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MISS  Summit  Forum 会則 

  （総則・名称） 

第１条 本会はMISS  Summit  Forum  と称する。 

 

  （目的） 

第２条 本会は最小侵襲脊椎手術（Minimally Invasive Spine Surgery）の進歩、技術向上を 

目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） サミットの開催 

（２） 国内関係学会、研究会との交流  

（３） 国外関係学会、研究会との交流 

（４） その他本サミット発展のために必要な事業 

 

 

  （構成・会員） 

第４条 本会は、本会の主旨に賛同する医師及びその他の者を持って構成する。 

    ２、本サミットに参加を希望する者は、事務局より送付する開催案内状に必要事項を 

      記入し、参加費１０，０００円を支払い本サミットに参加する事とする。 

    ３、ISESS及び ISMISS ASIA-JAPANとの合同国際学会に参加希望する者は、事務

局より送付する開催案内状に必要事項を記入し、参加費２５０～３５０ドル 

（１ドル 110円）を支払い本サミットに参加する事とする。 

 

  （役員） 

第５条 本会に次の役員を置く 

     代表世話人  伊 藤 不 二 夫（医療法人全医会 理事長） 

     世 話 人  出 沢 明（出沢明 PED クリニック 院長） 

            伊 東 学（北海道大学 整形外科 脊椎脊髄病センター長） 

            坂 根 正 孝（筑波大学 次世代医療研究開発教育統合センター長） 

            西 良 浩 一（徳島大学 運動機能外科学 教授） 

            水 野 順 一（新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター長） 

            伊 藤 全 哉（医療法人全医会 あいちせぼね病院 院長） 

柴 山 元 英（医療法人全医会 あいちせぼね病院 副院長） 

              

     会 計 監 事  三 浦 恭 志（東京腰痛クリニック 院長） 

 

 



  （運営） 

第６条 代表世話人は世話人の互選により選出される。 

    ２、世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。 

    ３、代表世話人はこの会を代表して会議を統括し、必要な会議を招集する。 

    ４、世話人会は年一回開催する。 

    ５、世話人会は最高の意志決定機関とする。 

 

  （会計・会費） 

第７条 本会の経費は参加費・その他の収入をもって当てる。予算及び決算は、世話人会の議 

    を経て承認を受ける。 

    ２、参加費は１回１０，０００円とする。 

    ３、参加費の変更は世話人会の議を経て、承認を受ける。 

     

 

  （会計監事） 

第８条  本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て世話人会に 

報告しなければならない。 

 

  （事務局・連絡先） 

第９条  事務局は代表世話人のもと、参加者名簿の整理、参加費の管理等セミナーの運営に 

     必要な諸事務を行う。 

 

     ２、本会の事務局は当分の間、下記に置く。 

 

      医療法人 全医会 あいちせぼね病院 内 

      事務連絡責任者  平井 智徳 

      〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字上池 31-1 

      電話  0568-20-9100 

      FAX  0568-20-9107 

 

  （定めのない事項） 

第１０条 会則の変更は世話人会の議を経て変更をする。 

     ２、決議は２/３以上の出席（委任状を含む）で過半数をもって決議される。 

 

付則（施行細則） 

（１） 世話人の任期は１月１日から１２月３１日までの１年間とする。ただし、再任を 

妨げない。 

（２） 本会の会計年度は毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

（３） 本会会則は平成２１年１月１日から施行する。 



 

□変更履歴 

2010年 4月 1日 所属の変更（西良浩一「徳島大学」から「帝京大学溝口病院」へ） 

2010年 8月 1日 医院名の変更（「伊藤整形・内科クリニック」ならびに「あいち腰痛オペ

センター」から「伊藤整形・内科 あいち腰痛オペクリニック」へ） 

2010年 9月 1日 会費の変更（１０，０００円から５，０００円） 

2012年 7月 1日 第３条 ５の追加、第４条 ３の追加、第７条 ４の追加 

2014年 10月 1日 所属の変更（出沢明「帝京大学溝口病院」から「出沢明 PEDクリニック」

へ） 

 所属の変更（西良浩一「帝京大学溝口病院」から「徳島大学」へ） 

2015年 4月 1日  所属の変更（三浦恭志「あいち腰痛オペクリニック」から「東京腰痛クリ

ニック」へ） 

2016年 6月 13日 ３月 17日・18日（開催予定） 

第 1 回 ISMISS Asia-Japan combined with 第 10 回 MISS Summit 

Forum 

会長  中村 博亮（大阪市立大学整形外科教授） 

副会長 伊藤 不二夫（医療法人 全医会 理事長） 

とする。 

2016年 7月 1日 会費の変更（５，０００円から１０，０００円） 

2017年 3月 16日 開催会場変更 

医療法人全医会 伊藤整形・内科 あいち腰痛オペクリニック 

            ↓ 

医療法人全医会 あいちせぼね病院へ変更 

 

2018年 8月 01日 2018年 8月 31日、9月 1日 

第 2回 ISESS＆第 2回 ISMISS Asia-Japan combined with  

第 11回  MISS Summit Forum合同国際会議  

会 長  伊藤 不二夫 

医療法人全医会 あいちせぼね病院 理事長 

副会長  山縣 正恒 

千葉ろうさい病院 脊椎・腰痛センター センター長 

とする。 

 

2018年 12月 10日  2019年 8月 24日（土） 

第 12回  MISS Summit Forum 開催 

会 長  伊藤 不二夫 

医療法人全医会 あいちせぼね病院 理事長 

 

 



 

2021年 3月 26日（金）・27日（土） 

第 13回MISS Summit Forum 開催予定 

会 長 伊藤 不二夫 

医療法人 全医会 理事長 伊藤 不二夫 

 

 


