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1．学会会場
ロイトン札幌
〒 060-0001 札幌市中央区北 1 条西 11 丁目　 TEL：011-271-2711

2．参加受付
1）参加登録受付は ロイトン札幌 2F　ロビー　総合受付で行います。
　 6 月 20 日（木）　 8：00 ～18：00
　 6 月 21 日（金）　 7：30 ～17：00

2）参加登録費
会員・非会員 15,000 円
コメディカル・研修医 5,000 円
学生 無　料
プログラム・抄録集 3,000 円

　 本学会では、脳神経外科学会会員カードを用いて、参加登録費支払、参加登録、専門医クレジッ
ト登録が可能です。受付にて参加登録費支払と会員カードの読み込み完了後、参加証をお渡し
します。

　※現金によるお支払いも可能です。
　※ 学生の方は無料でご参加いただけますが、学生証等の証明書をお持ちいただくか、本学会web

サイト「参加者へのご案内」より「在籍証明書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、会
期当日参加受付までお持ちください。

　　抄録集は有料となりますので、予めご了承ください。
　※参加証には、氏名、所属をご記入の上、会場内では必ず着用してください。
　※プログラム・抄録集は学会会員の方のみ事前に郵送しております。当日必ずご持参ください。

3．発表者へのご案内
1）発表は、日本脊髄外科学会 会員に限ります。
　 なお、コメディカルの皆様につきましては、筆頭著者または共著者に日本脊髄外科学会会員が

含まれる場合、ご発表が可能です。未入会の方は、あらかじめ下記学会事務局へお問い合わせ
の上、入会手続きをお願いいたします。

　【日本脊髄外科学会　事務局】
　〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 5-12-1 虎ノ門ワイコービル
　株式会社コンベックス内
　TEL：03-6432-0088 ／ FAX：03-5425-1607
　E-mail：nsj@convex.co.jp

参加者へのご案内
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2）各セッションの発表・質疑時間は下記の通りです。
発表・質疑時間

学術委員会企画シンポジウム 教育講演：30 分
公募：発表 8 分／質疑 2 分

日本脊髄外科学会・日本小児神経外科学会合同企画シンポジウム 指定：発表 13 分／質疑 2 分
公募：発表 8 分／質疑 2 分

日韓友好シンポジウム 発表 13 分／質疑 2 分

シンポジウム 1：脊髄空洞症の外科治療 指定：発表 13 分／質疑 2 分
公募：発表 10 分／質疑 2 分

シンポジウム 2：頚椎変性疾患の外科治療 指定：発表 13 分／質疑 2 分
公募：発表 8 分／質疑 2 分

シンポジウム 3：脊髄損傷の外科治療 指定：発表 13 分／質疑 2 分
発表 8 分／質疑 2 分

シンポジウム 4：腰椎変性疾患の外科治療 発表 10 分／質疑 2 分
一般演題（口演） 発表 5 分／質疑 2 分
一般演題（ポスター） 発表 4 分／質疑 2 分

　＜その他セッションの指定演者の方＞
　事前に個別にお伝えした時間でご発表をお願いします。
　※ご発表時間は厳守頂き、定刻での進行にご協力をお願いします。
　　 演台には発表時間を表示する計時装置をご用意いたします。発表開始時は緑色、終了 1 分前に

黄色、時間を超過すると赤色に点灯します。

3）発表データおよび発表時の言語
セッション 発表データ（スライド） 発表

シンポジウム 英語 日本語または英語
一般演題（口演・ポスター） 日本語または英語 日本語または英語

　※発表スライドは可能な限り英語での作成をお願いいたします。

【口演発表】
・発表の 30 分前までに、PCセンターで受付、試写をお済ませください。
　 21 日午前中の発表の方は前日（20 日）の受付をお勧めいたします。
　　　PC受付日時： 6 月 20 日（木）　 8：30 ～17：00
 6 月 21 日（金）　 8：00 ～17：30
　　　場　 　　所：ロイトン札幌 2F ロビー
・発表データは「Microsoft Power Point」で作成し、USBメモリまたはCDでご持参ください。
・ 発表データをUSBまたはCDへ保存した後、事前に別のパソコンにコピーして正常に動作するこ

とをご確認ください。受付されたデータはサーバーへ登録させていただき、USB・CDはその場
で返却いたします。PC内にコピーした発表データは、発表終了後学会事務局で責任を持って削
除いたします。

・ 動画や音声をご使用になる場合、Macintoshで発表される場合は、必ずご自身のパソコンをお持
ちください。データをお持込みの場合はWindows Media Player（Ver.10 以降）での動作確認の上、
Power Pointに貼り付けしてください。動画データは、Power Pointのデータと共に、同一のフォ
ルダ内に保存の上ご持参ください。動画再生に不安のある方は、念のためご自身のPCをご持参
いただくことをお勧めいたします。
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・ 発表用データに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている場合は、必ず元データ
も保存し、事前に他のパソコンでの動作確認を行ってください。万が一、リンク先が開かなかったり、
動画が動かないなどの不具合が発生した場合は、自己責任のもと割愛いただき進行してください。

・ 発表スライドは、「表題」→「利益相反の開示」→「発表スライド」の順に作成して下さい。表題
には、演題番号、演題名、演者名、所属機関名を必ず記載してください。

・発表用のファイル名は、「演題番号_演者名」としてください。
　（例：SY1-10_山田太郎.ppt、O1-10_山田花子.ppt）
　USBメモリまたはCDには発表データのみを保存してご持参ください。

【利益相反に関する指針】
　 日本脊髄外科学会では、学会発表や論文発表を行う際、利益相反状態の開示が必須となります。

口演発表スライドの 1 枚目に開示すべき利益相反の「あり」「なし」を明示し、「あり」の場合は
スライドの 2 枚目に関連する企業名等、開示すべき事項を明示してください。スライドのサンプ
ルは第 34 回日本脊髄外科学会ホームページよりご参照ください。利益相反に関連する詳細は日
本脊髄外科学会HPをご確認ください。

◎発表データを持参される方
　当学会では下記使用のPCを準備しております。
　・オペレーションシステム：Windows 10
　・アプリケーションソフト：Microsoft Power Point 2007,2010,2013,2019
　・フォント：日本語、英語ともMicrosoft標準フォントをご使用ください。
　　特殊なフォントの場合、表示のずれ、文字化けが生じることがありますのでご注意ください。
　　［推奨フォント］ 日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
 英   語：Arial、Times New Roman
　・ 画面解像度はXGA（1024 × 768 ピクセル）です。このサイズより大きい場合、画面の周囲が切

れてしまいますので、設定は必ずXGAとしてください。
　・ 上記以外の環境で作成されたデータの場合、レイアウトの崩れ、文字化け等のトラブルが発

生する可能性があります。予め会場のPC受付にてご確認ください。

◎PC本体をお持ち込みの方
　・ 映像接続ケーブルは、D-sub15 ピン（ミニ）を準備しております。変換コネクタが必要な方は

忘れずにお持ちください。また、電源アダプタは必ずご持参ください。
　・ 無線LAN機能、スクリーンセーバー、省電力設定、ウイルスソフトなどのタスクスケジュール、

ログオフ設定など、発表の妨げになる設定はご自身であらかじめ解除をお願いいたします。
　　 演者受付での設定は致しかねますのでご了承ください。また、これらの機能により、発表に

支障をきたした場合、事務局では責任を負いかねますのでご了承ください。
　・ PC受付にてデータチェックを受けた後、発表 20 分前までに会場内オペレーター席へPC本体

と電源アダプターをお持ちください。

◎発表時のPC操作について
　 演台上に液晶モニター・キーボード・マウスがセットされておりますのでスライド操作はご自

身で行ってください。PC本体持込の場合も同様です。（持込されたPC本体はオペレーター席に
セットし、演台よりリモートで操作が可能です。）
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【ポスターセッション】
・  ポスターは全演題 6 月 20 日（木）9：00 ～13：00 の間に貼付

してください。貼付用の画鋲は会場に用意いたします。
　 会期中の貼替はありません。
・  ポスターパネルは、右図の要領でご用意いたします。
　 演題名・演者名・所属は横 70cm×縦 20cmの枠内でご用意く

ださい。発表内容は横 90cm×縦 190cmの枠内でご用意くださ
い。演題番号は事務局で用意いたします。

・  ポスター撤去は 6 月 21 日（金）14：30 ～15：30 となります。
　 撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは、事務局で処分

しますので予めご了承ください。
・  該当するポスター発表時間内には、ポスター前にお立ちにな

り、座長の進行に従ってください。

6 月 20 日（木） 貼付・展示 9︰00 ～15︰00
発表：4 分
質疑：2 分

発表 15︰00 ～16︰00

6 月 21 日（金） 発表 13︰30 ～14︰30
撤去 14︰30 ～15︰30

4．座長の先生方へ
1） 口演座長の方は、セッション開始予定時刻の 15 分前までに会場右手前方次座長席に、ご着席く

ださい。
2） ポスター座長の先生は発表 10 分前までにポスター受付にお越しいただき座長用リボンをお受け

取りください。ポスター受付は、ポスター会場（ロイトンホールCD）前に設置いたします。
3） 時間厳守での進行にご協力をお願いします。※時間を延長しての質疑応答は行わないでください。

5．質疑応答
　 口演会場では近くのフロアマイクをご利用ください。最初に所属、氏名を述べ、座長の指示に従っ

て、簡潔な討論をお願い致します。

6．ランチョンセミナー
　  6 月 20 日（木）、21 日（金）ともに第 2 会場、第 3 会場、第 4 会場にてランチョンセミナーを開

催いたします。お弁当を用意いたしますが、数に限りがございますのであらかじめご了承くだ
さい。ランチョンセミナーの入場は先着順となります。

7．機器展示、書籍展示
内容 開催場所

機器展示 ロイトン札幌　 3F　ホワイエ
書籍展示 ロイトン札幌　 3F　ホワイエ

発表内容

演題名
演者名
所　属

20cm

210cm 190cm

20cm

70cm

90cm

演題番号は事務局にて準備いたします。
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8．クローク
　ロイトン札幌　 2Fまたは 3Fのクロークをご利用ください。

9．懇親会
　 6 月 20 日（木）18：00 より、ロイトン札幌 3FロイトンホールCDにて開催いたします。
　 参加費は無料ですが、学術集会への参加登録が必要です。多数の皆さまのご参加をお待ちして

おります。
　※懇親会開催中もクロークをご利用いただけます。

10．第6回脊椎脊髄外科専門医試験
　会　場　ロイトン札幌　 3F　ロイトンホールCD　
　日　時　 2019 年 6 月 21 日（金）　 18：00 ～19：00 　（開場　 17：45 予定）

11．脳神経外科領域講習について
　本学術集会では専門医更新に必要な脳神経外科領域講習が下記の日時で開催されます。
　領域講習に認定された各セッションの聴講で 1 単位を取得できます。
　本学会では最大4単位の取得が可能です。

　単位取得方法について
　 会期中は両日共に、ご来場・ご退場の際に ロイトン札幌　 2F　ロビーの「領域講習受付」にて、

脳神経外科学会会員カードをリーダーにかざし、滞在時間を記録してください。
　 滞在時間内に開催された領域講習の単位が付与されます。同時刻に並列で領域講習が開催され

ている場合でも付与される単位は 1 単位となります。
　※専門医資格更新のための単位です。

領域講習 対象セミナー

6 月 20 日（木）

12︰10 ～13︰10 ランチョンセミナー 1
12︰10 ～13︰10 ランチョンセミナー 2
12︰10 ～13︰10 ランチョンセミナー 3
17︰00 ～18︰00 イブニングセミナー 1
17︰00 ～18︰00 イブニングセミナー 2
17︰00 ～18︰00 ハンズオンセミナー 1
17︰00 ～18︰00 ハンズオンセミナー 2

6 月 21 日（金）

11︰40 ～12︰40 ランチョンセミナー 4
11︰40 ～12︰40 ランチョンセミナー 5
11︰40 ～12︰40 ランチョンセミナー 6
14︰40 ～15︰40 アフタヌーンセミナー 1
14︰40 ～15︰40 アフタヌーンセミナー 2
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12．2019年脊髄外科教育セミナー
　 日本脳神経外科学会専門医を目指す人たちには脊椎脊髄外科疾患の基礎知識の学習を、脊髄外

科学会認定医を目指す人たちには脊椎脊髄外科手技の理解と習得を目的として行う日本脊髄外
科学会共催セミナーです。

　参加は事前登録および受講料のお支払が完了している方に限ります。
　当日の参加申し込み・お支払いはお受けできませんのでご注意ください。

対象

日本脳神経外科学会専門医を目指す医師
日本脊髄外科学会認定医を目指す医師
脊椎脊髄外科のスキルアップを目指す医師
一般診療施設で脊椎脊髄疾患の取り扱いを考えている医師
脊椎脊髄外科医を志す医師、若手脳神経外科医、整形外科医

日時 2019 年 6 月 22 日（土）9︰00 ～14︰30

場所 ロイトン札幌
〒 060-0001 札幌市中央区北 1 条西 11 丁目

＜プログラム＞
時間 テーマ

9︰00 ～  9︰30 1. 頚椎前方アプローチ
　矢野 俊介（札幌麻生脳神経外科病院 副院長・脊椎脊髄センター長）

9︰30 ～10︰00 2. 頚椎後方アプローチ
　菅原 卓（秋田県立循環器・脳脊髄センター 副病院長・脊髄脊椎外科診療部長）

休憩

10︰05 ～10︰35 3. 腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症の手術
　内門 久明（うちかど脳神経外科クリニック 院長）

10︰35 ～11︰05 4. 胸椎・腰椎固定術の実際
　佐々木 学（医誠会病院脳神経外科部長、脊椎脊髄センター長）

休憩

11︰10 ～11︰40 5. 脊髄損傷の病態と治療
　岩瀬 正顕（関西医科大学総合医療センター 脳神経外科教授）

11︰40 ～12︰10 6. 脊髄空洞症・嚢胞性脊髄疾患の診断と手術
　関 俊隆（北海道大学脳神経外科 診療講師）

休憩

12︰20 ～12︰45 ランチョンセミナー
　小柳 泉（北海道脳神経外科記念病院 院長）

休憩

13︰00 ～13︰30 7. 脊髄腫瘍の診断と手術
　伊東 清志（信州大学脳神経外科 講師）

13︰30 ～14︰00 8. 脊髄血管障害の診断と手術
　遠藤 俊毅（仙台医療センター 脳神経外科 医長）

14︰00 ～14︰30 9. 末梢神経疾患の診断と手術
　金 景成（日本医科大学千葉北総病院脳神経外科 准教授）



13

13．第34回日本脊髄外科学会　市民公開講座
　テーマ：手足のしびれ・痛み、腰痛の原因は？
　　　　　― 神経外科医からのメッセージ ―

　日　時：2019 年 6 月 22 日（土）13：00 ～15：00
　会　場：ロイトン札幌 3F ロイトンホールCD
　司　会：秋山 雅彦（札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター長）
　　　　　関 俊隆（北海道大学脳神経外科 診療講師）
　※参加ご希望の方は、直接会場にお越しください。参加費は無料です。

＜プログラム＞
時間 テーマ

13：00 ～13：05 開会の挨拶
小柳 泉（第 34 回日本脊髄外科学会会長、北海道脳神経外科記念病院 院長）

13：10 ～13：30 講演 1：手足のしびれ：脊椎、脊髄、末梢神経とは？
講師：関 俊隆（北海道大学脳神経外科 診療講師）

13：30 ～13：50 講演 2：手足のしびれ：首の病気と手の病気
講師：岩﨑 素之（小樽市立病院脳神経外科）

13：50 ～14：10 講演 3：腰・足における神経性の疼痛
講師：千葉 泰弘（北海道脳神経外科記念病院）

14：10 ～14：15 休憩

14：15 ～14：35 講演 4：手足のしびれ：最新の外科治療
講師：秋山 雅彦（札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター長）

14：35 ～14：55 講演 5：痛みの最新治療　脊髄刺激療法について
講師：笹森 徹（札幌麻生脳神経外科病院）

14：55 ～15：00
閉会の挨拶
秋山 雅彦（札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター長）
関 俊隆（北海道大学脳神経外科 診療講師）


