
第 57回日本脊髄障害医学会 

 

会  期 2022年 11月 17日（木）・18日（金） 

会  場 パシフィコ横浜 会議センター 

 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1  

TEL:045-221-2155 

全員懇親会 日 時 ： 11月 17日（木）19:15～20:45 

会 場 ： ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル  

3F パシフィック 

参加費 ： 無料 

 

＜各種会議等＞ 

理事会 11月 16日（水）16：00～18：00 

第 3会場（パシフィコ横浜 会議センター 313+314） 
 

評議員会 11月 17日（木）7：45～8：35 

第 1会場（パシフィコ横浜 会議センター 303+304） 

総会および学会奨励賞授賞式 11月 17日（木）13：15～14：05 

第 1会場（パシフィコ横浜 会議センター 303+304） 

  

各種委員会  

脊損予防委員会 
 

11月 16日（水）14：30～15：30 

パシフィコ横浜 会議センター 316 

保険問題等検討委員会 10月 24日（月）17：30～18：30 

オンライン会議（Zoom） 

編集委員会 10月 7日（金）18：30～19：30 

オンライン会議（Zoom） 

メンバーシップ委員会 10月 24日（月）17：30～18：30 

オンライン会議（Zoom） 

脊髄再生医療委員会 10月 7日（金）13：00～14：30 

オンライン会議（Zoom） 

広報委員会 メール会議 

国際委員会 メール会議 

学会奨励賞選考委員会 11月 17日（木）10：50～11：40 

パシフィコ横浜 会議センター 422 
 



学会奨励賞 

 

学会奨励賞セッション 

日 時 ： 11月 17日（木）9：00～10：50 

会 場 ： 第 1会場（パシフィコ横浜 会議センター 303+304） 

 

総会および学会奨励賞授賞式 

日 時 ： 11月 17日（木）13：15～14：05 

会 場 ： 第 1会場（パシフィコ横浜 会議センター 303+304） 

 

 

今回、学会奨励賞に、基礎部門 16演題、臨床部門 61演題の計 77演題の応募をいた

だきました。学会奨励賞選考委員会で応募抄録を厳正に調読・評価した結果、基礎部門

4演題と臨床部門 5演題が学会奨励賞候補として選出されました。各演題の詳細は抄録

をご参照ください。 

学会奨励賞候補の口演は、11月 17日（木）9：00～10：50 まで、第 1会場（パシフィコ

横浜 会議センター 303+304）で行います。最終選考は、口演発表の評価も加味して、

口演発表後に行います。選考結果の発表は 11月 17日（木）13：15～14：05に第 1会場

（パシフィコ横浜 会議センター 303+304）の総会にて行います。 

 

 

 

全員懇親会のお知らせ 

 

日 時 ： 11月 17日（木）19:15～20:45 

会 場 ： ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル  

3F パシフィック 

参 加 費 ： 無料 

 

※助成金申請のため、当日、懇親会会場入り口にて参加者リストへのご記名を 

お願いいたします。 

なお、本情報は助成金申請以外には利用いたしません。 

 



参加者へのご案内 

 

参加者へのお知らせとお願い 

 

【参加受付】 

学会ホームページからオンラインで参加登録を行ってください。 

現地受付の混雑緩和のため事前参加登録をお願いいたします。 

 

参加登録締切：11月 18日（金）正午     

 

参加費 医師 ：15,000円 

 メディカルスタッフ・初期研修医： 6,000 円 

 学生： 無料 

 

・お支払い方法はクレジットカード決済のみ可能です。 

・学会当日も WEB での参加登録を継続しておりますので、各自 PC、スマートフ

ォンからのご登録をお済ませの上、現地にお越しくださいますようお願いいたし

ます。 

・現地の参加証・領収書発券機にて発券をお願いいたします。オンライン登録にお

いて発行された QR コードを印刷またはスマートフォンに保存しご持参ください。 

・医学生の方は、申込時に学生証（写し）が必要です。システム上にアップロード

（ファイル添付）していただきますので、予めご準備ください。 

 

現地での参加受付 

参加証の発行は、パシフィコ横浜 会議センター 3F フォワイエにて行います。 

11月 17日（木）7：30～17：00 

11月 18日（金）7：30～16：00 

 

・プログラム・抄録集は、日本脊髄障害医学会会員の皆様には事前にご送付しておりま

す。会場内で販売（1,000 円）いたしますが、数に限りがございますので、会員の方

は必ずご持参ください。 

 

【クローク】 

パシフィコ横浜 会議センター 3F フォワイエに開設いたします。 

11月 17日（木）7：30～19：15 

11月 18日（金）7：30～17：00 

 

参加登録サイト 



 

【企業展示・ドリンクサービス】 

パシフィコ横浜 会議センター 3F 301に開設いたします。 

11月 17日（木）9：00～17：30 

11月 18日（金）9：00～15：40 

 

【インターネットサービス】 

各会場、休憩コーナー、控室、フォワイエにて無線 LAN がご利用いただけます。 

SSID ： FREE-PACIFICO 

P W  ： なし 

 

 

 

 

座長へのお知らせとお願い 

 

【口演発表 座長の先生方へ】 

1．セッション内の進行は座長の先生にお任せいたしますが、時間の厳守をお願いいた

します。 

2．セッション開始の 15分前までに会場内右側前方の次座長席にお越しください。 

 

【一般演題（ポスター発表）座長の先生方へ】 

1．セッション内の進行は座長の先生にお任せいたしますが、時間の厳守をお願いいた

します。 

2．座長の先生方は、ポスター会場（3F 315）のポスター受付に、セッション開始 10分

前までにお越しください。 



演者へのお知らせとお願い 

 

【データ受付】 

受付時間  11 月 17日（木）7：30～17：00 

11 月 18日（金）7：30～16：00 

受付場所  パシフィコ横浜 会議センター 3F フォワイエ 

 

【口演発表の皆様へ】 

ご発表開始の 10分前までに、会場内左側前方の次演者席へご着席ください。 

 

発表形式について 

（1）口演発表はすべて PC（パソコン）による発表のみで一面映写です。 

（2）USBメモリ、PC本体による発表が可能です。 

（3）対応アプリケーション 

OS：Windows10 

アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2013・2021 (2019) 

画面のサイズ：HD（1920×1080）でお願いいたします。（16：9） 

発表時の PC操作については、ご自身で行ってください。 

（4）文字フォントは標準で装備されているものをご利用ください。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 

（5）動画ファイルは WindowsMediaPlayer12 以降の初期状態に含まれるコーデックで

再生できるものをご準備ください。 

動画を使用される場合は、PC 本体のお持ち込みをお勧めいたします。 

（6）音声出力はできません。 

（7）Macでデータを作成される場合には、必ず PC 本体をお持ちください。 

（8）発表時間は下記の通りです。Power Pointの枚数に制限はございませんが、発表時

間を厳守してください。 

 

指定演題 ・・・・ ご案内いたしました発表時間でご発表ください。 

一般演題 ・・・・ 発表 5分、質疑応答 3分 

学会奨励賞セッション ・・・・ 発表 6分、質疑応答 4分 

 

  



＜メディア持ち込みの場合＞ 
 

・発表データはメディアに保存した後、事前に別の PC にコピーして、正常に動作する

ことをご確認ください。 

・会場にて受付されたデータは事務局で用意した PC内にコピーさせていただき、USB

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につきましては、発表終

了後、学会事務局で責任をもって削除いたします。 

・発表用のファイル名は「演題番号+氏名」としてください。 

例：O1-2-1日本花子.pptx 

 

＜PC 本体持ち込みの場合＞ 
 

・お持ち込みいただく PC の機種、OS 及びアプリケーション 

ソフトの種類は問いません。動画も使用できます。 

・会場のプロジェクターへは、一般的な外部出力端子（D-Sub  

15pin）での接続となります（右図参照）。Macintoshや一部の 

Windowsマシンでは変換コネクターが必要となりますので、 

必ずご持参ください。 

・ACアダプターを必ずご持参ください。 

・発表中にスクリーンセーバーや省電力設定により電源が切れないよう、あらかじめ

設定の確認、変更をお願いいたします。 

・発表終了後は、オペレーター席で PC を返却いたしますので、お立ち寄りください。 

 



【ポスター発表者の皆様へ】 

一般演題（ポスター）は、学会当日に会場でポスター掲示の上、ご発表はモニターを使

用し、スライドにて行っていただきます。 

 

（1）発表スライドの会期前提出について 

ポスター発表者のかたへ、メールでアップロード用 URL をお知らせします。 

5枚程度（タイトル、COI表示は除く）のスライドを 11月 8日（火）までにアッ

プロードしてください。 

 

（2）会場でのポスター貼付・撤去について 

日 程 貼付時間 撤去時間 

11月 17日（木） 9：00～11：00 17：30～19：00 

11月 18日（金） 8：00～10：00 15：00～16：30 

※各日貼り替えとなります。 

※定刻になっても撤去されない場合は、事務局で処分させていただきますので、

ご了承ください。 

 

（3）ポスター発表・討論時間 

11月 17日（木）14：10～15：00 

11月 18日（金）13：00～13：50 

発表 3分、質疑応答 2分 

ポスター会場（3F 315）のポスター受付に、セッション

開始 10分前までにお越しください。 

 

（4）展示方法 

・ポスター本文の貼付面は縦 160cm×横 90cmです。 

（右図参照） 

・パネル上部（縦 20cm×横 70cm）に演題名、発表者名、 

所属機関名を貼付してください。 

・左上の演題番号（縦 20cm×横 20cm）は事務局でご用意 

いたします。 

・ポスターパネルに画鋲を準備しております。 

・掲示物の学会会場・事務局への事前送付はご遠慮くださ 

い。 

 



日本脊髄障害医学会誌掲載用原稿の提出 

 

発表内容は、日本脊髄障害医学会誌 第 36巻第 1号に掲載される予定です。投稿方

法は、オンライン投稿とします。学会ホームページ（http://www.jascol.jp/）に案内を

掲載いたしますのでご覧ください。 

また、著者は共著者を含めて、日本脊髄障害医学会会員であることを要します。未

入会の方は、学会ホームページより入会申込書をダウンロードいただき、至急入会

手続きをお取りください。 

 

〈日本脊髄障害医学会事務局〉 

〒251-0035 藤沢市片瀬海岸 3-13-20 合同会社エム・コム内 

TEL：0466-27-9724／FAX：0466-27-9723 

E-mail：info@jascol.jp 

http://www.jascol.jp/ 

 

 

第 57 回日本脊髄障害医学会についてのお問い合わせ先 

 

〈第 57回日本脊髄障害医学会 事務局〉 

東海大学医学部外科学系整形外科学 

〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143 

TEL：0463-93-1121（代表） 

 

〈第 57回日本脊髄障害医学会 運営事務局〉 

株式会社 オフィス・テイクワン 

〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-10-9 栄プラザビル 4-B 

TEL：052-508-8510／FAX：052-508-8540 

E-mail：jascol57@cs-oto.com 

  



各学会の教育講演等の単位申請に関する注意事項 

 

【日本リハビリテーション医学会】 

「専門医・認定臨床医生涯教育研修会参加証」をお配りします。 

日本リハビリテーション医学会認定臨床医(以下、認定臨床医)10 単位、日本専門

医機構認定リハビリテーション科専門医（以下、リハビリテーション科専門医）

1単位になりますので、参加証を保管して、リハビリテーション医学会事務局へ

送付してください。 

会期中に取得可能な単位は、1 講演（60 分）認定臨床医 10 単位、リハビリテー

ション科専門医 1単位（1,000円）で、学会期間中認定臨床医は最大 20単位、リ

ハビリテーション科専門医は最大 2単位となります。 

なお、学術集会自体の参加の証明にはなりませんので、参加単位（認定臨床医 10

単位、リハビリテーション科専門医 1 単位）を併せて申請する場合には、ネー

ムカード及び領収書のコピーを一緒に送付してください。 

 

【日本整形外科学会】 

日本整形外科学会教育研修会実施規約に従い、教育研修講演として認定されてい

ます。1講演（60分）1単位（1,000 円）として取得可能です。（2018年 4月 1日

以降開催の研修会から、1 日あたりの取得単位数の上限は撤廃となりました。）

対象のセッション、取得可能な単位種別については P.15～17をご確認ください。 

研修医の先生は、必ず「研修手帳」をお持ちください。 

 

【日本神経学会】 

日本神経学会専門医認定資格の更新対象となり、学術集会参加が 2 単位となりま

す。 

 

【日本泌尿器科学会】 

日本泌尿器科専門医教育研修単位となり、学術集会参加が 1単位となります。ま

た一般演題において、筆頭演者の方のみ 1単位を申請できます。学会に対して初

回申請時もしくは更新時に参加証の添付および発表に関しては Web にて申請を

してください。 

 

【日本排尿機能学会】 

日本排尿機能学会認定医教育研修単位となり、学術集会参加が 5 点となります。 



教育研修講演一覧 

 

特別講演 
日本整形外科学会 

 

日本リハビリテーション 

医学会 

№ 演題名 講師 抄録 会場 日時 
認定単位 

種別 

専門医 

必須分野 

専門医・認定臨床医 

生涯教育 

1 

日本脊髄障害医学会
の最新トピックスと将
来展望 

島田 洋一 P.75 1 
11月17日（木） 

11:00～12:00 
N 14-5 10単位 

2 

Repair and 

Regeneration of the 

Injured Spinal Cord: 

Where Have We 

Been? 

Where Are We Now? 

Where Are We Going? 

Michael G. 

Fehlings 
P.76 1 

11月18日（金） 
9:00～10:00 

N, SS 1, 7  

 

教育講演 
日本整形外科学会 

 

日本リハビリテーション 
医学会 

№ 演題名 講師 抄録 会場 日時 
認定単位 
種別 

専門医 
必須分野 

専門医・認定臨床医 
生涯教育 

1 

脊髄障害による排泄
機能、性機能、生殖機

能障害の病態と診療 

関戸 哲利 P.77 1 
11月17日（木） 
15:10～16:10 

N 7, 13, SS  

2 
パラアスリートの脳 

－神経可塑性と再編－ 
中澤 公孝 P.78 2 

11月17日（木） 
9:50～10:50 

N, S 8, 13 10単位 

3 
Muse 細胞のもたらす
医療イノベーション 

出澤 真理 P.79 2 
11月17日（木） 
16:50～17:50 

N 1,7   

4 
我々が目指す脊髄再
生医療とは 

中村 雅也 P.80 1 
11月18日（金） 
14:00～15:00 

N, SS 1, 7   

 

  



ランチョンセミナー 日本整形外科学会 

 

№ 演題名 講師 抄録 会場 日時 
認定単位 

種別 
専門医 

必須分野 

1 
脊柱変形手術の変遷と今後の展望： 
Harringtonから最新ロボット手術まで 

赤澤 努 P.105 1 
11月17日（木） 
12：10～13：10 

N, SS 7 

2 
脊髄損傷患者に対する新しい幹細胞製剤 

―再生医療等製品― 
本望 修 P.106 2 

11月17日（木） 
12:10～13:10 

N, SS 7,8 

3 脊椎脊髄損傷の急性期治療 井口 浩一 P.107 3 
11月17日（木） 
12:10～13:10 

N, SS 2,7  

4 
脊髄損傷を原因とする難治性排便障害に対する
排便管理のアセスメントと治療法について 

植村 修 
森井 大輝 

P.108 4 
11月17日（木） 
12:10～13:10 

N 7,13  

5 
脊椎外科と出血‐出血を制する者は脊椎手術を征

する 
渡辺 航太 P.109 1 

11月18日（金） 

11：50～12：50 
N, SS 7  

6 

SPINE HYBRID OR におけるロボット脊椎手術 

ー脊柱側彎症手術（小切開前方、後方手術）におい

てー 

江原 宗平 P.110 2 
11月18日（金） 
11：50～12：50 

N, SS 7  

7 
頚椎前方手術における新技術：AR/MR 導入から
人工椎間板まで 

酒井 大輔 P.111 3 
11月18日（金） 
11：50～12：50 

N, SS 7  

   

イブニングセミナー 日本整形外科学会 

 

№ 演題名 講師 抄録 会場 日時 
認定単位 

種別 
専門医 

必須分野 

1 
髄膜異常を伴うヘモジデリン沈着症の診断と治療 
―謎の病態にせまる― 

吉井 俊貴 P.112 1 
11月17日（木） 
18:00～19:00 

N, SS 7 

2 

成人脊柱変形に対する矯正手術に於ける進歩と
課題 -矯正手術の原理と適切な骨切り術選択の

重要性- 

金子 慎二郎 P.113 2 
11月17日（木） 
18:00～19:00 

N, SS 7 

3 

頚椎頚髄損傷のエビデンスへのアンチテーゼ  

1骨折型からの治療戦略 2牽引性脊髄損傷 

－受傷動画から－ 

糸井 陽 P.114 3 
11月17日（木） 

18:00～19:00 
N, SS 2,7  

   

モーニングセミナー 日本整形外科学会 

 

№ 演題名 講師 抄録 会場 日時 
認定単位 

種別 

専門医 

必須分野 

1 頚椎疾患における、前方法・後方法の術式選択 遠藤 聡 P.115 1 
11月18日（金） 

7:50～8:50 
N, SS 7 

2 
難治性脊椎脊髄疾患の治療と疼痛の疫学研究 

～神経障害性疼痛を中心に～ 
今釜 史郎 P.116 2 

11月18日（金） 
7:50～8:50 

N, SS 7,8 

3 神経障害に対する前方支柱再建術の意義 井上 玄 P.117 3 
11月18日（金） 

7:50～8:50 
N, SS 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

＜専門医必須分野＞ 

[1] 整形外科基礎科学 

[2] 外傷性疾患（スポーツ障害を含む） 

[6] リウマチ性疾患, 感染症 

[7] 脊椎・脊髄疾患 

[8] 神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む） 

[13] リハビリテーション（理学療法, 義肢装具を含む） 

[14-5] 医学全般にわたる講演会などで、14-1～14-4に当てはまらないもの 

 

＜認定単位種別＞ 

N：日整会 

S：スポーツ医単位 

SS：脊椎脊髄病医単位 

 

  



共催セミナー一覧 

 

11月 17日（木） ランチョンセミナー1～4 

テーマ 会場・時間 共催 

ランチョンセミナー1 

「脊柱変形手術の変遷と今後の展望 

：Harringtonから最新ロボット手術まで」 

座長：波呂 浩孝（山梨大学大学院整形外科学講座） 

演者：赤澤 努（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 

第 1会場 

12:10～13:10 

ニューベイシブ 

ジャパン株式会社 

ランチョンセミナー2 

「脊髄損傷患者に対する新しい幹細胞製剤 

－再生医療等製品－」 

座長：島田 洋一（秋田県立療育機構） 

演者：本望 修（札幌医科大学 医学部 神経再生医療科） 

第 2会場 

12:10～13:10 
ニプロ株式会社 

ランチョンセミナー3 

「脊椎脊髄損傷の急性期治療」 

座長：大川 淳（東京医科歯科大学 整形外科 教授） 

演者：井口 浩一（埼玉医科大学総合医療センター 

高度救命救急センター 外傷センター） 

第 3会場 

12:10～13:10 

メドトロニック 

ソファモアダネック 

株式会社 

ランチョンセミナー4 

「脊髄損傷を原因とする難治性排便障害に対する 

排便管理のアセスメントと治療法について」 

座長：仙石 淳（兵庫県立リハビリテーション中央病院 

泌尿器科） 

演者 1:植村 修（独立行政法人 国立病院機構 

村山医療センター） 

演者 2（ビデオ出演）:森井 大輝（トヨタ自動車株式会社 

チェアスキーヤー） 

第 4会場 

12:10～13:10 
コロプラスト株式会社 

  



11月 17日（木） イブニングセミナー1～3 

テーマ 会場・時間 共催 

イブニングセミナー1 

「髄膜異常を伴うヘモジデリン沈着症の診断と治療  

－謎の病態にせまる－」 

座長：筑田 博隆（群馬大学医学部 整形外科学教室） 

演者：吉井 俊貴（東京医科歯科大学 整形外科） 

 

第 1会場 

18:00～19:00 

 

日本臓器製薬 

株式会社 

イブニングセミナー2 

「成人脊柱変形に対する矯正手術に於ける進歩と課題  

－矯正手術の原理と適切な骨切り術選択の重要性－」 

座長：中村 雅也（慶應義塾大学医学部 整形外科学教室） 

演者：金子 慎二郎（藤田医科大学 医学部 脊椎・脊髄科） 

第 2会場 

18:00～19:00 

ジョンソン・エンド・ 

ジョンソン株式会社 

イブニングセミナー3 

「頚椎頚髄損傷のエビデンスへのアンチテーゼ 1骨折型 

からの治療戦略 2牽引性脊髄損傷－受傷動画から－」 

座長：國府田 正雄（筑波大学 整形外科） 

演者：糸井 陽（順天堂大学医学部附属静岡病院 整形外科） 

第 3会場 

18:00～19:00 

日本ストライカー 

株式会社 

 

11月 18日（金） モーニングセミナー1～3 

テーマ 会場・時間 共催 

モーニングセミナー1 

「頚椎疾患における、前方法・後方法の術式選択」 

座長：中野 惠介（おおさかグローバル整形外科病院） 

演者：遠藤 聡（聖麗メモリアル病院） 

第 1会場 

7:50～8:50 

グローバスメディカル

株式会社 

モーニングセミナー2 

「難治性脊椎脊髄疾患の治療と疼痛の疫学研究 

～神経障害性疼痛を中心に～」 

座長：大鳥 精司（千葉大学大学院医学研究院 整形外科学） 

演者：今釜 史郎（名古屋大学 医学部 整形外科学） 

第 2会場 

7:50～8:50 
第一三共株式会社 

モーニングセミナー3 

「神経障害に対する前方支柱再建術の意義」 

座長：加藤 裕幸（東海大学医学部 外科学系 整形外科学） 

演者：井上 玄（北里大学医学部整形外科学） 

第 3会場 

7:50～8:50 

帝人ヘルスケア 

株式会社 

 



11月 18日（金） ランチョンセミナー5～7 

テーマ 会場・時間 共催 

ランチョンセミナー5 

「脊椎外科と出血‐出血を制する者は脊椎手術を征する」 

座長：松山 幸弘（浜松医科大学 整形外科学講座） 

演者：渡辺 航太（慶應義塾大学医学部 整形外科学教室） 

 

第 1会場 

11:50～12:50 

 

バクスター株式会社 

ランチョンセミナー6 

「SPINE HYBRID ORにおけるロボット脊椎手術 

－脊柱側彎症手術（小切開前方、後方手術）において－」 

座長：紺野 愼一（福島県立医科大学医学部 

整形外科学講座） 

演者：江原 宗平（湘南藤沢徳洲会病院 

 脊椎センター・脊柱側彎症センター） 

第 2会場 

11:50～12:50 

旭化成ファーマ 

株式会社 

ランチョンセミナー7 

「頚椎前方手術における新技術 

：AR/MR導入から人工椎間板まで」 

座長：前田 健（独立行政法人労働者健康安全機構 

総合せき損センター 整形外科） 

演者：酒井 大輔（東海大学医学部外科学系整形外科学） 

第 3会場 

11:50～12:50 

ジンヴィ・ジャパン 

合同会社 

 

ハンズオンセミナー一覧 

 

11月 17日（木） ハンズオンセミナー1 

テーマ 会場・時間 共催 

頚椎人工椎間板講習会 (Prestige LP) 

※事前参加登録制となります。学会 HPをご参照ください。 

第 4会場 

15:00～17:00 

メドトロニック 

ソファモアダネック 

株式会社 

11月 18日（金） ハンズオンセミナー2 

テーマ 会場・時間 共催 

脊椎外傷のインストゥルメンテーション 

※事前参加登録制となります。学会 HPをご参照ください。 

第 4会場 

14:00～16:00 

ジョンソン・エンド・ 

ジョンソン株式会社 

 




