
日本脳神経血管内治療学会近畿地方会

2020年度役員会議事録

開催 日時 :2021年 9月 4日 (土)10:30～ 11:00

開催場所 :(Teb会議)

出席者数:幹事および監事 18名、顧問7名

出席者名 (敬称略、順不同)

代表幹事 (議長):佐藤徹

事務局長 :石井暁

幹事 :石黒友也、今村博敏、須山武裕、中川一郎、中村元、南都昌孝、平松亮、藤田

敦史、藤中俊之、人子理恵、山上宏、吉村紳一、有馬大紀、辻篤司、藤堂謙一

監事 :坂井信幸

顧問 :宮本享、豊田=則、野崎一彦、片岡大治、中尾直之、高橋淳、中瀬裕之、篠山

隆司

1。 代表幹事 佐藤徹より出席者を確認 し (幹事および監事参加 18名 )、 役員会

成立を確認した。

2.議長 佐藤徹より議事録署名人として今村博敏、藤中俊之の二名を指名 した。

3.第 7回地方会会長 佐藤徹より、新型コロナ感染症の感染拡大状況を考慮し

て急速ハイプリッド開催からWEB開催に変更した経緯について説明があっ

た。事前登録は200名強の登録があつたことが報告された。

4。 役員異動について、事務局長 石井暁より資料 1の とおり、報告があつた。

新監事として吉村紳一を事務局から推薦 し、承認を得た。

監事退任0021年 11月 末日):坂井信幸

新監事: 吉村紳一

会員数について、事務局長より資料 2の通 り説明した。昨年より32名 の増加で

あった。

5.2022年度0023年秋会長)代表幹事候補として、今村博敏より立候補があり、

他の自他薦がないことを確認のうえ、役員会で満場一致で信任 した。

6。 2019年度事務局決算報告について、事務局より資料 4の通り説明があつた。



監事坂井信幸より監査上問題ないこと(資料 5)が報告され、承認された。

7.2020年度事務局予算案について、事務局長より資料 6の通り説明があり、

承認された。

8。 第 9国会長 今村博敏より挨拶があつた。

以上の通 り、議事録が正しく記載されていることを証する

2021年 9月 ι日

議長:  'た層れ ,がこ

議事録署名人 :瑚 ら+ 41乞レ

議事録署名人 : 絲 平暑 tmL―
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日本脳神経血管内治療学会 近畿地方会 
2020 年度* 役員会 資料 

 
2021 年 9 月 4 日（土） 

Web 開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*2020 年度（2020.10.1 – 2021.9.30） 
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日本脳神経血管内治療学会 近畿地方会 
2020 年度役員会 
日時：2021 年 9 月 4 日（土）10:30 – 11:00 
場所：web 開催  
 
議案 

1. 開会（出席者確認）議長：佐藤徹（近畿地方会 2020 年度代表幹事） 
2. 議事録署名人(2 名)指名：佐藤徹 
3. 第 7 回近畿地方会 会長挨拶：佐藤徹 
4. 役員異動：石井暁（資料 1） <承認要> 

5. 事務局報告：石井暁（資料 2） 
6. 2022 年度代表幹事(2023 年秋,第 9 回近畿地方会会長)選出(資料 3)  

<承認要> 

7. 2019 年度事務局決算報告：石井暁（資料 4） <承認要> 

8. 2019 年度事務局決算報告書 監査報告：坂井信幸（資料 5） 
9. 2020 年度事務局 予算案：石井暁 （資料 6）<承認要> 

10. 第 8 回(2022 年秋)近畿地方会 会長挨拶：中川一郎 
11. 第 9 回(2023 年秋)近畿地方会 会長挨拶 :  
12. その他 
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資料 1 役員異動 <承認要> 
 
監事: 坂井信幸 (2021 年 11 月末日退任) 
次期監事候補: 吉村紳一 
 
地方会会則 

 

 
 
資料 2 事務局報告 
 
日本脳神経血管内治療学会近畿地方会 会員状況 
 
 2020.6.22 2021.4.9 
正会員 849 879 (+30) 
名誉会員 3 3 
準会員 19 21 (+2) 
総会員数 871 903 (+32) 
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資料 3. 近畿地方会幹事（2021.9.1 現在） 
役割 氏名 所属 

代表幹事 佐藤 徹* 国立循環器病研究センター脳神経外科 

幹事 藤中 俊之* 大阪医療センター脳神経外科 

幹事 吉村 紳一* 兵庫医科大学脳神経外科 

幹事 今村博敏* 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科 

幹事 藤田 敦史 神戸大学医学部脳神経外科 

幹事 中川 一郎 奈良県立医科大学脳神経外科 

幹事 布川 知史 近畿大学医学部脳神経外科 

幹事 平松 亮 大阪医科大学脳神経外科  

幹事 坂口 学 大阪急性期・総合医療センター神経内科 

幹事 高山 勝年 医真会八尾病院放射線科 

幹事 須山 武裕 関西医科大学総合医療センター脳神経外科 

幹事 石黒友也 大阪市立総合医療センター脳神経外科 

幹事 八子理恵 和歌山県立医科大学脳神経外科 

幹事 南都昌孝 京都府立医科大学脳神経外科 

幹事 中村 元 大阪大学脳神経外科  

幹事 藤堂謙一 大阪大学神経内科  

幹事 有馬大紀 大阪市立大学脳神経外科 

幹事 辻篤司 滋賀医科大学脳神経外科 

監事 坂井 信幸* 神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科 

幹事/事務局長 石井 暁* 京都大学脳神経外科 

*JSNET理事 
 

JSNET 近畿地方会 JNS 近畿支部（秋） 

2014 第 1 回近畿地方会 小宮山雅樹 大畑建冶 

2015 第 2 回近畿地方会 坂井信幸 黒岩敏彦 

2016 第 3 回近畿地方会 藤中俊之 加藤天美 

2017 第 4 回近畿地方会 吉村紳一 野崎和彦 

2018 第 5 回近畿地方会 石井 暁 岩崎孝一 

2019 第 6 回近畿地方会 山上宏 貴島晴彦 

2020  (延期) - - 

2021 第 7 回近畿地方会 佐藤徹 吉村紳一 

2022 第 8 回近畿地方会 中川一郎 野崎和彦 

2023 第 9 回近畿地方会 (未定) 高橋淳 
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資料 4 2019 年度 事務局 決算報告 <承認要> 

 
資料 5 2019 年度 事務局決算報告書 監査報告 
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資料 6 2020 年度 事務局 予算案 <承認要> 

 
 
 


