
第 232 回日本神経学会九州地方会 

世話人会議事・会議録 

(令和 3 年 6 月 12 日 16:00-（未定） Web 開催（琉球大学) 

司会進行： 大屋祐輔 第 232 回 日本神経学会九州地方会 会長 

  髙嶋 博 日本神経学会九州支部代表 

 

事務局： 松浦英治 鹿児島大学脳神経内科 

世話人会出席者数：    49  名 （前回 231th 参加者数：世話人会 48 名；ログ確認） 

地方会出席者数： 461 名（14 時時点）（前回 231th 参加者数：地方会 365 名；ログ確認） 

 

１．大会長 大屋祐輔 教授よりご挨拶をいただいた。 

支部長 髙嶋 博 教授より大会長を補助し議事進行する旨確認がなされた 

２．第 233 回地方会 会長挨拶  (R3 年 9 月 18 日土曜日) 熊本大学脳神経内科 

植田光晴教授より Web 単独開催で行うと報告がなされた 

３．第 234 回地方会 会長挨拶 （R3 年 12 月 4 日土曜日）長崎大学脳神経内科 

辻野 彰教授より 12 月 4 日に Web 単独で行う予定であることが報告された 

４．第 235 回地方会 会長挨拶 （R4 年 3 月予定）九州大学脳神経内科   

磯部紀子教授より、7 月に着任する脳外科教授と相談して検討し、来年 3 月担当の福岡

大学脳外科と地方会を共同開催する可能性について言及された。 

R4 年６月産業医科大学、R4 年９月佐賀大学、R4 年 12 月鹿児島大学の順番を確認した。 

 

5. 議事 

5-1)本地方会の役職更新について（R3-4 年度; 2021/4/1-2023/3/31） 

 ・世話人の更新：議事録末に記載された世話人一覧表で今回から 2 年間世話人更新する

旨異議なく承認された。 

 ・支部代表・監事の更新：支部代表の希望者なく、鹿児島大学髙嶋博教授が継続すること

が異議なく承認された。髙嶋博教授より監事として渡嘉敷崇(沖縄病院)先生が指名され異議

なく承認された。 

 

5-2)九州地方会昨年度の会計報告 

 ・渡嘉敷先生より監査報告があり、地方会および生涯教育の会計報告に問題がなかったこ

とが報告された。 

 ・昨年度行われた大分、宮崎、福岡、の３回の地方会の収支についてスライドを用いて詳

細に事務局より報告がなされた。 

 



5-3) 

地方会開催について 

① ランチョン共催セミナーや広告の窓口、事務局の役割について（再確認） 

（前回の再確認；以前通りに開催校が共催・広告など全てとりまとめること） 

② 地方会の運営資金の件について（再確認） 

地方会は、①広告料と②ランチョン共催資金、③当日会員、の 3 収入で運営（再確認） 

③  地方会会員の参加登録の簡素化について 

 

会員には登録アドレスに参加申し込みをしないでもアクセスするサイトを送付する案につ

いて（前回に引き続き検討） 

・当日でも参加可能にする案については今回はオンライン決済の場合、本日当日まで受付が

可能となり、本日だけでも20人前後が受付したことが iコンベンションから連絡があった。 

・前回、参加期間を当日までにという意見もあったため全国の地方会その他の学会を確認し

たが当日含め数日前まで参加登録可能とする学会はまれ。システムや管理上の問題。 

 

参加登録簡素化について問題点について事務局から報告 

１．視聴用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：会員全体に新たに登録したいただく必要がある。 

２．毎年大量の振り込み遅延があり、2020 年度年会費(5000 円)納入者数：374 名であり、

滞納分をすべて納入しないとオンライン登録時の受付を見れないシステムにするのが

大変。 

３．地方会として連絡用に把握したﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ含めた個人情報の管理作業に毎年手間がかか

る。 

髙嶋博教授より、これらを解消するために会員管理・支払い・視聴自動登録を業者に委託す

る方法について提案 

→大屋教授より、会員管理を任せたいくつかの学会では結局うまく管理できないことが多

かったので会員管理は難しいのではないかというご意見を賜る。 

→特に意見はなかったが、この場で決定することなく、委託した場合の経費見積もりなど情

報を集める方向を確認した。 

 

④  ハガキ、抄録集についての経緯 

当初からすべてペーパーレスにするという意見もあったがメールチェックしない方や

長年の方法を急に変更することに対する意見聴取が十分できていない状況だったため

当日の開催方法だけ変更としてきた。（演題募集ハガキ、世話人会ハガキ廃止案） 

→坪井先生より大会長を経験して、現在メールで全員に連絡ということが難しい面がある

ことが判明したのでハガキは継続せざるをえないのではないか、とのご意見を賜った。その

他の意見もなく、当面はハガキも継続し、今後も適宜検討していく方向が確認された。 



 

6. 送る会日程について：→コロナが収束してから開催 

 

7. 世話人からのご発言など 

  ・世話人の先生から年会費が 5000 円というのは当日会員年 4 回参加の費用より高いの

で安くするか当日会員費を 1500-2000 円にしてはどうかとの意見 

→髙嶋教授より会費は大会長が自由に決められるので大会長が適宜決定していただくよう

に促された。 

→植田教授より、次回の大会費を 2000 円にするように申し出があった。 

 

8. 理事会報告：髙嶋より 

下記の通り 

 

2021 年 4 月 6 日 

COVID－19 ワクチンに関する見解 

サブスペシャリティ問題（下記） 

 第 66 回 学会大会長選出  大阪大学 望月教授 

 

2021 年 5 月 19 日 （京都、Web） 

代議員選挙が行われた 

池田事務長が交代予定です。後任 谷口晴美さんが次期事務長で、福島県職員、福島医大

の経理課長で科研費などの部門でも働かれていた。 

2020 年の事業報告 

2020 年度の収支決算 

2021 年予算案 

 

神経学会現会員数 2021 年 3 月 31 日 9337 名 ＋172 名  

 

サブスペシャリティについて 基本領域化は今はむずかしいので、まずサブスペシャリテ

ィの申請を進めている。 

2021 年 3 月サブスペシャリティ領域専門医検討委員会設置  

8 月くらいまでに承認される予定。 

（その他専門医機構の説明図は、定時社員総会の資料にあります） 

機構に認められることを前提に準備。 

研修制度整備基準 研修機関施設の責任者が作成するフォーマットを準備  

 専門医機構とで、専門医認定更新案について夏頃までに確定。 



 専門医の更新要件が変更になる。学会出席の点数がへり、指定講演の受講や e-learning、

症例提出（更新 2 回以上は免除）などいろいろ増えそうです。 

 専門医機構が更新に試験を課そうとしていて、多くの学会が反対しているようです。 

 e-learning でできるか検討中。 

 

サマーキャンプ追跡調査 出席者の 60％くらい脳神経内科に来ている 

 

9. 九州地方会会員数推移 

会費未納会員は会員一時停止扱いとしたため会員減 5 月末時点で 520 名 

（前回の再確認：留学中の会費留保の件を規約に追記する） 

 

R3 年 4 月― 日本神経学会認定施設数(九州支部)：108 施設 

九州地方会世話人数：79 名  幹事：1 名  辞退施設：22 施設  未定：6 施設  

 

(参考)  日本神経学会九州支部会員数：1143 名（2020 年 11 月時点） 

  2016 年 4 月時点 1094 名 

  2017 年 4 月時点 1098 名 

  2018 年 4 月時点 1120 名 

  2019 年 4 月時点 1134 名 

        2020 年 4 月時点 1140 名 

        2021 年 5 月時点 1147 名 

 

  



これまでの開催校一覧 

第 221 回 2018.3.11 九州大学・共催 

第 222 回 2018.6.30 佐賀大学 

第 223 回 2018.9.15 鹿児島大学 

第 224 回 2018.12.22 熊本大学 

第 225 回 2019.3.16 福岡大学・共催 

第 226 回 2019.6.29 長崎大学 

第 227 回 2019.9.7 産業医科大学 

第 228 回 2019.12.7 久留米大学 

第 229 回 2020.9.4 大分大学 

第 230 回 2020. 12.12 宮崎大学 

第 231 回 2021. 3. 20 福岡大学（個別開催） 

第 232 回 2021. 6. 12. 琉球大学（今回） 

第 233 回 2021. 9. 18. 熊本大学（予定） 

第 234 回 2021. 12. 4 長崎大学（予定） 

第 235 回 2022. 3. 未定 九州大学（共催予定） 

第 236 回 2022. 6. 産業医科大学（予定） 

第 237 回 2022. 9. 佐賀大学（予定） 

第 238 回 2022. 12. 鹿児島大学（予定） 

第 239 回 2023. 3. 福岡大学（共催予定） 

第 240 回 2023. 6. 久留米大学 

第 241 回 2023. 9. 大分大学 

第 242 回 2023. 12. 宮崎大学 

第 243 回 2024. 3. 九州大学（共催予定） 

244-246, 247 2024.6 月/9 月/12 月 琉球・熊本・長崎・福岡大学（2025 年 3 月） 

脳神経外科との共催 

 神経学会 脳神経外科学会 

第231回 2021（福大） 個別開催 個別開催 

第235回 2022（九大）次回 未定 未定 

第239回 2023（福大） 未定 未定 

第243回 2024（九大） 未定 未定 

 

  



日本神経学会九州地方会世話人一覧 2021 年６月 12 日 

 

36 福岡県　36施設 29 4

1 福岡 福岡県済生会飯塚嘉穂病院　【准教育施設】 下家 恵一 しもや　けいいち

2 福岡 飯塚病院　【教育施設】 高瀬　敬一郎 たかせ　けいいちろう

3 福岡 社会医療法人栄光会栄光病院　【准教育施設】 大野　雅治 おおの　まさはる

4 福岡 独立行政法人国立病院機構大牟田病院　【教育施設】 笹ヶ迫　直一 ささがさこ　なおかず

5 福岡 北九州市立八幡病院　【准教育施設】 末永　章人 すえなが　あきひと

6 福岡 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　【教育施設】 桑城　貴弘 くわしろ　たかひろ

7 福岡 九州大学病院　【教育施設】 磯部　紀子 いそべ　のりこ

8 福岡 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院　【准教育施設】 中村　憲道 なかむら　のりみち

9 福岡 九州労災病院　【准教育施設】 副島　直子 そえじま　なおこ

10 福岡 久留米大学病院　【教育施設】 谷脇　考恭 たにわき　たかゆき

11 福岡 社会医療法人天神会古賀病院２１　【教育関連施設】 辞退 辞退

12 福岡 小倉記念病院　【准教育施設】 橋本　哲也 はしもと　てつや

13 福岡 産業医科大学病院　【教育施設】 足立　弘明 あだち　ひろあき

14 福岡 社会保険大牟田天領病院　【准教育施設】 岡本　定久 おかもと　さだひさ

15 福岡 製鉄記念八幡病院　【准教育施設】

16 福岡 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　【准教育施設】 福嶌　由尚 ふくしま　よしひさ

17 福岡 医療法人社団高邦会高木病院　【准教育施設】 雪竹　基弘 ゆきたけ　もとひろ

18 福岡 公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院　【准教育施設】 辞退 辞退

19 福岡 国家公務員共済組合連合会浜の町病院　【准教育施設】 佐竹　真理恵 さたけ　まりえ

20 福岡 社会医療法人大成会福岡記念病院　【准教育施設】 辞退 辞退

21 福岡 福岡県済生会福岡総合病院　【教育施設】 川尻　真和 かわじり　まさかず

22 福岡 福岡山王病院　【教育施設】　 谷脇　予志秀 たにわき　よしひで

23 福岡 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院　【教育施設】　 長野　祐久　 ながの　すけひさ

24 福岡 社会医療法人青洲会福岡青洲会病院　【准教育施設】 井上　勲 いのうえ　いさお

25 福岡 福岡赤十字病院　【准教育施設】 北山　次郎 きたやま　じろう

26 福岡 福岡大学筑紫病院　【准教育施設】 津川　潤 つがわ　じゅん

27 福岡 福岡大学病院　【教育施設】 坪井　義夫 つぼい　よしお

28 福岡 医療社団法人高邦会福岡中央病院　【教育施設】

29 福岡 福岡東医療センター　【教育施設】　 中根　博 なかね　ひろし

30 福岡 福西会病院　【教育関連施設】　 辞退 辞退

31 福岡 医療法人福西会福西会南病院　【教育関連施設】　 横手　顕 よこて　あきら

32 福岡 福岡県済生会二日市病院【教育関連施設】 森　慎一郎 もり　しんいちろう

33 福岡 泯江堂三野原病院　【准教育施設】 三野原　元澄 みのはら　もとずみ

34 福岡 村上華林堂病院　【教育施設】 山田　猛 やまだ　たけし

35 福岡 医療法人社団高邦会柳川リハビリテーション病院　【教育施設】 小池　文彦 こいけ　ふみひこ

36 福岡 柳病院【教育関連施設】

6 佐賀県　6施設 4 2

37 佐賀 伊万里有田共立病院　【准教育施設】 後藤　公文 ごとう　ひろふみ

38 佐賀 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター　【准教育施設】 小杉　雅史 こすぎ　まさふみ

39 佐賀 医療法人松籟会河畔病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

40 佐賀 佐賀県医療センター好生館　【准教育施設】　 髙島　洋 たかしま　ひろし

41 佐賀 佐賀大学医学部附属病院　【教育施設】 原　英夫 はら　ひでお

42 佐賀 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO)佐賀中部病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

11 大分県　11施設 8 2

43 大分 医療法人畏敬会井野辺病院　【准教育施設】 井野邉 純一 いのべ　じゅんいち

44 大分 大分県立病院　【教育施設】 麻生　泰弘 あそう　やすひろ

45 大分 大分県厚生連鶴見病院【准教育施設】 荒川　竜樹 あらかわ　りゅうき

46 大分 大分赤十字病院　【准教育施設】 森　敏雄 もり　としお

47 大分 大分大学医学部附属病院　【教育施設】　 松原　悦朗 まつばら　えつろう

48 大分 国家公務員共済組合連合会新別府病院　【教育施設】 迫　祐介 さこ　ゆうすけ

49 大分 社会医療法人長門莫記念会長門記念病院　【准教育施設】 三宮　邦裕 さんのみや　くにひろ

50 大分 永冨脳神経外科病院　【准教育施設】 辞退 辞退

51 大分 独立行政法人国立病院機構西別府病院　【教育施設】 後藤　勝政 ごとう　かつまさ

52 大分 独立行政法人国立病院機構別府医療センター　【准教育施設】

53 大分 医療法人社団村上神経内科クリニック　【教育関連施設】 辞退 辞退



 

19 熊本県　19施設 11 8

54 熊本 荒尾市民病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

55 熊本 国立病院機構熊本医療センター　【教育施設】 幸崎　弥之助 こうざき　やのすけ

56 熊本 医療法人社団寿量会熊本機能病院　【教育施設】 渡邊　進 わたなべ　すすむ

57 熊本 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター　【教育施設】 上山　秀嗣 うえやま　ひでつぐ

58 熊本 熊本市民病院　【準教育施設】 橋本　洋一郎 はしもと　よういちろう

59 熊本 熊本赤十字病院　【教育施設】 寺崎　修司 てらさき　しゅうじ

60 熊本 独立行政法人地域医療推進機構熊本総合病院　【准教育施設】 辞退 辞退

61 熊本 熊本大学医学部付属病院　【教育施設】　 植田　光晴 うえだ　みつはる

62 熊本 医療法人城南ヘルスケアグループ　くまもと南部広域病院【教育施設】 森　麗 もり　あきら

63 熊本 独立行政法人国立病院機構熊本南病院　【教育施設】 阪本　徹郎 さかもと　てつろう

64 熊本 社会医療法人令和会熊本リハビリテーション病院【准教育施設】 辞退 辞退

65 熊本 熊本労災病院　【教育関連施設】 原　靖幸 はら　やすゆき

66 熊本 地方独立行政法人くまもと県北病院機構公立玉名中央病院　【准教育施設】山口　安広 やまぐち　やすひろ

67 熊本 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院　【教育施設】 米原　敏郎 よねはら　としろう

68 熊本 医療法人杉村会　杉村病院【教育関連施設】 辞退 辞退

69 熊本 玉名地域保健医療センター【准教育施設】 辞退 辞退

70 熊本 医療法人財団聖十字会西日本病院　【教育施設】　 辞退 辞退

71 熊本 国保水俣市立総合医療センター　【教育関連施設】 辞退 辞退

72 熊本 山鹿中央病院　【准教育施設】　 辞退 辞退

11 長崎県　11施設 9 1

73 長崎 JCHO諫早総合病院　【准教育施設】 溝田　貴光 みぞた　たかみつ

74 長崎 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院　【准教育施設】 楠原　智彦 くすはら　ともひこ

75 長崎 小鳥居内科脳神経内科クリニック　【教育関連施設】 辞退 辞退

76 長崎 佐世保市総合医療センター　【准教育施設】 藤本　武士 ふじもと　たけし

77 長崎 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院　【准教育施設】 竹尾　剛 たけお　ごう

78 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　【准教育施設】 岩永　洋 いわなが　ひろし

79 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎川棚医療センター　【教育施設】 福留　隆泰 ふくどめ　たかやす

80 長崎 社会医療法人春回会長崎北病院　【教育施設】 佐藤　聡 さとう　あきら

81 長崎 長崎大学病院　【教育施設】 辻野　彰 つじの　あきら

82 長崎 独立行政法人国立病院機構長崎病院　【准教育施設】

83 長崎 長崎みなとメディカルセンター　【准教育施設】　 六倉　和生 むつくら　かずお

15 鹿児島県　15施設 10 5

84 鹿児島 医療法人慈風会厚地脳神経外科病院　【准教育施設】　 辞退 辞退

85 鹿児島 いまきいれ総合病院　【教育施設】 吉村　道由 よしむら　みちよし

86 鹿児島 公益財団法人慈愛会今村総合病院　【教育施設】 神田　直昭 かんだ　なおあき

87 鹿児島 医療法人三州会大勝病院　【教育施設】 猪瀬　優 いのせ　まさる

88 鹿児島 社会医療法人恒心会おぐら病院　【准教育施設】 田代　雄一 たしろ　ゆういち

89 鹿児島 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター　【教育関連施設】 松岡　秀樹 まつおか　ひでき

90 鹿児島 鹿児島県立大島病院　【教育関連施設】 辞退 辞退

91 鹿児島 鹿児島県立北薩病院　【准教育施設】 辞退 辞退

92 鹿児島 鹿児島市医師会病院　【教育施設】 中川　広人 なかがわ　ひろと

93 鹿児島 鹿児島市立病院　【教育施設】 渡邊　修 わたなべ　おさむ

94 鹿児島 鹿児島大学病院　【教育施設】 髙嶋　博 たかしま　ひろし

95 鹿児島 菊野病院　【准教育施設】 辞退 辞退

96 鹿児島 川内市医師会立市民病院　【准教育施設】　 田邊　肇 たなべ　はじめ

97 鹿児島 公益社団法人鹿児島共済会 南風病院　【准教育施設】 辞退 辞退

98 鹿児島 独立行政法人国立病院機構南九州病院　【教育施設】　 園田　至人 そのだ　よしと

5 宮崎県　5施設 5 0

99 宮崎 県立宮崎病院　【准教育施設】　 田代　研之 たしろ　けんし

100 宮崎 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院　【教育施設】　 中尾　紘一 なかお　こういち

101 宮崎 藤元メディカルシステム藤元総合病院　【准教育施設】 大窪隆一 おおくぼ　りゅういち

102 宮崎 宮崎大学医学部附属病院　【教育施設】　 塩見　一剛 しおみ　かずたか

103 宮崎 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院　【教育施設】　 塩屋　敬一 しおや　けいいち

5 沖縄県　5施設 4 0

104 沖縄 大浜第一病院【准教育施設】

105 沖縄 沖縄県立中部病院　【准教育施設】 城之園　学 じょうのその　まなぶ

106 沖縄 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　【准教育施設】 神里　尚美 かんざと　なおみ

107 沖縄 国立病院機構　沖縄病院　【教育施設】　 渡嘉敷　崇 とかしき　たかし

108 沖縄 琉球大学医学部付属病院　【教育施設】 大屋　祐輔 おおや　ゆうすけ

教育研

修施設

数108

世話人未定施設６ 世話人80 辞退施設22


