
学会奨励賞

	 学会奨励賞プレナリーセッション
	 　　日　　時：11月19日（木）	9:00～11:00
	 　　会　　場：第1会場　グランドプリンスホテル高輪	B1F	プリンスルーム

	 授賞式（総会）
	 　　日　　時：11月19日（木）	13:30～14:10
	 　　会　　場：第1会場　グランドプリンスホテル高輪	B1F	プリンスルーム

　今回、学会奨励賞に、基礎部門に14演題、臨床部門に62演題の計76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19日（木）9:00～11:00	第1会場（グランドプリンスホテル高
輪	B1F	プリンスルーム）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19日（木）13:30～14:10	第1会場（グランドプリンスホテル高
輪	B1F	プリンスルーム）総会にて行います。

全員懇親会のお知らせ

	 　　日　　時：2015年11月19日（木）	19:30～21:00
	 　　会　　場：グランドプリンスホテル高輪	B1F		
	 　　　　　　　クラウンルーム＋ロイヤルルーム
	 　　参	加	費：無料



参加者へのご案内

参加者へのお知らせとお願い
1.	 参加受付は、グランドプリンスホテル高輪	B1F	ホワイエにて行います。
	 11月19日（木）	7:30～18:00
	 11月20日（金）	7:20～16:00

2.	 ご来場の方は、プログラム・抄録集の綴り込みの参加申込用紙に所定事項をご記入の上、
参加費をお支払いください。引き換えに領収書兼用の参加証をお渡しいたします。参加証
には、各自所属・氏名をご記入の上、会場内では必ず着用してください。着用されない場合、
会場内への入場をお断りする場合がございます。

	 【参加費】	医師	 ：15,000円
	 　　　　	コメディカル	：		3,000円
	 ※お支払いは現金のみとさせていただきます。

3.	 全員懇親会を、11月19日（木）	19:30～21:00	グランドプリンスホテル高輪	B1F	クラウン
ルーム＋ロイヤルルームにて行います。参加費は無料です。

4.	 プログラム・抄録集は、総合受付で販売（1,000円）いたしますが、数に限りがございますの
で、必ずご持参ください。

座長へのお知らせとお願い

【一般演題（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.	 ポスター会場前に用意している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

【PC受付】
・受付時間　11月19日（木）	7:30～18:30
		　　　　　11月20日（金）	7:20～16:00
・受付場所　グランドプリンスホテル高輪　B1F	ホワイエ

【口演発表の皆様へ】
　発表は、パソコンによるプロジェクター1画映写（解像度はXGA	1024×768ピクセル）です。
事務局で用意するパソコンのOSはWindows7、対応するアプリケーションソフトはWindows
版Microsoft	PowerPoint	2003,	2007,	2010,	2013です。
　Macintoshをご使用、動画を利用して口演をされる場合は、ご自身のパソコンをご用意く
ださい。なお、進行を円滑に進めるため、発表者ツールのご使用は、ご遠慮いただきますよう	
お願いいたします。
　発表の30分前までにPC受付で試写をお済ませください。パソコン本体持ち込みの場合も動
作確認のため、必ずお立ち寄りください。20日（金）午前中に発表される先生方には、受付から
発表までに時間の余裕がありません。7時20分からの受付開始後、早い時間内に、試写をお済
ませくださいますようお願いたします。

≪メディアをご持参の場合≫
1）	 発表データは、CD-RまたはUSBフラッシュメモリーでご用意ください。
・	フォントはWindows標準フォント（MS・MSP明朝、MS・MSPゴシック、Times	
New	Roman,	Century	等）をご使用ください。

・	Macintosh版Microsoft	PowerPoint	で作成したデータは、ご自身のパソコンをお持
ちいただき、ご使用くださいますようお願いいたします。

・	CD-Rにコピーする時には、ファイナライズ（セッションのクローズ・使用したセッ
ションのCDを閉じる）作業を必ず行ってください。この作業が行われなかった場合、
事務局で用意したパソコンでデータを開くことができなくなり、発表が不可能になり
ます。

2）	 事務局で用意したパソコンにコピーし、動作確認をお願いします。メディアは、その場
でご返却します。（コピーした発表データは本学会終了後、事務局で責任をもって消去
します。）
・	不測の事態に備えて、必ずバックアップデータをお持ちください。
・	動画や音声をご使用になる場合は、「PC受付」にて必ずスタッフに申し出てください。
　※	Windowsをご利用の方は、PowerPoint	内の動画も含めWindows	Media	Player
で再生できるものをご準備いただきますようお願いいたします。



3）	 発表データのファイル名は『演題番号	-	名字』で保存してください。
　例：O1-1-1	鈴木

4）	 発表データは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。

≪パソコンをご持参の場合≫
1）	 事務局で用意するのは、通常のmini	D-sub15ピンに対応する端子のみです。
・	MacintoshやMini	D-sub15ピンに変換が必要なパソ
コンの場合は、必ず変換コネクタをご持参ください。
（電源アダプターも必ずご用意ください。）
・	動画や音声をご使用になる場合は、「PC受付」にて必
ずスタッフに申し出てください。

・	スマートフォン、i-padなどでのデータ持ち込みおよ
びHDMIでの送出は対応できません。

2）	 試写用モニターで接続確認をしてください。
・	解像度はXGA（1024×768）です。

3）	 スクリーンセーバー、省電力機能、ウイルス駆除ソフト等が作動しないように設定を	
ご確認ください。

4）	 PC受付にて試写をすまされたパソコンは、発表の15分前までに発表者ご自身で各会場
のオペレーター席（会場内左側前方）にお持ちください。

5）	 発表終了後は、オペレーター席でパソコンを返却いたしますので、お立ち寄りください。

≪ご発表について≫
1）	 演台上にモニター、マウス、キーボードをご用意しておりますので、ご自身で操作して
発表してください。（レーザーポインターは事務局でご用意しております。）

2）	 発表中は青色ランプ、終了1分前に黄色ランプ、終了時に赤色ランプが点灯します。

3）	 発表開始時間の10分前までには、次演者席にご着席ください。

4）	 発表時間は下記の通りです。PowerPoint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。

シンポジウム	......................................................................................発表12分、討論3分
一般演題	.................................................................................................発表		6分、討論3分
症例報告	.................................................................................................発表		4分、討論3分
学会奨励賞プレナリーセッション	.......................................発表		8分、討論4分
上記以外	.................................................................................................座長に一任

PC 側 Mini D-sub 15 ピン



【ポスター発表の皆様へ】
1）	 ポスター貼付・撤去について
11月19日（木）	貼付	8:00～11:00／	撤去	18:20～19:30
11月20日（金）	貼付	8:00～10:00／	撤去	16:55～17:30

2）	 発表・討論時間
11月19日（木）	17:20～18:20
11月20日（金）	15:50～16:55

一般演題	...........................................発表3分、討論2分
症例報告	...........................................発表2分、討論2分

リボンをつけた座長の指示に従ってください。セッション時間内は自分のポスターの前
で待機いただきますようお願いいたします。

3）	 展示方法
・	ポスター本文の貼り付け面は縦190cm×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、所属機関名を添付してください。

・	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の原稿の提出

発表内容は日本脊髄障害医学会誌第29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、
下記事務局にご連絡の上、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	エム・コム内
TEL：0466-27-9724　FAX：0466-27-9723
E-mail:	info@jascol.jp
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第50回日本脊髄障害医学会についてのお問い合わせ先

＜第50回日本脊髄障害医学会　主催事務局＞
慶應義塾大学医学部整形外科学教室
〒160-8582	東京都新宿区信濃町35
TEL：03-5363-3812　FAX：03-3353-6597

＜第50回日本脊髄障害医学会　運営事務局＞
株式会社コングレ
〒102-8481	東京都千代田区麹町5-1	弘済会館ビル
TEL：03-5216-5318　FAX：03-5216-5552
E-mail:	jascol2015@congre.co.jp



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】
　対象：教育講演2	（11月19日（木）　16:20～17:20　講師：田島　文博）
　　　　教育講演3	（11月20日（金）　		9:00～10:00　講師：加藤　真介）

セッション終了後、会場出口にて「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専門医・認定臨床医生涯教育10単位になりますので、参加証を
保管して、年度末にリハビリテーション医学会事務局へ送付してください。
※	学会参加の証明にはなりませんので、参加単位（10単位）を併せて申請する場合は、ネームカー
ドおよ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】
　対象：教育講演1	（11月19日（木）　11:00～11:30　講師：玉置　哲也）
	 　　　　　（11月19日（木）　11:30～12:00　講師：竹光　義治）
	 　　　　　※教育講演1に関しては2講演で1単位取得可能です。
	 教育講演2	（11月19日（木）　16:20～17:20　講師：田島　文博）
	 教育講演3	（11月20日（金）　		9:00～10:00　講師：加藤　真介）
	 ランチョンセミナー1	（11月19日（木）　12:10～13:10　講師：稲葉　雅章）
	 ランチョンセミナー2	（11月19日（木）　12:10～13:10　講師：波呂　浩孝）
	 ランチョンセミナー3	（11月19日（木）　12:10～13:10　講師：種市　　洋）
	 ランチョンセミナー4	（11月20日（金）　12:20～13:20　講師：松山　幸弘）
	 ランチョンセミナー5	（11月20日（金）　12:20～13:20　講師：中村　雅也）
	 ランチョンセミナー6	（11月20日（金）　12:20～13:20　講師：大鳥　精司）
	 イブニングセミナー1	（11月19日（木）　18:30～19:30　講師：遠藤　健司）

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）で、1日最大4単位、会期中最大6単位まで取得可能です。取得可能な単位種別
についてはP.16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、学会参加が2点となります。



【日本泌尿器科学会】
　・泌尿器科専門医教育研修単位となり、学会参加が3点となります。
　・一般演題において、筆頭演者の方は5点、共同演者の方は1点を申請できます。
　　※	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

申請してください。



教育研修講演一覧

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

No. 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

脊髄損傷、その治療
法の変遷と術中脊髄
損傷対策について

玉置　哲也 P71 1 11月19日（木）
11:00～11:30

N, SS 2,7
我が国における脊髄
損傷医療発展小史 
－悲嘆から希望へ－

竹光　義治 P72 1 11月19日（木）
11:30～12:00

2 細胞活性化リハビリ
テーション戦略 田島　文博 P73 1 11月19日（木）

16:20～17:20 N, Re 13 10単位

3 脊髄損傷の包括治療  
－学会の役割－ 加藤　真介 P74 1 11月20日（金）

9:00～10:00 N, SS 7, 14 10単位

ランチョンセミナー 日本整形外科学会
No. 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 心血管リスクとしての糖
尿病性骨粗鬆症 稲葉　雅章 P103 1 11月19日（木）

12:10～13:10 N, SS 4

2 骨粗鬆症性脊椎疾患に対
する診断と治療 波呂　浩孝 P104 2 11月19日（木）

12:10～13:10 N, SS 4,7

3 神経障害に関連した 
脊柱変形の診断と治療 種市　　洋 P105 3 11月19日（木）

12:10～13:10 N, SS 7,8

4 脊椎脊髄疾患に伴った 
難治性疼痛の治療 松山　幸弘 P106 1 11月20日（金）

12:20～13:20 N, SS 7,8

5 脊髄再生の未来 
～臨床応用に向けて～ 中村　雅也 P107 2 11月20日（金）

12:20～13:20 N, SS 1,7

6
脊椎術後難治性腰痛の機
序と適応－脊髄刺激療法
を含めて－

大鳥　精司 P108 3 11月20日（金）
12:20～13:20 N, SS 1,7

イブニングセミナー 日本整形外科学会
No. 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 首下がりを呈した頚椎症
の病型分類と治療 遠藤　健司 P111 1 11月19日（木）

18:30～19:30 N, SS 7,8



＜専門医必須14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）

[3] 小児整形外科疾患（先天異常, 骨系統疾患を含む, ただし外傷を除く）

[4] 代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）

[5] 骨・軟部腫瘍

[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）

[9] 肩甲帯・肩・肘関節疾患

[10] 手関節・手疾患（外傷を含む）

[11] 骨盤・股関節疾患

[12] 膝・足関節・足疾患

[13] リハビリテーション（理学療法, 義肢装具を含む）

[14] 医療倫理・医療安全・医療制度等

＜認定単位種別＞
スポーツ単位（S）

リウマチ単位（R）

脊椎脊髄病単位（SS）

運動器リハビリテーション単位（Re）



共催セミナー一覧

11月19日（木） ランチョンセミナー1～3
テーマ 会場・時間 共催

ランチョンセミナー1
心血管リスクとしての糖尿病性骨粗鬆症
　座長：宮本　健史（慶應義塾大学医学部整形外科学）
　演者：稲葉　雅章（ 大阪市立大学大学院医学研究科  

代謝内分泌病態内科学）

第1会場 
（プリンスルーム）
12:10～13:10

興和株式会社

ランチョンセミナー2
骨粗鬆症性脊椎疾患に対する診断と治療
　座長：竹下　克志（自治医科大学 整形外科）
　演者：波呂　浩孝（山梨大学大学院 整形外科）

第2会場 
（クラウンルーム）
12:10～13:10

中外製薬株式会社

ランチョンセミナー3
神経障害に関連した脊柱変形の診断と治療
　座長：千葉　一裕（防衛医科大学校）
　演者：種市　　洋（獨協医科大学整形外科）

第3会場 
（ロイヤルルーム）
12:10～13:10

メドトロニック  
ソファモアダネック 
株式会社

11月19日（木） イブニングセミナー1
テーマ 会場・時間 共催

イブニングセミナー1
首下がりを呈した頚椎症の病型分類と治療
　座長：石井　　賢（慶應義塾大学医学部整形外科学）
　演者：遠藤　健司（東京医科大学整形外科）

第1会場 
（プリンスルーム）
18:30～19:30

久光製薬株式会社

11月20日（金） ランチョンセミナー4～6
テーマ 会場・時間 共催

ランチョンセミナー4
脊椎脊髄疾患に伴った難治性疼痛の治療
　座長：松本　守雄（慶應義塾大学医学部整形外科学）
　演者：松山　幸弘（浜松医科大学 整形外科）

第1会場 
（プリンスルーム）
12:20～13:20

ファイザー株式会社/
エーザイ株式会社

ランチョンセミナー5
脊髄再生の未来～臨床応用に向けて～
　座長：大川　　淳（東京医科歯科大学大学院 整形外科学）
　演者：中村　雅也（慶應義塾大学医学部整形外科学）

第2会場 
（クラウンルーム）
12:20～13:20

大正富山医薬品 
株式会社

ランチョンセミナー6
脊椎術後難治性腰痛の機序と適応 －脊髄刺激療法を含めて－
　座長：大谷　晃司（福島県立医科大学 整形外科）
　演者：大鳥　精司（千葉大学大学院医学研究院 整形外科学）

第3会場 
（ロイヤルルーム）
12:20～13:20

日本メドトロニック
株式会社


