
一般社団法人日本脊髄外科学会 

２０１８年度 事業報告書 

（２０１８年５月１日～２０１９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３３回日本脊髄外科学会学術集会 

会期：２０１８年６月１４日（木）・１５日（金） 

会場：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～（奈良市） 

参加者数：６４２名 演題数：４５６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１６回教育セミナー 

会期：２０１８年６月１６日（土） 

会場：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～（奈良市） 

参加者数：１０６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.３２ NO.１～３：各１，５００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３４回脊髄外科学会学術集会 学術委員会企画シンポジウムより選考し、下記を表彰した。 

氏名：田中貴大 横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学 

演題名：ラット圧迫性脊髄症モデルに対するエリスロポエチンの効果 

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 

２０１９年度脊髄外科認定制度として、以下を認定した。 

認定医：２７名（条件付き承認 1名） 

更新認定医：５７名（条件付き承認１３名） 

（新共通専門医制度試験を施行、専門医への移行準備） 

新規指導医：１０名 

更新指導医：３７名 

訓練施設：５施設 

更新訓練施設：１７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：未承認 

６）国際交流の推進 

国際学会の開催 

参加学会 

学会名：APCSS 

開催日：２０１８年１１月１５日（木）～１７日（土） 

会場：Vivanta Dwarka, New Delhi, India 

 

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 
２０１８年４月３０日現在 ２０１９年４月３０日現在 

正会員 １２６７ １２６８ １ 

賛助会員 ０ ０ ０ 

名誉会員 １４ １４ ０ 

合 計 １２８１ １２８２ １ 

 

２）役員等に関する事項 （２０１９年４月３０日現在） 

①理事・監事 （３２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 新井 一 順天堂大学医学部 脳神経外科 

理事 有田 和徳 鹿児島大学 脳神経外科 

理事 今栄 信治 いまえクリニック 

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 金 景成 日本医科大学千葉北総病院 脳神経センター 

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 脳神経外科 

理事 佐々木 学 医誠会病院 脳神経外科 

理事 下川 宣幸 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 脳神経外科 

理事 菅原 卓 秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科 



理事 鈴木 晋介 国立病院機構仙台医療センター 脳神経外科 

理事 関 俊隆 北海道大学医学部 脳神経外科 

理事 高橋 敏行 藤枝平成記念病院 脳神経外科 

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 冨永 悌二 東北大学大学院医学系研究科 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 寶子丸 稔 交野病院 脳神経外科 

理事 松村 明 筑波大学医学部 脳神経外科 

理事 水野 順一 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科 

理事 水野 正喜 三重大学 脳神経外科 

理事 三好 康之 川崎医科大学総合医療センター 脳神経外科 

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 安田 宗義 一宮西病院 脳神経外科 

理事 山口 智 アイオワ大学 脳神経外科 

監事 飯塚 秀明 金沢医科大学 脳神経外科 

監事 尾原 裕康 新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科 

 

 

②代議員 （１１２名） 

青山 剛 青山 達郎 秋山 雅彦 阿久津 博義 朝本 俊司 飯塚 秀明 

伊藤 康信 伊東 清志 伊藤 圭介 乾 敏彦 井上 崇文 井上 辰志 

今栄 信治 岩月 幸一 上田 茂雄 内門 久明 梅垣 昌士 梅林 猛 

遠藤 俊毅 大隣 辰哉 大西 諭一郎 大橋 洋輝 大畑 建治 荻原 浩太郎 

尾原 裕康 陰山 博人 川那辺 吉文 川西 昌浩 川本 俊樹 北原 功雄 

北山 真理 金 景成 金 彪 久保田 基夫 隈元 真志 倉石 慶太 

栗林 厚介 黒川 龍 小泉 徹 國保 倫子 木暮 一成 小柳 泉 

権藤 学司 鷺内 隆雄 佐々木 学 篠﨑 宗久 下川 宣幸 庄田 基 

新 靖史 菅原 淳 菅原 卓 杉田 京一 鈴木 晋介 関 俊隆 

高井 敬介 高橋 敏行 高橋 雄一 高見 俊宏 高安 正和 竹内 幹伸 

竹島 靖浩 武田 正明 谷 諭 谷口 真 張 漢秀 角田 圭司 

戸井 宏行 冨井 雅人 冨永 悌二 内藤 堅太郎 長尾 紀昭 中島 正明 

中島 康博 中瀬 裕之 梨本 岳雄 西岡 和哉 西川 節 西田 憲記 



西村 由介 野地 雅人 野中 康臣 服部 剛典 原 政人 東山 巨樹 

土方 保和 飛騨 一利 平野 仁崇 深尾 繁治 寶子丸 稔 本多 文昭 

前島 貞裕 松村 明 三木 潤一郎 水野 順一 水野 正喜 光原 崇文 

光山 哲滝 宮尾 泰慶 宮原 孝寛 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 安原 隆雄 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 高安正和 

中瀬裕之 飛騨一利    

学術 小柳泉 

水野正喜 伊東清志 乾敏彦 尾原裕康 黒川龍 

下川宣幸 菅原卓 鈴木晋介 関俊隆 高見俊宏 

谷口真 張漢秀 中瀬裕之 原政人 寶子丸稔 

松村明 村田英俊 安原隆雄 矢野俊介 山口智 

学術集会会

長候補選出 
大畑建治 中瀬裕之 小柳泉 谷口真 寶子丸稔   

機関誌編集 谷口 真 

川本俊樹 伊東清志 乾敏彦 金景成 金彪 

下川宣幸 菅原卓 高井敬介 竹内幹伸 張漢秀 

矢野俊介 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 

高見俊宏 乾敏彦 今栄信治 大畑建治 尾原裕康 

金彪 久保田基夫 佐々木学 下川宣幸 鈴木晋介 

高安正和 原政人 三好康之 村田英俊  

国際 高橋敏行 

高見俊宏 青山剛 遠藤俊毅 尾原裕康 黒川龍 

菅原卓 西村由介 平野仁崇 水野正喜 安田宗義 

山口智     

生涯教育 小柳泉 

乾敏彦 井上亨 内門久明 尾原裕康 川西昌浩 

金景成 佐々木学 菅原卓 鈴木晋介 関俊隆 

高橋敏行 高安正和 中瀬裕之 原政人 寶子丸稔 

前島貞裕 水野正喜 師田信人 安田宗義  

将来構想 金彪 
大畑建治 高橋敏行 高見俊宏 高安正和 谷諭 

谷口真 原政人 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 
佐々木学 秋山雅彦 大隣辰哉 川本俊樹 金景成 

久保田基夫 鈴木晋介 関俊隆 安田宗義 渡邉水樹 

医療安全・

倫理 
高安正和 

飯塚秀明 川本俊樹 金彪（理事長役職）下川宣幸 田宮隆 

中瀬裕之 飛騨一利 松村明 水野正喜 安田宗義 

医療機器 ・

保険 
大畑建治 

高安正和 水野順一 伊東清志 今栄信治 上田茂雄 

内門久明 梅林猛 大隣辰哉 尾原裕康 菅原卓 

高見俊宏 水野正喜 安原隆雄 渡邉水樹  

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  

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）会議に関する事項 

①社員総会 

開催年月日 議事事項 

2018.6.14 ○２０１７年度事業・収支決算について 

○２０１７年度会員推移について 

○委員会報告他 

 

②理事会 

開催年月日 議事事項 

2018.5.18 

臨時理事会 

１． 審議事項 

２． 報告事項 

   （１）各委員会報告 

     １）国際委員会 

     ２）第４６回日本小児神経外科学会における 

       脊髄外科学会共催ハンズオンセミナー準備状況報告 

３． 協議事項 

   （１）事務局移転について 

   （２）専門医の進捗状況について 

   （３）Neurospine誌について 

   （４）Bio-Spineの活動について 

   （５）JNSでの普及策の話し合いについて 

 



2018.6.13 

定時理事会 

１． 審議事項 

（１）２０１７年度事業・収支決算について 

（２）２０１８年度事業計画・予算案について 

（３）２０１８年度脊髄外科認定制度選出結果について 

（４）第３６回学術集会会長の選出 

（５）学会 HPへのバナーの申し入れについて 

２． 報告事項 

（１）第３３回学術集会報告 

（２）第３４回学術集会報告 

（３）事務局報告 

  １）会員数推移 

（４）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）医療安全・倫理委員会 

１１）医療機器・保険委員会 

１２）試験問題作成委員会 

１３）内視鏡委員会 

３． その他 

2018.10.11 

定時理事会 

１． 審議事項 

（１）２０１９年度予算案について 

（２）卒前教育に関する脳神経外科学会からの依頼 

（３）中核病院における卒後教育の支援 

（４）事業期更新に伴う理事選出、理事長選出のスケジュール 

（５）事務局委託契約 

２． 報告事項 

（１）第３３回学術集会報告 

（２）第３４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）医療安全・倫理委員会 

 １２）医療機器・保険委員会 

 １３）整形外科合同作業部会 

 １４）試験問題作成委員会 

 １５）内視鏡委員会 

２． その他 

（１）国際雑誌 Neurospineの現状報告 

（２）骨粗鬆症性椎体骨折研究会のあり方と経皮的椎体形成術（BKP）の 

認可システムについて 

2019.5.18 

定時理事会 

１． 審議事項 

２． 報告事項 

（１）各委員会報告 

  １）代議員選出委員会 

  ２）国際委員会 

  ３）生涯教育委員会 

  ４）学術委員会 

  ５）第３４回学術集会準備状況 

  ６）広報委員会 

  ７）試験問題作成委員会 

３． 協議事項 

（１）将来構想委員会 第Ⅴ期役員候補者選出結果・選挙方法について 

（２）整形外科合同作業部会 

（３）名誉会員について 

（４）その他 

 

 

 

 



③委員会 

開催年月日 委員会名 議事事項 

2018.5.18  事務局移転・について・脳神経外科における脊髄外科の

普及策・Neurospine 誌について 

2018.6.13 将来構想 AMED嘉山班について 

 代議員選出 代議員の資格について 

 機関誌編集 機関誌編集について 

 頚椎人工椎間板 ガイドラインについて 

 機関誌編集 機関誌編集について 

 脊髄外科認定制度 ２０１８年度脊髄外科認定制度について 

 学術集会会長候補 第３６回学術集会会長選出について 

 広報 英語版 HPについて 

 国際 AsiaSpine・国際交流について 

 内視鏡 脊椎内視鏡技術認定制度について 

2018.10.10 医療機器・保険 ＸＬＩＦ、頚椎人工椎間板について 

 将来構想 事務局移転・脊髄外科普及策について 

 学術 ２０１９年度企画シンポジウム・指針作成について 

 生涯教育 ２０１９年度教育セミナーについて 

 代議員選出 代議員選出について 

2019.3.31 脊髄外科認定制度 ２０１９年度脊髄外科認定制度審議会 

2019.5.17 脊髄外科認定制度 ２０１９年度脊髄外科認定制制度再審議会 

 


