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コロナ禍における第 50 回日本脊椎脊髄病学会報告 

大阪医科薬科大学 医学部 整形外科学教室 

根尾昌志 

 

2021 年 4 月 22 日（木）から 24 日（土）の 3 日間、国立京都国際会館 [1]において第 50 回

日本脊椎脊髄病学会学術集会を現地開催いたしました。また、4 月 28 日（水）から 5 月 11

日（火）までは「第 1 から第 3 会場の現地開催の録画映像」と「第 4 会場から第 13 会場の

口演およびポスター演題の事前収録音声付スライド」がオンデマンドで配信されました。 

新型コロナウイルス感染の第 4 波にまともに見舞われる中での開催ということで、学会が

終了するまで、ハラハラドキドキの毎日でしたが、皆様の多大なご協力を得て無事終了しま

したことをご報告するとともに、心から感謝申し上げます。 

 

新型コロナの蔓延という未曽有の出来事の中での学術集会でしたので、後世の参考資料と

して、開催報告だけでなく準備についても簡単に記録にとどめておきたいと思います。 

 

テーマは第 50 回という大きな節目の学術集会であることを鑑みて「レジェンドを知る レ

ジェンドを創る」といたしました。[2] 日本の脊椎脊髄病学の歴史を振り返り、その歴史を

創ってきた「レジェンド」の皆様にご講演いただき、それをこれからの日本を担っていく「未

来のレジェンド」の糧にしてほしいという思いからです。この学会は初期の頃には 2 度学

術集会会長を務められた先生も多いため、歴代会長は私を含めて 40 人です。そのうち今も

大変お元気な 24 名の先生方にお声がけしたところ、全員がこのテーマの主旨をご理解くだ

さり、教育研修講演、シンポジウムなど学会のどこかでご講演いただくことができることに

なりました。中には、本当に久しぶりに学会に参加するという先生もおられ、歴代会長以外

のレジェンドの先生方も合わせて錚々たるメンバーが講演されるプログラムを組むことが
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できました。これだけの面々が一堂に会することはおそらくもうないと思われます。 

 

プログラム（抜粋） 

 

特別講演 1 

清水敬親先生 榛名荘群馬脊椎脊髄病センター 

「臆病さと探求心により生み出される術前プランニングの大切さ」 

 

特別講演 2 

玉置哲也先生 和歌山県立医科大学 名誉教授 

「日本脊椎脊髄病学会の歴史」 

高橋和久先生 千葉大学名誉教授 

「Citation からみた日本の脊椎脊髄研究」 

 

歴代会長講演 エールを送る 

山本博司先生 高知大学名誉教授 

「我が国の脊椎脊髄外科の歴史と若い世代へのメッセージ」 

野原裕先生 獨協医科大学名誉教授 

「難手術への挑戦 －成功への屋台骨－」 

 

歴代会長講演 バトンをつなぐ 1～11 

歴代会長のライフワークとそれを受けつぐ医師の二人一組で 1 時間の教育研修講演。計 11

セッション。 
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また、京都を学会開催地に選んだのは、日本の古都として「伝統、歴史、しきたり」が街に

根付いている一方、「自由、知的好奇心、進取の気性」に富む学生の街でもあるからです。

「これまでの歴史を背景に、未来を創り上げていく」という学会のテーマに合わせた開催地

選択です。そして、京都大学出身で、2019 年のノーベル化学賞を受賞された吉野彰先生を

記念講演にお招きすることもできました。 

 

このように 1 年ちょっと前まではすべて順調に準備が進んでいたのですが、2020 年の 2 月

頃から新型コロナウイルスが日本でも蔓延し始め、多くの学会が開催形式を変更したり延

期したりして、我々の学会の雲行きも怪しくなって参りました。前年の松山幸弘会長の第 49

回日本脊椎脊髄病学会学術集会も 4 月から 9 月に延期されたものの新型コロナウイルスは

沈静化せず、現地とオンデマンドのハイブリッド開催となりました。そんな中でも 2021 年

の 4 月には何とかなるだろうと考えて準備を進めておりましたが、前学会の終了した 9 月

頃には「現地メインのハイブリッド開催」とすることを決断いたしました。 

問題は、ハイブリッド開催にするとオンデマンド配信の費用がかなりかかることで、資金面

が不安でした。現代の学会の開催は企業の協賛なしには成り立ちません。しかし、コロナ禍

では現地参加者が少ない学会が続いて展示場もガラガラなことが多く、協賛（共催セミナー

や展示）については慎重な企業も多々ありました。「来年の 4 月には普通通り開催できると

思うよ。50 回記念だし、京都だし、きっとたくさん人が来るから」と言いながら協力をお

願いしました。さらには理事の先生方や同門の先生方の多方面からのお声がけによって、驚

いたことに例年以上の協賛を得ることができたのは、まさに不幸中の幸いでした。ご協力い

ただいた企業の皆様には心から御礼申し上げます。 

 

2020 年の年末、日本脊椎脊髄病学会の広報委員会から、初の試みとして学会本体のホーム

ページに学術集会の広報用動画を載せたいと提案があり、動画作りも行いました。ご覧にな
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られた先生も多いかと思いますが、歴代の会長のポートレートが順に立ち上がるところか

ら始まる動画で、評判も上々でした。[3] 主宰する学会の参考にしたいので個人的にほしい

という先生もおられたほどです。 

 

年末年始の新型コロナ感染者の急増を受けて年明けには関東、関西と緊急事態宣言が出さ

れましたが、その効果があって感染者数は減少し、2 月 28 日には前倒しして関西での緊急

事態宣言が解除されました。内心もう少し長く緊急事態宣言を出しておいてほしいとは思

いましたが、「リバウンドがあったとしても、少なくとも学会終了までに再度緊急事態宣言

が出ることはよもやあるまい、何とか現地開催メインで乗り切れそうだ」と感じたのも事実

です。そして、多くの先生方から「現地参加するから」と言っていただいており、久しぶり

に盛況な学会になるものと期待しておりました。 

しかし、その後変異株の予想外の感染力の強さによって、大きな変更を迫られることになり

ました。3 月下旬から大阪の感染者数が急増し始め、医療崩壊がささやかれるようになりま

した。このため、通常に近い現地開催は無理だと考え、4 月 9 日（学術集会の 13 日前）に

現地開催は第 1 から第 4 会場のみとし、第 5 から第 13 会場の一般演題とポスターは現地発

表をあきらめ、オンデマンド発表のみとすることを決定しました。非常に残念なことでした

が、あらかじめ第 1 から第 3 会場にレジェンドの先生方がお話しされる講演・シンポジウ

ムを全て集め、16 あった主題はそれぞれ 1 セッションずつとして全て第 4 会場で口演して

いただくというプログラムにしておいたことが幸いし、あれこれ調整する必要はなくさっ

と切り替えることができました。また、レジェンドの先生方のお姿や講演を映像に残して将

来のため学会本体で保存しておこうと、もともと第 1 から第 3 会場にはカメラを入れて全

セッションを撮影予定でしたので、特にご高齢の先生方に長い発表動画を作っていただく

必要もなく、この点でも良かったと思います。 

4 月 13 日（学術集会の 9 日前）には、本学会の目玉であった吉野彰先生の記念講演が Zoom



5 
 

になることが決定しました。感染者数も増加の一途で、参加予定であった先生方からも「病

院から現地参加の許可が下りない」という連絡が入り始め、暗澹たる気分になってまいりま

した。 

4 月 21 日（学術集会前日）の評議員会のあと、会長招宴の代わりに「京の夕べ」というち

ょっとした催し物を企画していました。「歴史、伝統」の京都を代表して舞妓さん・芸子さ

んに祝舞を舞っていただいた後、「自由、知的好奇心」の革新的な京都を代表して、私が大

学時代所属していた京都大学奇術研究会の後輩、池田洋介さんのパフォーマンスを予定し

ていました。しかし、その 2 日前に、舞妓さんの一人が新型コロナに感染していることがわ

かったと連絡が入り、祝舞は中止とせざるを得ませんでした。会の後は芸子さんや舞妓さん

と一緒に写真を撮ってもらって、参加者の皆様に少しでも京都を感じてもらおうと思って

いたのですがそれも中止となり、まさに今回のバタバタを象徴するような出来事でした。 

 

さらに、学会期間中は蔓延防止等重点措置が取られており、参加者の夕食をどうするかが大

問題となりました。20 時以降はレストランは営業禁止で、会場に隣接するホテルではプロ

グラムが終わっていない 19 時がラストオーダーということで、お弁当を配る手配をするな

ど対応に追われました。3 日間とも夕食はお弁当で過ごされた先生がおられると思うと大変

申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

このように、準備したことを次から次へと中止、変更せねばならず、まるで敗戦処理投手の

ような気持ちで学会を迎えることになりました。[4] 

 

学会前日の「京の夕べ」では、私の開会あいさつ後、松山幸弘日本脊椎脊髄病学会理事長、

松本守雄日本整形外科学会理事長にご挨拶をいただき、池田洋介さんに予定よりも長い 30

分のマイムパフォーマンスをお願いしました。[5] 流石に世界中のフェスティバルや TV

ショーで活躍しているだけあって、急な要請にも難なく対処していただき、時間が延びた分
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かえって皆の胸に刻まれる深みのある演技となりました。この辺りから、参加者の表情を見

て、この学会はそれなりにうまく行くのではないかという思いがして参りました。[6] 

 

翌日から学会が始まってみると、[7] 思ったよりもはるかに多くの現地参加者があり、比較

的学会らしい雰囲気になってきました。[8,9] 中には院長に 3 回直談判して現地参加の許

可を得たという先生や、人込みを避けて、伊丹空港からタクシーやレンタカーで会場に来ら

れた先生方もおられ、感激いたしました。多くの先生方に「予想以上に現地参加者が多いね」

とか「本当に久しぶりの学会らしい学会だけど、やっぱり face to face がいいよね」とか言

っていただきました。 

初日の午後一番は、この学会の目玉企画の一つである第 7 回および第 19 回会長を務められ

た小野村敏信大阪医科薬科大学名誉教授の基調講演「レジェンドを知る －忘れてよいこ

と・忘れたくないこと－」がありました。[10] プレナリーセッションとし、日本の脊椎脊

髄病学の黎明期のことをお話しいただきました。聴衆の誰もが知らない時代のこと、そして

それを踏まえたインストゥルメンテーションに流れがちな現代の治療法に対する 93 歳の小

野村先生のご意見も、聴衆の心に深く刻まれたことと思います。 

それに引き続き会長講演「レジェンドを創る －Magic World から Spine World へ－」を行

いました。[11] 私が大学生、研修医、大学院生の頃に一生懸命研究していたクロースアッ

プマジックの話から始め、次に基礎研究、そして 40 歳になってから始めた脊椎脊髄外科の

臨床研究の話を致しました。感受性の強い大学生の頃に、マジックを通して学んだ多くのこ

と、すなわち面白いと思うことを無我夢中でやっていると自然と結果が付いてくること、広

い世界を知ることや発表することの大切さ、オリジナリティーが最も大事であること、しつ

こく続けることの重要性などが、その後の整形外科医としての生活で成果を出すことにつ

ながったことをお話しさせていただきました。そして最後に、その経験を今の大阪医科薬科

大学の教室員にも伝えていきたいと努力しており、それに教室員がよく応えてくれている
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ことを示しました。今まで非公開にしてきた、私が実演しているマジックの動画も 2 本披

露したのですが、そのようなことは会長講演でしかできませんので、言いたいことが言えて

よかったと思います。聴衆の評判も上々でしたが、表に出してこなかったマジックのビデオ

や古い時代の人間関係の話もあったので、現地のみの発表とさせていただきました。 

初日の最後には Zoom となってしまいましたが、吉野彰先生にご講演いただきました。[12] 

ノーベル賞受賞後、講演依頼が殺到しているため、学会での講演は電池関係の学会に限ると

のことでしたので、医学系の学会では当分聞けないお話だったと思います。ただ、直接お会

いできなかったのが残念でした。 

その後主題 1 から 3 のそれぞれの最優秀演題を「レジェンドアワード」として表彰致しま

した。これは 16 あった主題の中で、特に未来志向の強い 3 つのテーマ「脊椎脊髄疾患の革

新的画像診断」「未来を変えるかもしれない思いつき、試み」「私が是非伝えたい教訓的症例」

の中からそれぞれ一演題を選んで表彰するものです。それぞれ 30 題、75 題、27 題の応募

がありましたが、その内 reviewer の評価の高かったそれぞれ 5 題を主題発表として選出し

ておりました。そして現地の発表を聞いたうえで、理事の先生方に審査、投票していただき、

以下の演題をレジェンドアワードに選出いたしました。 

 

1. 主題 1 脊椎脊髄疾患の革新的画像診断 

藪晋人先生 大阪市立大学整形  

人工知能技術を活用した骨粗鬆症性椎体骨折の画像診断補助システムの開発  

―MR 画像における新旧椎体骨折の分類― 

 

2. 主題２ 未来を変えるかもしれない思いつき、試み 

加藤仁志先生 金沢大学整形  

慢性腰痛やロコモに対する革新的な運動器具を用いた腹部体幹筋トレーニング 
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3. 主題 3 私が是非伝えたい教訓的症例 

小谷俊明先生 聖隷佐倉市民病院整形  

上腸間膜動脈と大動脈狭窄を伴った急性腹腔動脈圧迫症候群  

―成人脊柱変形手術後の稀であるが重篤な合併症― 

 

最後には「春の夜風に吹かれる会」と称して、全員で国際会館の庭に出て、花火を鑑賞しま

した。[13] 学会期間中は天候に恵まれ、花火も盛大で皆に喜んでもらいましたが、もっと

もっと多くの方々に見ていただきたかったというのが本音です。「コロナ禍でも屋外でソー

シャルディスタンスを取れば飲めるのではないか」と思って準備してあった、プラスチック

の脚付きグラス型カップに 1/4 ボトル分ずつシーリングされたワインを配って初日はお開

きとなりました。 

2 日目、3 日目（午前のみ）もレジェンドの講演が続き、結構な盛り上がりを見せました。

例年 3 日目の会場はコロナ前でも少し寂しいことが多かったのですが、今回は最後まで多

くの先生方が残ってくださいました。 

 

学会終了翌日の 4 月 25 日から京都にも緊急事態宣言が発出されることが学会期間中に決定

され、学会前日には「アンラッキーだったね」とか「最悪のタイミングだったね」と慰めて

くださった先生からも「本当にラッキーだったね」と言われるようになりました。[14] 

 

結局現地の参加者は 833 名、トータルの参加者はコロナ前と変わらない 2400 余名でした。 

オンデマンド配信では単位の取れる指導医イブニングセミナーが 1000 人近い視聴者を得て

トップでしたが、その他には清水敬親先生の特別講演 1 やシンポジウム「頚椎椎弓形成術

の歴史と未来」、そして 6 つ用意した脊椎脊髄病学基礎講座のうち 4 つがトップ 10 入りし
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ていました。これらの講演は、これから脊椎脊髄外科をもっともっと勉強したいという若い

先生方に多く視聴していただいたのだろうと思います。現地開催中も何人かの評議員の先

生から「私は何とか現地に来ることができたけれど、うちの若いもんには許可が下りなかっ

たんだ」というお話をお聞きました。今回のプログラムは、是非若い先生方に聞いていただ

きたいという思いで組んだだけにそれが残念でした。レジェンドの肉声、表情などを見て感

じていただきたかったのですが。 

一方、私自身はプログラムが重複して現地では聞くことのできなかった第 1 から第 3 会場

の講演全てを、どこにも行けないゴールデンウイークを利用してオンデマンドで聴講いた

しました。コロナ禍でやむなく採用したオンデマンド配信ですが、現地で聞き逃した講演を

後から聞くことができる、よくわからなかったところは聞き直したり何度も繰り返して聞

いたりすることができるなど利点も多く、コロナ騒ぎが終わっても、資金さえ融通できれば

ハイブリッドが今後の学会の主流になって行くのかもしれません。 

 

さすがに「やり切った感」はありませんが、あの状況ではベストの学会運営だったのではな

いかと思います。最後に、学術集会開催をいろいろな面から支えてくださいました理事、評

議員の先生方、会員の皆様、学会を支援していただいた企業の皆様、そしてご参加いただい

たすべての方々に改めて感謝申し上げます。来年の横浜での第 51 回学術集会では、皆様と

乾杯し、face to face で議論できることを願っています。[15] 

 



新緑まぶしい国立京都国際会館
3日間お天気には恵まれました

[1]



このデザインを表と裏に印刷したチラシを作り宣伝しました

[2]



エルガー作曲「威風堂々」をBGMにした広報用動画

[3]



コロナ禍ならではのマスクカバーとマスクケースのお土産
学会後「余ってませんか？」というお問い合わせを何件かいただきました

[4]



「京の夕べ」での池田洋介氏のパフォーマンス

[5]



「京の夕べ」での3人のレジェンド
左から 第11回 & 28回会長 慶応大学名誉教授 平林洌先生
第17回 & 32回会長 山口大学名誉教授 河合伸也先生
特別講演２を担当される和歌山県立医科大学名誉教授 玉置哲也先生

[6]



開会の挨拶

[7]



密？マスク以外はいつもの学会と変わらない？ 展示場もそれなりの賑わい

ポスターも結構貼ってあります 手術用ロボットのハンズオンセッション[8]



ドイツ、フランスと結んでsagittal alignmentに関する国際セッション
いつものメンバーに加え、第4 回 &  20回会長竹光義治先生（スクリーン下、
現地参加）、肩の権威の東北大学整形外科井樋栄二教授（右上）など第50回
大会ならではの面々 [9]



小野村敏信先生の基調講演
[10]



会長講演 50% distanceですが多くの先生方に聞いていただきました
[11]



2019年ノーベル化学賞受賞吉野彰先生のZoomによる記念講演

[12]



春の夜風に吹かれる会

本来は国際会館の池のほとりで春の夜風に吹かれながら
飲む予定だった脚付きグラス型カップ入りワイン
蔓延防止等重点措置下でお土産となってしまいました[13]



無事終了！ 教室員、スタッフにただただ感謝

[14]



受け継がれる学会
右から第49回会長松山幸弘先生、私、第51回会長の中村雅也先生
横浜を楽しみにしています

[15]




