎 義生 美原記念病院 副院長 医師 

2 佐久間 潤 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

3 沼澤  真一 健貢会 総合東京病院 救急センター長 医師 

4 国松 東旭 公立昭和病院 神経内科 医師 

5 佐藤 拓 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

6 市川 優寛 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

7 吉田 健二 福島県立医科大学 神経内科 医師 

8 佐瀬 智之 福島労災病院 看護部 看護師 

9 杉山 りさ 福島県立医科大学 ７階東病棟 看護師 

10 岩谷 恵理子 福島県立医科大学 ７階東病棟 看護師 

11 鹿子田 美恵 星総合病院 集中治療部 看護師 

12 田辺 博之 新潟市秋葉消防署 北上出張所   救命救急士 

13 菅野 正浩 福島消防署清水分署   救命救急士 

14 山田 健司 福島南消防署   救命救急士 

15 齋藤 輝暁 福島消防署   救命救急士 

      

番号 姓 名 所属施設名 部署名 職種 

1 谷崎 義生 美原記念病院 副院長 医師 

2 佐久間 潤 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

3 沼澤  真一 健貢会 総合東京病院 救急センター長 医師 

4 国松 東旭 公立昭和病院 神経内科 医師 

5 佐藤 拓 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

6 市川 優寛 福島県立医科大学 脳神経外科 医師 

7 佐々木 格 公立大学法人福島県立医科大学 神経内科 医師 

8 杉山 りさ 福島県立医科大学 ７階東病棟 看護師 

9 鹿子田 美恵 星総合病院 集中治療部 看護師 

10 田辺 博之 新潟市秋葉消防署 北上出張所   救命救急士 

11 佐久間 友行 福島市消防本部清水分署   救命救急士 

12 沼崎 学 福島市消防本部清水分署   救命救急士 

13 二階堂 和弥 福島市消防本部信夫分署   救命救急士 

14 渡辺 和央 福島市消防本部福島消防署   救命救急士 

15 近藤 孝一 白河地方広域市町村圏消防本部   救急救命士 

16 舩山 敏男 福島消防署   救命救急士 

17 木元 達也 福島消防署清水分署   救命救急士 
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第 5 回コース班分け（意識障害の評価・脳卒中スケール） 

グル

ープ 
姓 名 姓(カナ) 名(カナ) 所属施設名 職種 ファシ 

A 

佐藤 香寿美 サトウ カスミ 福島県立医科大学 医師 

沼澤 

吉田 

菅野 

五十嵐 梨恵 イガラシ リエ 星総合病院 看護師 

澤田 有貴 サワダ ユウキ 
小名浜消防署江名分

遣所 
救急救命士 

菅波 大哉 スガナミ ヒロヤ 
内郷消防署三和分遣

所 
救急救命士 

        

B 

天目 純平 テンモク ジュンペイ 太田西の内病院 医師 

国松 

杉山 

谷崎 

伊東 美由記 イトウ ミユキ 辰星会枡記念病院 看護師 

安部 圭一郎 アベ 
ケイイチロ

ウ 
会津美里消防署 救急救命士 

須藤 明 スドウ アキラ いわき市勿来消防署 救急隊員 

        

C 

竹田 悠佳 タケダ ユカ 太田西の内病院 医師 

佐藤拓 

佐瀬 

岩谷 

大内 茉奈美 オオウチ マナミ 福島医大附属病院 看護師 

瀬谷 友伯 セヤ トモノリ いわき市消防本部 救急救命士 

三吉 康之 ミヨシ ヤスユキ 
須賀川地方広域消防

組合 
救急救命士 

        

D 

古川 大 フルカワ ダイ 福島県立医科大学 医師 

市川 

鹿子田 

山田 

石崎 晶子 イシザキ マサコ 南相馬市立総合病院 看護師 

中野目 尊子 ナカノメ タカコ 恵周会白河病院 看護師 

三浦 桃子 ミウラ モモコ いわき市消防本部 救急救命士 

小川 隼 オガワ シュン 土浦市消防本部 救急隊員 

        

E 

村田 強志 ムラタ ツヨシ 福島県立医科大学 医師 

田辺 

佐久間 

齋藤 

佐藤 未来 サトウ ミライ 福島医大附属病院 看護師 

緑川 宏弥 
ミドリカ

ワ 
ヒロヤ 

白河地方広域市町村

圏消防本部 
救急救命士 

遠藤 栄 エンドウ サカエ 白河広域消防本部 救急救命士 

鈴木 淳 スズキ ジュン 石川消防署平田分署 救急救命士 
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第５回コース班分け（呼吸・循環） 

グル

ープ 
姓 名 姓(カナ) 名(カナ) 所属施設名 職種 ファシ 

A 

佐藤 香寿美 サトウ カスミ 福島医大附属病院 医師 

沼澤 

佐藤拓 

杉山 

吉田 

天目 純平 テンモク 
ジュンペ

イ 
太田西の内病院 医師 

五十嵐 梨恵 イガラシ リエ 星総合病院 看護師 

伊東 美由記 イトウ ミユキ 枡記念病院 看護師 

安部 圭一郎 アベ 
ケイイチ

ロウ 
会津美里消防署 救急救命士 

澤田 有貴 サワダ ユウキ 
小名浜消防署 江名

分遣所 
救急救命士 

菅波 大哉 スガナミ ヒロヤ 
内郷消防署三和分遣

所 
救急救命士 

須藤 明 スドウ アキラ いわき市勿来消防署 救急隊員 

        

B 

竹田 悠佳 タケダ ユカ 太田西の内病院 医師 

国松 

鹿子田 

菅野 

山田 

古川 大 フルカワ ダイ 福島医大附属病院 医師 

大内 茉奈美 オオウチ マナミ 福島医大附属病院 看護師 

瀬谷 友伯 セヤ トモノリ いわき市消防本部 救急救命士 

三浦 桃子 ミウラ モモコ いわき市消防本部 救急救命士 

三吉 康之 ミヨシ ヤスユキ 
須賀川地方広域消防

組合 
救急救命士 

小川 隼 オガワ シュン 土浦市消防本部 救急隊員 

        

C 

村田 強志 ムラタ ツヨシ 福島医大附属病院 医師 

田辺 

佐瀬 

市川 

岩谷 

齋藤 

石崎 晶子 イシザキ マサコ 南相馬市立総合病院 看護師 

中野目 尊子 ナカノメ タカコ 恵周会白河病院 看護師 

佐藤 未来 サトウ ミライ 福島医大附属病院 看護師 

遠藤 栄 エンドウ サカエ 白河広域消防本部 救急救命士 

緑川 宏弥 
ミドリカ

ワ 
ヒロヤ 

白河地方広域市町村

圏消防本部 
救急救命士 

鈴木 淳 スズキ ジュン 石川消防署平田分署 救急救命士 
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第 6 回コース班分け（すべてのブース） 

グル

ープ 
姓 名 姓(カナ) 名(カナ) 所属施設名 職種 ファシ 

A 

石井 証 イシイ ショウ 福島県立医科大学 医師 沼澤 

佐藤拓 

杉山 

佐々木 

沼崎 

三浦 咲紀 ミウラ サキ 福島医大附属病院 看護師 

辺見 洋子 ヘンミ ヨウコ 福島医大附属病院 看護師 

緑川 寛 
ミドリカ

ワ 
ヒロシ 勿来消防署 救急救命士 

        

        

B 

喜古 一成 キコ カツナリ 国保旭中央病院 医師 
国松 

鹿子田 

近藤 

二階堂 

舩山 

渡辺 真成 ワタナベ マサナリ 福島医大附属病院 看護師 

紺野 芳子 コンノ ヨシコ 福島医大附属病院 看護師 

佐藤 信弥 サトウ シンヤ 
白河地方広域市町村圏

消防本部 
救急救命士 

鈴木 貴 スズキ タカシ いわき市消防本部 救急救命士 

        

        

C 

本田 健太郎 ホンダ 
ケンタロ

ウ 
寿泉堂綜合病院 歯科医師 田辺 

佐久間友 

市川 

渡辺 

木元 

遠藤 博志 エンドウ ヒロシ 福島医大附属病院 看護師 

伊東 美由記 イトウ ミユキ 辰星会枡記念病院 看護師 

太田 和夫 オオタ カズオ 
白河地方広域市町村圏

消防本部 
救急救命士 

 

第 6 回福島 ISLS/PSLS コースでは受講生が 13 名のため、「意識障害の

評価」「呼吸・循環」「脳卒中スケール」ブースは同じメンバーで構成し

ます。 
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各ブースの概略 

ブース A：意識障害の評価 

担当：佐久間潤（責任者）､ スタッフ全員  

受講者は p9（第 5 回）、p11（第 6 回）で示すグループに分かれて下さい。 

 

到達目標  

• 五感を駆使した（簡易）評価により、命の緊急度が評価できる。  

• 初期診療（ISLS）：インプレッション、急変時        

• 病院前救護（初期評価）：PSLS、PCEC、JPTEC  

• ECS・GCS・JCS を用いて、 迅速に意識障害の評価ができる。  

 意識障害の程度を評価・比較するためには、客観的な評価スケールが必要です。

我が国で広く用いられている Japan Coma Scale (JCS)と Glasgow Coma Scale 

(GCS)に加えて、JCS と GCS の改訂版である Emergency Coma Scale (ECS )につ

いて学びます。同時に「見当識とは何か」「覚醒とはどういう状態なのか」について

も考えてみましょう。さらに FOUR score についても学びます。 

 

 

ブース B：呼吸・循環管理 

担当：田辺博之（責任者）、スタッフ全

員 

受講者は p10（第 5 回）、p11（第 6

回）で示すグループに分かれて下さ

い。 

 

 意識障害または下位脳神経麻痺を有する患者では、舌根の沈下、嚥下障害、気道

分泌の増加、嘔吐、誤嚥などで気道狭窄や閉塞を生じる危険を常に有しています。

また脳梗塞や脳内出血、くも膜下出血において血圧管理をどのタイミングでどこま

で行うか（下げるか）についても、事前学習しておきましょう。今回はシミュレー

ターを使用して、より実践的な呼吸・循環管理を学びます。 
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ブース C：脳卒中スケール 

担当：沼澤真一（責任者）、スタッフ全員 

受講者は p9（第 5 回）、p11（第 6 回）で示すグループに分かれて下さい。 

 

 2012 年 9 月から t-PA 投与が、発症から「3 時間以内」から「4.5 時間以内」と

拡大された。発症後 3～4.5 時間に投与開始する場合、慎重投与のうちとくに「81

歳以上」、「脳梗塞既往に糖尿病を合併」、「NIHSS 値 26 以上」、「経口抗凝固薬投与

中」に該当する場合は，適応の可否をより慎重に検討する必要が指摘されていま

す。  

 ここでは NIHSS の取り方の実際について学びます。 

 

 

 

モジュール D：症例検討 

担当： 谷崎 義生（責任者）、全スタッフ 

 受講者は職種ごとのグループに分かれて下さい。 

 

 ここでは実際の臨床症例を題材にしたビデオやスライドを用いて、病院前から 

病院での治療までの流れを机上シミュレーションの形式でグループワークを行い 

ます。 

 モジュール ABC で学習したことをまとめ知識を整理する時間でもあります。 
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