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第 53 回日本側彎症学会学術集会 

運営寄附金募集趣意書 

 

 

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 
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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。
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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  

 




