
一般社団法人日本脊髄外科学会 

２０１５年度 事業報告書 

（２０１５年５月１日～２０１６年４月３０日） 

 

１．事業の状況 （定款第４条） 

１）学術集会・学術講演会等の開催 

①第３０回日本脊髄外科学会学術集会 

会期：２０１５年６月２５日（木）・２６日（金） 

会場：北海道立道民活動センターかでる２．７（北海道札幌市） 

参加者数：６６９名 演題数：４４２題（シンポジウム・ビデオセッション・一般演題・ポスター） 

②第１３回教育セミナー 

会期：２０１５年６月２７日（土） 

会場：北海道立道民活動センターかでる２．７（北海道札幌市） 

参加者数：２２６名 

２）学会誌「脊髄外科」及び図書等の発行 

 学会機関誌「脊髄外科」 年３回発行 

 VOL.２９ NO.１～２：各１，３００部、 VOL.２９ NO.３：１，４００部 

 

３）研究の症例及び研究実績の表彰 

学術委員会主催 学術優秀賞 

第３０回脊髄外科学会学術集会 基礎シンポジウム発表演題より選考し、下記を表彰した。 

氏名：澤田眞寛 京都大学医学部脳神経外科 

演題名：脊髄損傷からの回復における皮質脊髄路の再編成 

副賞：１０万円 

 

４）脊髄外科認定医、指導医及び訓練施設の認定 

２０１６年度脊髄外科認定制度として、以下を認定した。 

認定医：１６名 

新規指導医：５名（内１名条件付き） 

更新指導医：１４名 

訓練施設：６施設 

更新訓練施設：４施設 

 

５）国内外の関連団体との連携及び協力 

関連学会（日本脳神経外科学会・日本脊椎脊髄病学会・日本整形外科学会）との連携推進 

連携内容：日本専門医制評価・認定機構における脊椎脊髄外科専門医制度の構築 

日本医学会入会申請：不承認 



６）国際交流の推進 

国際学会の開催 

①参加学会 

学会名：6th Annual Meeting of Asia Spine 

開催日：２０１５年６月１３日（土）～１４日（日） 

会場：Sheraton Grande Taipei Hotel/Taipei 

 

学会名：9th Annual Meeting of Asia-Pacific Cervical Spine Society 

開催日：２０１５年１１月２０日（金）～２２日（日） 

会場：Grand Hyatt Dubai Convention Center/Dubai 

 

２．学会内概要 

１）会員に関する事項 

会員の異動数 

区分 
会員 

増減 
２０１５年４月３０日現在 ２０１６年４月３０日現在 

正会員 １２２４ １２３９ １５ 

賛助会員 ０ ０ ０ 

名誉会員 １８ １７ ０ 

合 計 １２４２ １２５６ １４ 

 

２）役員等に関する事項 （２０１６年４月３０日現在） 

①理事・監事 （３１名） 

役職 氏名 現職名 

理事長 金 彪 獨協医科大学 脳神経外科 

理事 朝本 俊司 国際医療福祉大学付属三田病院 脳神経外科 

理事 飯塚 秀明 金沢医科大学 脳神経外科 

理事 伊東 清志 信州大学医学部 脳神経外科 

理事 乾 敏彦 冨永病院 脳神経外科 

理事 今栄 信治 いまえクリニック 

理事 岩月 幸一 大阪大学 脳神経外科 

理事 内門久明 うちかど脳神経外科クリニック 

理事 大畑 建治 大阪市立大学 脳神経外科 

理事 川本 俊樹 東京逓信病院 脳神経外科 

理事 久保田基夫 亀田総合病院 脊椎脊髄外科 

理事 甲村 英二 神戸大学医学部 脳神経外科 



理事 小柳 泉 北海道脳神経外科記念病院 

理事 下川 宣幸 ツカザキ病院 脳神経外科 

理事 鈴木 晋介 仙台医療センター 脳神経外科 

理事 鈴木 倫保 山口大学医学部 脳神経外科 

理事 高橋 敏行 藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター 

理事 高安 正和 愛知医科大学 脳神経外科 

理事 谷 諭 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 

理事 谷口 真 東京都立神経病院 脳神経外科 

理事 田宮 隆 香川大学医学部 脳神経外科 

理事 冨永 悌二 東北大学 脳神経外科 

理事 中瀬 裕之 奈良県立医科大学 脳神経外科 

理事 原 政人 稲沢市民病院 脳神経外科 

理事 飛騨 一利 札幌麻生脳神経外科病院 脳神経外科 

理事 松村 明 筑波大学 脳神経外科 

理事 水野 順一 新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター 

理事 師田 信人 東京都立小児総合医療センター 脳神経外科 

理事 山口 智 広島大学医学部 脳神経外科 

監事 井上 亨 福岡大学 脳神経外科 

監事 前島 貞裕 埼玉病院 脳神経外科 

 

 

②代議員 （７１名） 

青山 剛 秋山 雅彦 朝本 俊司 飯塚 秀明 伊藤 康信 伊東 清志 

乾 敏彦 井上 辰志 今栄 信治 岩月 幸一 上田 茂雄 内門 久明 

大隣 辰哉 大畑 建治 尾原 裕康 川那辺吉文 川西 昌浩 川本 俊樹 

金 景成 金 彪 久保田基夫 隈元 真志 黒川 龍 小泉 徹 

小柳 泉 権藤 学司 鷺内 隆雄 佐々木 学 下川 宣幸 庄田 基 

菅原 淳 菅原 卓 鈴木 晋介 関 俊隆 高橋 敏行 高橋 雄一 

高見 俊宏 高安 正和 竹内 幹伸 谷 諭 谷口 真 張 漢秀 

角田 圭司 冨永 悌二 中瀬 裕之 西浦 司 西川 節 西田 憲記 

西村 由介 原  政人 飛騨 一利 平野 仁崇 深尾 繁治 寶子丸 稔 

前島 貞裕 松村 明 水野 順一 水野 正喜 光山 哲滝 三好 康之 

村田 英俊 森本大二郎 森本 哲也 師田 信人 安田 宗義 矢野 俊介 

山縣 徹 山口 智 山本 慎司 湯口 貴導 渡邊 水樹  

 

 



③委員会 

委員会名称 委員長 委員 

代議員選出 大畑建治 
飯塚秀明 金彪 久保田基夫 小柳泉 庄田基 

高安正和 冨永悌二 中瀬裕之 飛騨一利 水野順一 

学術 小柳泉 

伊東清志 乾敏彦 岩月幸一 黒川龍 下川宣幸 

高見俊宏 谷口真 張漢秀 中瀬裕之 原政人 

松村明 水野正喜 山口智     

学術集会会長

候補選出 
水野順一 飛騨一利 谷諭 大畑建治 中瀬裕之   

機関誌編集 高安正和 

川本俊樹 谷口真 乾敏彦 金景成 金彪 

下川宣幸 菅原卓 竹内幹伸 張漢秀 山口智 

朝本俊司 高橋敏行 原政人     

脊髄外科認定

制度 
飛騨一利 

今栄信治 大畑建治 金彪  久保田基夫 鈴木晋介 

下川宣幸 高見俊宏 高安正和 原政人   

国際 水野順一 
朝本俊司 尾原裕康 黒川龍 菅原卓 高橋敏行 

高見俊宏 飛騨一利 山口智     

生涯教育 大畑建治 

乾敏彦 尾原裕康 川西昌浩 佐々木学 菅原卓 

鈴木晋介 高橋敏行 高安正和 原政人 寶子丸稔 

前島貞裕 水野正喜       

将来構想 金彪 
大畑建治 高安正和 谷諭 谷口真 冨永悌二 

飛騨一利 松村明       

統計 金彪 川本俊樹 高見俊宏 高安正和 張漢秀 飛騨一利 

ＣＯＩ 中瀬裕之 大畑建治 庄田基 松村明     

広報 谷諭 
秋山雅彦 金景成 久保田基夫 佐々木学 鈴木晋介 

安田宗義 渡邊水樹       

倫理 高安正和 飯塚秀明 金彪（理事長役職）   

整形外科合同

作業部会 
金彪 高安正和 谷諭 谷口真 飛騨一利 冨永悌二 

試験問題作成

委員会 
飛騨一利 

谷口真 乾敏彦 黒川龍 下川宣幸 菅原卓 

関俊隆 高井敬介 高見俊宏 山口智 
 

内視鏡委員会 水野順一 内門久明 尾原裕康 北浜義博 西村泰彦 
 

 

３）職員に関する事項 （２０１６年４月３０日現在） 

職名 氏名 担当職務 

一般職員 庄井こずえ 会計・総務・認定関係 

 



４）会議に関する事項 

①社員総会 

開催年月日 議事事項 

2015.6.25 ○２０１４年度事業・収支決算について 

○２０１４年度会員推移について 

○新役員（理事・監事）の選任について 

○委員会報告他 

 

②理事会 

開催年月日 議事事項 

2015.6.24 

定時理事会 

１． 審議事項 

（１）２０１４年度事業・収支決算について 

（２）２０１５脊髄外科認定制度選出結果について 

（３）第３３回学術集会会長の選出 

（４）新役員（理事・監事）候補の選出規則について 

２． 報告事項 

（１）第３０回学術集会報告 

（２）第３１回学術集会報告 

（３）事務局報告 

  １）会員数推移 

（５）各委員会報告 

  １）代議員選出委員会 

  ２）学術委員会 

  ３）機関誌編集委員会 

  ４）国際委員会 

  ５）生涯教育委員会 

  ６）将来構想委員会 

  ７）統計委員会 

  ８）ＣＯＩ委員会 

  ９）広報委員会 

 １０）倫理委員会 

１１）整形外科合同作業部会内 試験問題作成委員会 

 １２）脊髄内視鏡委員会 

３． その他 

（１）日本脳神経外科学会 NCD 登録について  

2015.6.26 

臨時理事会 

１． 審議事項 

   （１）新理事長選出について 



   （２）今年の運営方針 

   （３）委員会構成について 

2015.10.15 

定時理事会 

１． 審議事項 

（１）２０１６年度予算案について 

（２）内視鏡手術技術認定について 

（３）英語表記について 

（４）都留賞の復活について 

２． 報告事項 

（１）第３０回学術集会報告 

（２）第３１回学術集会準備状況報告 

（３）各委員会報告 

  １）代議員選出委員会 

  ２）学術委員会 

  ３）機関誌編集委員会 

  ４）脊髄外科認定制度委員会 

  ５）国際委員会 

  ６）生涯教育委員会 

  ７）将来構想委員会 

  ８）統計委員会 

  ９）ＣＯＩ委員会 

１０）広報委員会 

 １１）倫理委員会 

 １２）合同専門医制度整備委員会 

 １３）専門医試験問題作成委員会 

 

③委員会 

開催年月日 委員会名 議事事項 

2015.6.24 代議員選出 第Ⅳ期代議員選出について 

 生涯教育 ２０１５年度教育セミナーについて 

 国際 AsiaSpine・国際交流について 

 学術 ２０１５年度企画シンポジウムについて、指針作成について 

 内視鏡 脊椎内視鏡技術認定制度について 

 学術集会会長候補 第３３回学術集会会長選出について 

2015.10.14 学術 ２０１６年度企画シンポジウムについて、指針作成について 

 機関誌編集 機関誌編集について 

 代議員選出 第Ⅳ期代議員選出について 



 脊髄外科認定制度 ２０１６年度脊髄外科認定制度募集について 

 広報 HP リニューアルについて、市民公開講座について 

2015.10.15 内視鏡 脊椎内視鏡技術認定制度について 

2016.3.27 脊髄外科認定制度 ２０１６年度脊髄外科認定制度応募者審査 

 


