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ご挨拶ならびに開催に際してのお願い 
 
拝啓 

菊花の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。 
 北海道胆振東部地震のため開催見送りのやむなきに至りました第 35 回日本脳電磁図

トポグラフィ研究会を平成 31 年 2 月 1 日（金）、2 日（土）に順延開催することになり

ました。 
 本研究会は、脳機能、あるいは脳疾患に関して、脳波・脳磁図を用いて、その機能、

病態を解明することを目的とした研究会です。特に 1990 年代の初頭に、臨床に利用で

きる脳磁計が開発されてから、本研究会において、これらの新規医療技術の様々な神経

疾患に対する適応が研究され、これが臨床場面に応用された歴史を持っております。故

に、この研究会では、一般臨床に携わる、脳神経外科、神経内科、精神科、小児科、リ

ハビリテーション科などの医師にとどまらず、これを利用する歯科医師、臨床検査技師、

放射線技師、更に、検査技術を開発する工学者、コンピュータ技術者、更に機器を開発

する企業関係者など、研究会を構成する会員は多くの職種に渡っております。 
本研究会の参加者は年々増加し、現在、正会員が約 200 名となり、闊達な討論を続け

て参りました。 
 今回の研究会では、テーマを「Exchange interaction – 脳科学の交換相互作用」と致し

ました。脳波、脳磁図、PET、fMRI 等で得られる脳機能画像（トポグラフィ）は物理

学、医工学から生理学、臨床医学までの幅広い学術分野から得られる成果の集合です。

Exchange interaction（交換相互作用）は物理学用語ではありますが、多様なバックグラ

ウンドを持つ研究者が一堂に会し、各々の知識や技術、方法論を交換し合い、脳機能画

像の未来を語り合う本研究会のありかたを表現するのにふさわしい言葉だと思います。

本研究会において有意義な議論が得られ、会員、ひいては国内外の研究者に有意な情報

を発信できるよう、奮励努力する所存です。 
貴社におかれましては、本趣旨にご賛同頂き、ご指導、ご鞭撻、並びにご援助を頂け

ますことを、よろしくお願い申し上げます。 
末筆ながら、貴社の益々のご発展を、心より祈念しております。 

敬具 
 
平成 30 年 10 月吉日 

   第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 会長 
 北海道大学大学院 保健科学研究院 健康科学分野 教授 

                   横澤 宏一
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第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 
開催概要 

 
主催：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 
 
会長：横澤 宏一（北海道大学大学院 保健科学研究院 健康科学分野 教授） 

（平成 27 年 11 月 20 日開催の理事会において第 35 回研究会の会長に選任） 
 
テーマ：「Exchange interaction – 脳科学の交換相互作用」 
 
開催会場：シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ ホテル＆スパリゾート 

〒002-8043 北海道札幌市北区東茨戸 132 番地  
TEL：011-773-2211 

 
開催日程：平成 31 年 2 月 1 日（金）～2 日（土） 
 
参加予定数：約 50 名（有料 40 名 招待 10 名） 
 
プログラム：特別講演 シンポジウム 口演  ランチョンセミナー 
 
学会事務局：北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 

〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 
  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898 
 
会計責任者：白石 秀明（事務局長） 

北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
北海道大学病院小児科 講師 
〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898  
  E-mail：siraisi@med.hokudai.ac.jp 

mailto:siraisi@med.hokudai.ac.jp
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

組織委員会名簿 

 

会長  横澤 宏一（北海道大学大学院 保健科学研究院 健康科学分野 教授） 

副会長 長峯 隆 （札幌医科大学医学部 神経科学講座 教授） 

事務局長・会計責任者 白石 秀明（北海道大学病院小児科 講師/ 

           北海道大学病院てんかんセンター 副部長） 

 

委員（五十音順） 

江川 潔 （北海道大学大学院 生殖・発達医学分野 助教） 

小野 弓絵（明治大学理工学部 電気電子生命学科 教授） 

鎌田 恭輔（旭川医科大学 脳神経外科学講座 教授） 

齊藤 卓弥（北海道大学大学院 医学研究科 児童思春期精神医学分野 特任教授） 

齊藤 秀和（札幌医科大学保健医療学部 作業療法学科 助手） 

竹内 文也（旭川医科大学 教育研究推進センター 准教授） 

橋本 竜作（北海道医療大学 リハビリテーション科学部 准教授） 

前澤 仁志（北海道大学大学院 歯学研究院 口腔生理学教室 助教） 

松永 理恵（神奈川大学人間科学部 人間科学科 准教授） 

柳生 一自（北海道大学大学院 医学研究科 児童思春期精神医学分野 特任助教） 
 
学会事務局 北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 

〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 
  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898 
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

収支計画書 

収入の部 

項目 内訳 計 

参加費 8,000 円×40 人 
（10 人は招待） 

320,000 円 

懇親会費 2,000 円×40 人 80,000 円 

研究会本部より援助 150,000 円 150,000 円 
ランチョンセミナー 300,000 円×1 件 300,000 円 

機器展示 100,000 円×2 件 200,000 円 
広告収入 180,000 円 180,000 円 

寄付金 50,000 円 50,000 円 

合計  1,280,000 円 

 
支出の部 

項目 内訳 計 

会場使用料・会議費  297,000 円 

招聘関係費・交通費  600,000 円 

印刷費 プログラム・抄録作成費 120,000 円 
 その他の印刷費 18,000 円 

発送費  10,000 円 

文具通信・事務局費  40,000 円 

懇親会費  195,000 円 

合計  1,280,000 円 

 
  



5 
 

第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

開催計画の概要 

 
月日 時刻 会場 セッション等 

2 月 1 日

(金) 
11：00～ ホール 参加受付 

11：30～12：30 ピオーネ 役員会 

12：45～13：00 ミュスカデ 開会式 

13：00～13：30 ミュスカデ 特別講演（1） 

13：30～14：30 ミュスカデ 口演（1） 

14：30～15：00 ミュスカデ 特別講演（2） 

15：15～15：45  ミュスカデ 特別講演（3） 

15：45～16：45 ミュスカデ 口演（2） 

16：45～17：15 ミュスカデ 特別講演（4） 

18：00～ ミュスカデ 懇親会 

2 月 2 日

(土) 
 9：00～10：00 ミュスカデ 口演（3） 

10：00～12：00 ミュスカデ シンポジウム 

12：00～13：00 ミュスカデ ランチョンセミナー 

13：00～ ミュスカデ 閉会式 
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

寄付金募集要項 
 

１) 募金の名称：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 
２) 募金目標額：50,000 円 
３) 募金依頼先：製薬企業、医療機器・材料企業、関連病院・団体、出版社など 
４) 寄付金の使途：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 準備および開催費用 
５) 募金期間：平成 30 年 10 月 1 日（金）～平成 31 年 1 月 31 日（木） 
６) 申し込み方法： 

① 寄付金申込書送付先 
別紙、寄付金申込書に必要事項を記入の上、運営事務局宛に FAX または郵送で

お送りくださいますよう、お願い申し上げます。 
② お支払い方法 

お振り込み先 
銀行名：北洋銀行 北七条支店 
店番号：312 
口座番号：普通預金 4107641 
口座名：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 事務局長 白石秀明 
（ダイサンジュウゴカイ ニホンノウデンジズ トポグラフィケンキュウカ

イ ジムキョクチョウ シライシヒデアキ） 
③ 税法上の優遇措置はございません。 

７) 請求書・領収書 
当研究会では原則、請求書ならびに領収書の発行は致しません。 
領収書につきましては、お振り込み時に振込用紙控えをご代用ください。 

８) その他 
プログラム・抄録集に募金者・協賛団体として掲載させて頂きます。 

９)  寄付の開示に関して 
企業活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関およ

び医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、企業が自

社のウェブサイト等で公開することに伴い、貴社が当研究会に対して行う寄付金に

関し、当該ウェブサイト等で公開されることに同意します。 
１０) お問い合わせ先 

第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会事務局 
白石 秀明（事務局長） 

北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
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北海道大学病院小児科 講師 
〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898  
  E-mail：siraisi@med.hokudai.ac.jp 
 
  

mailto:siraisi@med.hokudai.ac.jp
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

共催セミナー募集要項 
 

１) 開催形式  
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会と共催各社との共催となります。 
例）共催：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 
     ○○○○○○○○○○○株式会社 
 

２) 募集枠・費用（予定） 
 2 月 2 日（土） 

12：00～13：00 ランチョンセミナー：メイン会場（100 席） 
金額：300,000 円 

３) 共催金に含まれるもの 
会場借上げ費、液晶プロジェクター、メインスクリーン、レーザーポインター、演

台、司会マイク、演者マイク、進行席マイク、フロアマイク 
４) ご共催企業にてご負担いただくもの 

 司会者、講師への飲食代、謝礼、旅費、宿泊費 
 参加者への弁当（1 食 1,500 円税別を予定） 
 運営人件費（進行、アナウンス、照明、受付、資料、弁当配布などのスタッフ、

映像関係エンジニアが必要な場合には、別途人件費をご負担願います。） 
 講師控え室費用、及び控え室でのお茶、食事代、使用される機材（プロジェク

ター）など 
 ポスター・チラシなど印刷物 
 看板（会場前、控え室前） 
 その他、本研究会常設機材以外の追加機材（収録、録音など特別手配が必要な

機器および控え室機材）にかかわる費用については、ご負担願います。 
 

５) 申込締切 
平成 30 年 11 月 30 日（金） 

 
６) 申し込み方法： 

① 申込書送付先 
別紙、寄付金申込書に必要事項を記入の上、運営事務局宛に FAX または郵送で

お送りくださいますよう、お願い申し上げます。 
② お支払い方法 

お振り込み先 
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銀行名：北洋銀行 北七条支店 
店番号：312 
口座番号：普通預金 4107641 
口座名：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 事務局長 白石秀明 
（ダイサンジュウゴカイ ニホンノウデンジズ トポグラフィケンキュウカ

イ ジムキョクチョウ シライシヒデアキ） 
７) 請求書 

当研究会では原則、請求書の発行は致しません。 
必要な場合は、事務局までご連絡下さい。 
 

８)  共催セミナーの開示に関して 
企業活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関およ

び医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、企業が自

社のウェブサイト等で公開することに伴い、貴社が当研究会で実施する共催セミナ

ーに関し、当該ウェブサイト等で公開されることに同意します。 
 

９) お問い合わせ先 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会事務局 
白石 秀明（事務局長） 

北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
北海道大学病院小児科 講師 
〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898  
  E-mail：siraisi@med.hokudai.ac.jp 
  

mailto:siraisi@med.hokudai.ac.jp
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

プログラム・抄録集広告掲載募集要項 
 
１) 募集媒体 

第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 プログラム・抄録集 
 

２) 発行形態 
配布方法：プログラム・抄録集として、会場で配布予定 
部数及び判型：200 部 A4 版 
 

３) 作成費用 
120,000 円 
 

４) 募集広告種類および費用 

広告種類 募集枠数 掲載料 

表 2（モノクロ A4 1 ページ） 1 枠 80,000 円 

表 3（モノクロ A4 1 ページ） 1 枠 80,000 円 

表 4（カラーA4 1 ページ） 1 枠 100,000 円 

後付け広告（モノクロ A4 1 ページ） 4 枠 50,000 円 

後付け広告（モノクロ A4 1/2 ページ） 4 枠 25,000 円 

 
５) 申込締切 

平成 30 年 11 月 30 日（金） 
 

６) 版下送付期限 
平成 30 年 12 月 7 日（金） 
 

７) 申し込み方法： 
① 申込書送付先 
別紙、寄付金申込書に必要事項を記入の上、運営事務局宛に FAX または郵送で

お送りくださいますよう、お願い申し上げます。 
② 掲載料お支払い方法 

お振り込み先 
銀行名：北洋銀行 北七条支店 
店番号：312 
口座番号：普通預金 4107641 
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口座名：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 事務局長 白石秀明 
（ダイサンジュウゴカイ ニホンノウデンジズ トポグラフィケンキュウカ

イ ジムキョクチョウ シライシヒデアキ） 
 

８) 請求書 
当研究会では原則、請求書の発行は致しません。 
必要な場合は、事務局までご連絡下さい。 
 

９) 版下提出方法 
（封書の場合） 
ネガ、ポジ、紙焼き、pdf または ai データを書き込んだ CD-R のいずれかを、下記

運営事務局にお送り下さい。 
（E-mail 添付の場合） 
pdf データ、または ai データを下記の運営事務局にお送り下さい。 
 

１０)  広告の開示に関して 
企業活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関およ

び医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、企業が自

社のウェブサイト等で公開することに伴い、貴社が当研究会で実施する広告に関し、

当該ウェブサイト等で公開されることに同意します。 
 

１１) お問い合わせ先・版下送付先 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会事務局 
白石 秀明（事務局長） 

北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
北海道大学病院小児科 講師 
〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898  
  E-mail：siraisi@med.hokudai.ac.jp 
  

mailto:siraisi@med.hokudai.ac.jp
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

企業展示出展要項 
 
１) 開催日時 

平成 31 年 2 月 1 日（金）～2 日（土） 
搬入設営日 1 月 31 日（木） 撤去日 2 月 2 日（土） 
※時間などの詳細は、会期 1 ヶ月前までにご連絡致します。 
 

２) 開催会場 
シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ ホテル＆スパリゾート 
〒002-8043 北海道札幌市北区東茨戸 132 番地  
TEL：011-773-2211  担当 戸佐 良二 r-tosa@gateauxkingdom.com 
 

３) 開催日程（予定） 
施工・搬入 1 月 31 日（木） 21：00～ 
展示会 2 月 1 日（金） 12：00～18：00 
  2 月 2 日（土）  9：00～13：00 
施工・搬出 2 月 2 日（土） 13：00～17：00 
 

４) 募集定数 
2 スペース（予定） 
 

５) 出展料 
100,000 円（税込み） 
 

６) スペースサイズ 
（間口）1,800mm × （奥行）900mm （予定） 
装飾は出展者にて行って下さい。 
 

７) 出展対象 
医療機器 医療用具 医薬品 検査機器 試薬 書籍他 
 

８) 展示スペース割 
スペース割は、学会事務局にて行います。 
開催の 1 ヶ月前までにスペース割、搬入、装飾、管理などについて詳細をご連絡致

します。 
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出展者説明会は行いません。 
 

９) 展示物 
研究会事務局の認めたものとします。 
薬事法未承認品の展示については運営事務局にお問い合わせ下さい。 
 

１０) 出展物の販売の禁止 
会期中現金と引き替えに出展物を引き渡すことは禁止します。 
ただし、当方の認めたものは、限定的に許可する場合がございます。 
 

１１) 会場の管理 
会場、及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災、そ

の他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及びスペース内における人的災害の発生

については責任を負いません。 
 

１２) 会場・会期・会場時間の変更 
やむを得ない事情により、会場、会期及び開場時間を変更する場合がございます。 
この変更を理由として、出展申込を取り消すことは出来ません。また、これによっ

て生じた損害は補償致しません。 
 

１３) 展示スペースの転売 
申込スペースの全て、または一部の転売、譲渡は行えません。 
 

１４) 本研究会の参加資格について 
出展者用のスタッフ証を、1 スペースにつき 10 枚ご用意します。 
出展者用のスタッフ証では、第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会の講演会場

への参加資格はありません。研究会プログラムに参加希望の方は、別途参加費が必

要になります。 
 

１５) 出展の取り消し 
出展契約者のご都合による出展申込の取り消しは、原則として出来ません。 
また、お支払い済みの出展料のご返金は出来ませんので、予めご了承下さい。 
 

１６) 特設電源・オプション 
特設電源の使用、その他オプション等は出展お申し込み後別途ご案内いたします。 
 



15 
 

１７) 特別装飾 
特別装飾を予定されている場合は、運営事務局までご連絡下さい。 
 

１８) その他 
出展物の内容によっては、出展をご辞退いただく場合もありますので、ご了承下さ

い。 
 
１９) 申込締切 

平成 30 年 11 月 30 日（金） 
 

２０) 申し込み方法： 
① 申込書送付先 
別紙、寄付金申込書に必要事項を記入の上、運営事務局宛に FAX または郵送で

お送りくださいますよう、お願い申し上げます。 
② 出展料お支払い方法 

お振り込み先 
銀行名：北洋銀行 北七条支店 
店番号：312 
口座番号：普通預金 4107641 
口座名：第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 事務局長 白石秀明 
（ダイサンジュウゴカイ ニホンノウデンジズ トポグラフィケンキュウカ

イ ジムキョクチョウ シライシヒデアキ） 
 

２１) 請求書 
当研究会では原則、請求書の発行は致しません。 
必要な場合は、事務局までご連絡下さい。 
 

２２)  展示の開示に関して 
企業活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関およ

び医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、企業が自

社のウェブサイト等で公開することに伴い、貴社が当研究会で実施する展示に関し、

当該ウェブサイト等で公開されることに同意します。 
 
２３)  お問い合わせ先 

第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会事務局 
白石 秀明（事務局長） 
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北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
北海道大学病院小児科 講師 
〒060-8638 札幌市北区北 15 条西 7 丁目 

  TEL：011-706-5954 FAX：011-706-7898  
  E-mail：siraisi@med.hokudai.ac.jp 

mailto:siraisi@med.hokudai.ac.jp
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

寄付金申込書 

 
申込 FAX：011-706-7898   北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 御中 
 

平成    年    月    日 
  
募金の趣旨に賛同し、下記金額を「第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研

究会」準備・運営費として寄付致します。 
 

記 
  

寄付物品 金       円 
寄付目的 第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 準備・運営費

協賛の為 
企業・団体名  
責任者氏名  
担当者氏名  
所在地 〒 

TEL  
FAX  

E-mail  
振込予定 平成    年    月    日頃 

 
以上 
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第 35回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

共催セミナー申込書 

 
申込 FAX：011-706-7898   北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 御中 
 

平成    年    月    日 
  
「第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会」におきまして、共催セミナ

ー開催を申し込みます。 
 

記 
  
企業・団体名  
責任者氏名  
担当者氏名  
所在地 〒 

TEL  
FAX  

E-mail  
通信欄 （講師・司会・テーマなど予定している項目があればご記入下さい） 

 
以上 

 
  



20 
 

  



21 
 

第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

プログラム・抄録集広告掲載申込書 
 
申込 FAX：011-706-7898   北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 御中 
 

平成    年    月    日 
「第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会」におきまして、プログラム・抄録集広告

掲載を申し込みます。  
企業・団体名  

責任者氏名  

担当者氏名  

所在地 〒 

TEL  

FAX  
E-mail  

通信欄  

広告申込希望欄 

広告種類 掲載料 申込頁数 金額 

表 2（モノクロ A4 1 ページ） 80,000 円 頁 円 

表 3（モノクロ A4 1 ページ） 80,000 円 頁 円 

表 4（カラーA4 1 ページ） 100,000 円 頁 円 

後付け広告（モノクロ A4 1 ページ） 50,000 円 頁 円 

後付け広告（モノクロ A4 1/2 ページ） 25,000 円 頁 円 
 表２，３，４の募集数は各 1 頁となりますので、重複申込がありました場合は、ご希望

に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。 

 掲載頁が決まりましたら、運営事務局よりご連絡させていただきます。 

版下送付予定日 平成    年    月    日 

版下入稿方法 □輸送にて版下またはデータを予定  

□E-mail にてデータ入稿を予定 

版下返却 □返却を希望する  □事務局にて廃棄を希望する 

以上 
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第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 

企業展示申込書 
 
申込 FAX：011-706-7898   北海道大学大学院医学研究科小児科学分野 
 
第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 御中 
 

平成    年    月    日 
「第 35 回日本脳電磁図トポグラフィ研究会」におきまして、企業展示を申し込みます。

  

企業・団体名  

責任者氏名  

担当者氏名  

所在地 〒 

TEL  

FAX  
E-mail  

通信欄  

 

申込スペース数 1 スペース単価 展示金額 

 （          ）スペース 100,000 円 円 

スペースサイズ 
特別装飾 □ あり □ なし W    mm × D     mm 

予定展示品目 

主な展示品目 サイズ 
(W×D×H)mm 

重量 使用 
電気容量 

  ×  × Kg W 

 ×  × Kg W 

 ×  × Kg W 

 ×  × Kg W 

 ×  × Kg W 

以上 
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日本脳電磁図トポグラフィ研究会会則 
 

１.  本会は日本脳電磁図トポグラフィ研究会と称する． 
 （Japanese Society for Brain Electromagnetic Topography : JSBET） 

２.  本会の所在地を横浜総合病院, 臨床研究センターにおく． 
３.  本会は二次元脳電図ならびに脳電磁図に関する医学の進歩を促進し，広く知識の交

流を行う 

 ことを目的とする． 
４.  会員は本会の目的に賛同し，その達成に協力し，一定の年会費を納めるものをもっ

て構成する． 
５.  本会の主催する学術集会における発表はすべて会員に限る． 

６.  会員になることを希望するものは，所定の用紙に必要事項を記入し，本会の事務局

に申し込む 

 こととする． 
７.  会員は毎年年会費（3000 円）を納入しなければならない． 

８.  会費の徴収は，学会場および郵便振替で行うが，連続三年会費を滞納した場合は，

退会とみなす． 
９.  会員で退会を希望するものは，その旨，本会事務局まで届け出なければならない．

ただし，既納 
 会費は返付しない． 

10.  本会の主催する学術集会に会員と連名で発表するため，臨時会費（1000 円）を納

めるものを， 

 臨時会員とする． 
11.  本会には理事および評議員を若干名おき，評議員の推薦による理事長を一名おく． 

12.  理事長は本会を代表し，年一回以上の研究会および評議員会を主催する． 

13.  評議員会は理事および評議員により構成され，理事長の諮問に答えて必要事項を審

議する． 

14.  理事長・評議員の任期は一年とするが，重任を妨げない． 
15.  本会に評議員の推薦による，事務局長一名（会員），監査二名（会員），事務局員一

名をおく． 
 事務局員は事務上の運営にあたる． 

16.  評議員が引退した場合は，名誉会員とする． 
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17.  本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より始まり，翌年 3 月 31 日に終わる． 
18.  本会則は，評議員会において，変更追加することができるが，総会において承認さ

れなければ 
 ならない． 

19.  総会の出席者の過半数の賛同をもって成立とする．但し，本項は暫定的なものとす

る． 

20.  評議員会への出欠について，評議員は連続２回無断で評議員会を欠席した場合，評

議員の資格を 
 喪失する．やむを得ない事由による無断欠席の場合は，事務局への連絡を要する． 

 
付 則 

 
1.  本会会則は昭和 60 年４月 21 日より実施する． 

2.  平成 3 年 11 月 11 日一部改正． 
3.  平成 8 年 5月 9 日一部改正． 
4. 平成 13 年 3 月 10 日一部改正． 
5. 平成 28 年 7 月 1 日一部改正. 
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日本脳電磁図トポグラフィ研究会役員 
    （56名：50音順，敬称略；2017年10月18日現在） 

  
理 事（16名） 大澤美貴雄  東京クリニック ボツリヌス神経治療センター 

  尾崎  勇 青森県立保健大学 健康科学部理学療法学科  

  尾崎 久記  茨城大学 

  木下 利彦  関西医科大学 精神神経科 

  古賀 良彦  杏林大学, 日本ブレインヘルス協会 

  小林 哲生 京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 

  七條 文雄  鈴江病院 脳神経外科 

  立花 久大 西宮協立脳神経外科病院 神経内科 

  中川 雅文 国際医療福祉大学病院 耳鼻咽喉科 

  長田  乾  横浜総合病院 臨床研究センター（理事長） 

  平田 幸一  獨協医科大学 神経内科 

  平松 謙一 社会福祉法人 おあしす福祉会 

  山崎  薫 東京医科大学 茨城医療センター 神経内科 

  湯屋 博通  医療法人社団ラムピリカ セセッカ診療所 

  吉永 治美  南岡山医療センター   

  和田 伸一  健和会大手町病院 神経内科 
   

評議員（40名） 天野 惠市  東京脳神経センター 

  飯嶋  睦  東京女子医科大学 脳神経センター 神経内科    

  伊良皆啓治  九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報学部門  

  浦崎永一郎  長崎川棚医療センター 西九州脳神経センター 脳神経外科 

  江田 英雄  学校法人光産業創成大学院大学 光医療健康分野 

  大坪  宏  Division of Neurology, The Hospital for Sick Children, Canada 

  大友  智  みやぎ県南中核病院 脳神経外科（会計監査） 

  小野 弓絵 明治大学理工学部 電気電子生命学科 健康医工学研究室 

  柿木 隆介 自然科学研究機構 生理学研究所 

  菅野 彰剛 東北大学大学院医学系研究科 神経電磁気生理学寄附講座, 東北大学病院 てんかん科 

  菊知 充 金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

  鬼頭 伸輔  国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 精神先進医療科 

  小林 勝弘 岡山大学病院 小児神経科 

  呉屋 朝和 潤和会記念病院 脳神経外科 

  繁田 雅弘 首都大学東京 健康福祉学部 

  白石 秀明  北海道大学 小児科（会計監査） 

  曽田 豊二 福岡大学 耳鼻咽喉科 

  田中 秀明  獨協医科大学 神経内科   

  綱島  均 日本大学 生産工学部 

  鶴  紀子 宮崎大学, 髙宮病院  

  外池 光雄  藍野大学 医療保健学部 臨床工学科  

  飛松 省三 九州大学大学院 医学研究院 脳研臨床神経生理学 

  中里 信和  東北大学大学院 医学系研究科 てんかん学分野  

  中島  亨  杏林大学 医学部 精神神経科 

  長峯  隆  札幌医科大学 医学部神経科学 

  中村 道彦 メンタルクリニック ラッコリン 

  投石 保広 大阪人間科学大学 

  橋詰  顕 広島大学 脳神経外科, たかの橋中央病院ガンマナイフセンター 

  細野 晴義 株式会社ニューロ・テクニカ 

  堀  潤一 新潟大学工学部 福祉人間工学科 

  松浦 雅人 田崎病院 

  水上 公宏  社団法人赤坂パークビル 脳神経外科 

   村山 伸樹 熊本大学大学院 自然科学研究科 

  柳生 隆視 医療法人敬仁会 辻野医院 
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  谷口  清 文教大学 人間科学部臨床心理学科 

  安田  雄  倉敷紀念病院 神経内科 

  矢部 博興  福島県立医科大学 医学部 神経精神医学講座   

 山口 修平 島根大学 内科学第三 

 横澤 宏一 北海道大学大学院 保健科学研究院 健康科学分野 

 横山絵里子 秋田県立リハビリ・精神医療センター リハ科（事務局長） 
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日本脳電磁図トポグラフィ研究会 歴代会長および開催地  
 回    会期  会長 所属  開催都市 
 
  1 1982年5月24日 松岡成明 産業医大脳外科 東京都 

 2 1983年5月23日 松本圭蔵 徳島大学脳外科 徳島市  

 3 1984年4月28日 小和田正悦 秋田大学脳外科 秋田市 

 4 1985年4月20日 松岡成明 産業医大脳外科 小倉市 

 5 1986年4月26日 植村研一 浜松医大脳外科 浜松市 

 6 1987年4月25日 筒井 純 川崎医大眼科 倉敷市 

 7 1988年4月23日 辰野治郎 防衛医大生理学 所沢市 

 8 1989年4月20日 曽田豊二 福岡大学耳鼻科 福岡市 

1stISBET 1990年9月11-13日 松岡成明 産業医大脳外科 大阪市 

 9 1991年11月11-12日 鈴木英弘 東京女子医大麻酔科 東京都 

 10 1992年9月8-9日 上野照剛 九州大学工学部 福岡市 

 11 1993年5月22-23日 中島祥夫 千葉大学生理学 千葉市 

 12 1994年5月13-14日 大田原俊輔 岡山大学小児神経科 岡山市 

6thISBET 1995年10月10-11日 松本圭蔵 徳島大学脳外科 徳島市 

 13 1996年5月9-10日 小川昭之 大分大学小児科 大分市 

 14+BTP 1997年4月1-2日 古賀良彦 杏林大学精神科 浦安市 

 15 1998年4月24-25日 平田幸一 獨協医大神経内科 宇都宮市 

 16 1999年4月24-25日 木下利彦 関西医大精神科 大阪市 

 17 2000年3月24-25日 和田伸一 産業医大脳外科 北九州市 

18+12thISBET 2001年3月8-9日 平田幸一 獨協大学神経内科 宇都宮市 

 19 2002年4月27-28日 七條文雄  徳島大学脳外科 徳島市 

 20 2003年5月23-24日 平松謙一 琉球大学精神科 沖縄県恩納村 

21+15thISBET 2004年4月11-14日 中川雅文 みつわ台総合病院耳鼻科 浦安市 

 22 2005年6月17-18日 尾崎 勇 青森県立保健大学 十和田湖 

23+5thKNSW 2006年6月23-24日 長田 乾 秋田脳研神経内科  釧路市 

 24 2007年6月14-15日 立花久大 兵庫医大総合診療内科 神戸市 

 25 2008年6月27-28日 新谷益朗 東京歯科大学口腔研究センター 木更津市 

26+18thISBET 2009年9月29-10月2日 小林哲生 京都大学工学部  京都市 

   長田 乾 秋田脳研神経内科  

 27 2010年11月18-19日 中里信和 東北大学運動機能再建学分野 松島町 

 28 2011年9月29-10月1日 村山伸樹 熊本大学大学院 自然科学研究科 熊本市 

 29 2012年9月14-15日 尾崎久記 茨城大学教育学部 葉山町 

 30 2014年1月11-12日 伊良皆啓治 九州大学大学院システム情報科学 福岡市 

 31 2014年9月18-20日 大坪 宏 ﾄﾛﾝﾄ小児病院臨床神経生理部門 伊豆市 

32+3rdMICONS 2015年11月20-21日 江田英雄 光産業創成大学院大学 宮古島市 

33+15thKNSW 2016年7月1-2日 湯屋博通 セセッカ診療所 釧路市        

34+Biomag17 2017年5月22-24日 中里信和 東北大学大学院 医学系研究科 仙台市 

ISBET：国際脳電磁図トポグラフィ会議 ，BTP：環太平洋脳トポグラフィ会議  

KNSW：釧路ニューロサイエンスワークショップ，MICONS:宮古島神経科学カンファレンス 

Biomag：Biomagnetic Sendai 2017（ISACM + JBBS + JSBET 合同開催） 


