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公益財団法人群馬健康医学振興会 

 理事長     鈴木  忠 

 

 

 

第 53回日本側彎症学会学術集会開催に要する 

       運営寄附金のご依頼について 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、当財団の事

業に格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 この度、当財団は第 53回日本側彎症学会学術集会（主催：一般社団法人日

本側彎症学会、会長：一般財団法人榛名荘理事、榛名荘病院群馬脊椎脊髄病セ

ンター 清水敬親センター長）を学会・研修会等に対する助成事業に認定し、

開催に要する運営寄附金の募金を下記のとおり開始しました。 

 当学術集会は側弯症に係わる整形外科のみならず小児科・脳神経外科・神経

内科・眼科など幅広い医療関係者及び小児・成人・頚椎それぞれの変形の各分

野のエキスパートが参加しその成果を社会に還元する公益事業です。ご賛同賜

りご支援頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 なお、当財団は租税特別措置法施行令第 26 条の 28 の 2 第 1 項の要件を満た

した公益財団法人のため、当財団に対する寄附金は個人の場合は所得控除又は

税額控除、法人の場合は損金に算入することができます。 

 また、寄附金の 5％相当額は事務経費として、当財団に帰属します。 

敬白 

記 

 

１．運営寄附金募集趣意書 

２．会長挨拶 

３．開催概要 

４．チラシ 

５．運営寄附金募集要項 

６．運営寄附金申込書（返信用封筒付き） 

７．運営寄附金の振込先（振込取扱票含む） 

８．寄附金を支出したとき（国税庁パンフレット） 

９．公益財団法人群馬健康医学振興会のご案内 

 

 

 

（本件についての照会先） 

 公益財団法人群馬健康医学振興会 事務局 

 住所：371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目 39-22 群馬大学医学部刀城会館内 

 Tel：027-220-7873 Fax：027-235-1470  Mail：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp 

 URL：http://tojowww.dept.med.gunma-u.ac.jp/zaida 
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第 53 回日本側彎症学会学術集会 

運営寄附金募金趣意書 

 

 

謹啓 薫風の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、私儀、2019 年 11 月 8 日〜9 日の 2 日間、ビエント高崎におきまして第 53 回日本

側彎症学会学術集会を大会長として開催させていただくこととなり、計画と運営に関する

準備を進めております。（前日の 11 月 7 日にはサテライトセッションとして乳幼児症例検

討セッションも開催されます）脊椎脊髄病に関する学会が群馬で開催されるのはこれが初

となります。脊柱側弯は日本整形外科学会のシンボルマークに採用されていることからも

明らかなように、古くから整形外科分野の中核をなす治療・研究対象とされてきた疾患群で

ありました。海外では 1966 年に Scoliosis Research Society (SRS) が北米で組織され 1967

年に第 1 回の学術集会が開催されております。その翌年の 1968 年には我が国においても日

本側彎症研究会が発足し、我が国における脊椎脊髄疾患に関する研究会・学会の中でも半世

紀以上の最も長い歴史を持つ学会（1994 年より学会に名称変更）として成熟して参りまし

た。群馬県の一医療施設の勤務医（群大医学部卒）としてこの歴史ある学会の学術集会を担

当させていただくことは、大変名誉なことだと身の引き締まる思いであります。 

 側弯症は独立した疾患では無く、整形外科のみならず小児科・脳神経外科・神経内科・眼

科など幅広い診療科で治療される様々な疾患の臨床的所見の一つでもあります。従いまし

て多診療科的な広い視野と知識にもとづく臨床的姿勢が求められる領域であります。その

ような疾患背景から、榛名荘病院群馬脊椎脊髄病センターは県内外の様々な病院の多診療

科にご協力を仰ぎながら群馬県内の大部分の側弯症（小児〜成人）をはじめとする脊柱変形

治療を担当して参りました。現在では北関東全域における脊柱変形治療の中核施設となっ

ております。その長年にわたる診療上の苦労や疑問を皆で共有し議論する場にしようと考

え、本学術集会のメインテーマを『全脊椎を様々な角度から眺めて見よう！ Look at the 

entire spine from various angles!』とさせていただきました。小児・成人・頚椎それぞれ

の変形を総合的に議論すべく、各分野のエキスパートを海外より招聘し、質の高い学術集会

にすべく企画しております。 

 なお日本側彎症学会は本年 2 月初旬より一般社団法人となり、私も理事の一人として学

会運営にたずさわっておりますし、また本学会主導のもと毎年全国各地で開催される側弯

症卒後研修セミナーの講師も長年担当して参りました。高崎で本学術集会を開催すること

は群馬県内の脊柱変形に係わる医療関係者の覚醒を促し、県内の診療レベル向上に役立つ

好機になると確信しております。 

 第 53 回学術集会は決して華美になることなく、しかし群馬の地で｢多くの診療科に関与
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する脊柱変形を総合的に論ずる｣質の高い学術集会として成功させるため尽力する所存で

す。 

 

 本来､このような学術集会は出席者の参会費で賄うべきところではございますが、しかし

ながら、本学会の開催に要する費用の全てを会員の参加費と若干の準備金で賄うことは困

難で、大変苦慮しているところでございます。 

 つきましては、本学会開催の趣旨をご理解いただきまして、ご支援とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げる次第でございます。甚だ厳しい社会情勢の中、誠に恐縮ではございます

が、何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

敬白 

 

 

  令和元年 5 月吉日 

 

 

第 53 回日本側彎症学会学術集会 会長 清水敬親 

榛名荘病院群馬脊椎脊髄病センター センター長 

一般財団法人榛名荘理事 



会長挨拶

開催概要

演題募集

採択演題一覧

プログラム

参加者へのご案内

座長・演者へのご案内

ワークショップ

会場･交通案内

宿泊案内

リンク

事務局
榛名荘病院　
群馬脊椎脊髄病センター

〒370-0871　
群馬県高崎市上豊岡町828-1

井野　正剛

運営事務局
株式会社 オフィス･テイクワン
〒451-0075 
名古屋市西区康生通2-26
TEL : 052-508-8510
FAX : 052-508-8540
E-mail: jss53@cs-oto.com

会長挨拶会長挨拶

第53回日本側彎症学会学術集会
会長　清水　敬親
榛名荘病院　群馬脊椎脊髄病センター、センター長

このたび、来る2019年11月8日（金）～9日（土）の2日間にわたり『第53回日本側彎
症学会学術集会』を、群馬県高崎市において開催させていただく事になりました。半世紀を
超す歴史を持ち、かつ脊椎関連学術集会の中でも脊柱変形という大テーマを論じ合う学術集
会を群馬の地で開く機会を得られましたことを大変光栄に存じます。

日本側彎症学会は、『全脊柱（頭蓋頚椎移行部～骨盤）のあらゆる年齢層における変形』
を研究し、苦しんでおられる患者の皆様にいかに有効な治療を提供することが出来るか？を
真摯に探求するために存在してきた学会でありましたし、今後もそうあり続けるべきと考え
ます。それは決して容易なことではありませんが、安全で普遍的な治療法の確立に向け我々
医療者は努力し続けなければなりません。さまざまな治療手段に容易にアクセス可能な環境
下で、ともすれば若手脊椎脊髄病医が「全脊椎・全年齢層」という当たり前の大切な基本的
視点を見失い漂流している（行く）のではないかとさえ思えます。そこで、“全脊椎を様々
な角度から眺めてみよう！” を大テーマに掲げさせていただきました。具体的には小児・成
人・頚椎の3本柱を軸に議論を深める場を設けようと考えております。3本柱にふさわしい
それぞれのエキスパートを海外からお招きしご講演いただき、また我々の研究に各々のお立
場からご発言いただく予定です。側弯に代表される脊柱変形を様々な角度・視点から従来と
はやや異なる切り口で論じ合う企画を考えております。脊椎疾患に係わるすべての医療者に
ご参集いただき、その英知を結集して難題に立ち向かう有意義な議論の場にしたいと心から
念じております。前日の11月7日にはpre-meeting sessionとして乳幼児症例検討セッショ
ンも設けられ、まさに全年齢層、全脊椎高位を網羅する学術集会として開催される事となり
ます。

群馬はその質・量において全国トップレベルの温泉天国でもあります。学会前後の心身の
疲れを温泉で癒やして行かれるのもまた一興ではないでしょうか。皆様のお越しを心からお
待ちしております。

Copyright © 2019, The 53rd Annual Meeting of the Japanese Scoliosis Society. All rights reserved.

http://www.cs-oto.com/jss53/index.html
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http://www.cs-oto.com/jss53/outline.html
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第 53回日本側弯症学会学術集会開催概要 

 

 

1. 会議名称: 第 53回日本側彎症学会学術集会 

 

2. 主催： 一般社団法人 日本側彎症学会  

  

3. 会期： 2019 年 11月 8日(金)〜9日(土) 

        2019 年 11月 7日（木）サテライト企画“乳幼児側弯症例検討会” 

4. 会場： ビエント高崎 

     〒370-0006 群馬県高崎市問屋町 2-7 

 

5. 会長： 清水敬親（一般財団法人榛名荘理事、榛名荘病院群馬脊椎脊髄病

センター センター長） 

 

6. 学術テーマ： “全脊椎を様々な角度から眺めて見よう！”   

                 “Look at the entire spine from various angles!” 

 

7. 参加予定者数： 約 450名〜500 名 

 

8. 学会の内容； 

--- 2019年 11 月 7日 --- 

「乳幼児側弯症例検討会」、参加登録、理事会、評議員会、各種委員会、

Presidential Banquet 

--- 2019年 11 月 8日 --- 

学術集会 ランチョンセミナー、イブニングセミナー、シンポジウム、メモリ

アルレクチャー、一般口演、全体懇親会 

--- 2019年 11 月 9日 --- 

学術集会 モーニングセミナー、ランチョンセミナー、シンポジウム、一般口

演、ポスターアワード候補ショートトーク 

 

9. SRS(Scoliosis Research Society 国際側弯症学会)関連講演：3名招待 

Peter Newton (Chief of Orthopedic Surgery, Director of Scoliosis Service, Rady Children’s Hospital, 

Clinical Professor of Orthopedic Surgery, University of California, San Diego, USA)     

Dezso Jeszenszky (Chief of Spine unit, Schulthess Klinik, Zurich, Switzerland)   

Ibrahim Obeid (Chief of Spine, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux)   
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10. 組織委員会 

大会長： 清水敬親（榛名荘病院 群馬脊椎脊髄病センター、センター長） 

 

【準備委員会委員】 基本的な学術集会運営は理事会と評議員会で行います。

応募演題査読は理事と評議員全員で行い、プログラム委員は現会長と次期会長

が中心となり学会員から委員を選出する事になっております。 

＜学会理事＞ 

理事長 松本守雄（慶応義塾大学整形外科 教授） 

理事  伊東 学（国立病院機北海道医療センター 統括診療部長） 

理事  宇野耕吉（国立病院機構神戸医療センター整形外科 副院長） 

理事  川上紀明（名城病院整形外科 脊椎脊髄センター長） 

理事  高相昌士（北里大学整形外科 教授） 

理事  種市 洋（獨協医科大学整形外科教授） 

理事  清水敬親（榛名荘病院群馬脊椎脊髄病センター センター長） 

理事  竹下克志（自治医科大学整形外科教授） 

理事  小谷敏明（聖隷佐倉市民病院整形外科 院長補佐） 

 

＜学会評議員＞ 

42名。多人数ですので割愛します。 

 

11. 問合せ先   

第 53回日本側彎症学会学術集会 運営事務局 

株式会社オフィス・テイクワン 
〒451-0075 名古屋市西区厚生通 2-26   
TEL：052-508-8510  FAX：052-508-8540 
E-mail：jss53@cs-oto.com  

 





第 53 回日本側彎症学会学術集会運営寄附金募金要項 
 

 

１．募金形式  協賛寄附金 

２．募金期間  令和元年 8 月 15 日(木)から令和元年 11 月 15 日(金)まで 

３．募金金額  個人 1 口 金 2 万円 

        法人 1 口 金 5 万円 

        【できましたら、２口以上の寄附をお願い致します。】 

４．募金責任者     

   公益財団法人群馬健康医学振興会 理事長 鈴木  忠 

   （担当：事務局長 小林時雄） 

５．寄附申込方法 

   寄附申込書（別紙）に必要事項をご記入のうえ、メール、ファックス又は

郵送で返信願います。 

６．寄附金振込先（別紙ご参照） 

 １）郵便振替 

   同封の「振込取扱票」にて振替えてください。手数料はご負担ください。 

 ２）東和銀行 

   支店名：前橋北支店（店番 012）普通預金 口座番号：3410581 

   名 義 人：公益
コウエキ

財団
ザイダン

法人
ホウジン

群馬
グ ン マ

健康
ケンコウ

医学
イ ガ ク

振興会
シンコウカイ

寄付
キ フ

金口
キングチ

 

        理事長
リジチョウ

 鈴木
ス ズ キ

  忠
タダシ

 （手数料はご負担ください。） 

７．事務経費 

   寄附金の 5％相当額は事務経費として、公益財団法人群馬健康医学振興会

に帰属します。 

８．寄附金控除又は損金算入 

   公益財団法人群馬健康医学振興会は、公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第 4条の規定に基づき認定された公益財団法人であり、

租税特別措置法施行令第 26 条の 28 の 2 第 1 項規定する要件を満たした公

益財団法人のため、当財団に対する寄附金は寄附金控除又は損金算入の対

象となります。なお、詳細は別紙「寄附金を支出したとき（国税庁資料）」

をご参照ください。 

 １）個人：寄附金控除（所得控除）又は寄附金特別控除（税額控除） 

    入金の都度領収書を郵送し、確定申告用の証明書を翌年 1 月頃郵送致

します 

 ２）法人：損金算入 

    入金の都度領収書等必要書類を郵送致します。 

９．事務局 

   名 称：公益財団法人群馬健康医学振興会 

   住 所：〒371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 

   電 話：027-220-7873  F a x：027-235-1470 

   メール：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp 

 


