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プログラム
2月16日（土）

8:55~9:00　口演会場

開会挨拶
中野　正人（高岡市民病院整形外科）

9:00~10:30　口演会場

一般演題 1
座長：星野　雅洋（苑田会東京脊椎脊髄病センター）
　　　戸川　大輔（浜松医科大学整形外科学教室長寿運動器疾患教育研究講座）

	 1-1	 BKP術後隣接椎体骨折の危険因子
藤田　倫匡 1、戸川　大輔 2, 3、佐藤　義弘 2、松山　幸弘 3

遠州病院 整形外科 1、十全記念病院 整形外科 2、浜松医科大学 整形外科 3

	 1-2	 BKP術後の骨粗鬆治療
澤田　利匡
高岡整志会病院

	 1-3	 当院におけるBKPの治療成績
渡辺　聖也、中西　一夫、内野　和也、射場　英明、大成　和寛、長谷川　徹
川崎医科大学附属病院

	 1-4	 骨粗鬆症性椎体骨折に対するPPS固定の臨床成績
南保　和宏、高木　泰孝、山田　泰士、江原　栄文、林　　寛之、木谷　　聡、 
岡本　駿郎
市立砺波総合病院 整形外科

	 1-5	 	骨粗鬆症性椎体圧潰に対するOpen	Modified	CBT併用 TLIF と側臥位経皮
Modified	CBT併用OLIF の臨床成績の比較
舘　　弘之、小谷　善久、中村夢志郎、亀田　裕亮、薮内　康史
製鉄記念室蘭病院

	 1-6	 	骨粗鬆症性椎体骨折を伴う成人脊柱変形に対する	lateral	access	corpectomy
を併用した低侵襲矯正固定術
石原　昌幸、齋藤　貴徳、朴　　正旭、谷　　陽一、谷口愼一郎、串田　剛俊、 
足立　　崇
関西医大附属病院整形外科教室

	 1-7	 腰椎破裂骨折に対する lateral	access	corpectomy	
川島　康輝、石原　昌幸、朴　　正旭、谷　　陽一、谷口愼一郎、串田　剛俊、足立　　崇、
齋藤　貴徳
関西医大附属病院整形外科教室
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	 1-8	 	腰椎偽関節に対するPPS，X-core での手術後，著明なインプラント緩みと背部
皮膚欠損から感染を来した一例
近藤　祐一、宮本　　敬、清水　克時
岐阜市民病院

	 1-9	 高齢者脊椎破裂骨折に対する椎体形成術と経皮的椎弓根スクリュー固定術　
浦山　茂樹
水野記念病院 整形外科

10:30~11:42　口演会場

一般演題 2
座長：田中　雅人（岡山労災病院）
　　　金村　徳相（江南厚生病院 整形外科）

	 2-1	 脊椎・脊髄外科医師の放射線職業被曝に関するアンケート調査
浅利　　享、熊谷玄太郎、和田簡一郎、工藤　　整、石橋　恭之
弘前大学整形外科

	 2-2	 椎体前方おける脊椎分節動静脈走行の解剖学的重要性と個体差の検討
八木　　清、鈴木　伸幸、加藤　賢治、近藤　　章、水谷　　潤
名古屋市立大学病院

	 2-3	 LLIF 後大腿部痛と術後ガス像との関係
宮﨑　　潔
生駒市立病院

	 2-4	 側方侵入椎体間固定術における大腰筋の画像評価
飛田　哲朗 1, 2、佐竹宏太郎 2、中島　宏彰 2、石川　喜資 2、世木　直喜 2、大内田　隼 2、 
山口　英敏 3、平松　　泰 2、金村　徳相 2

名古屋第二赤十字病院整形外科 1、江南厚生病院整形外科 2、 
名古屋大学大学院医学系研究科整形外科 3

	 2-5	 OLIF による冠状面矯正は凹側進入と凸側進入のどちらが効果的か？
大久保直規、中原　誠之、土方　保和
北須磨病院

	 2-6	 O-armナビゲーションによる側臥位OLIF ＆ PPS同時固定術の手術成績
藤原　吉宏、田中　雅人、山内　太郎、魚谷　弘二
岡山労災病院

	 2-7	 O-arm	II をつかって LIF のアプローチを決定する
佐々木寛二、野坂　　潮、水野哲太郎、吉水　隆貴、渡辺　水樹
聖隷浜松病院 せぼねセンター
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	 2-8	 	腰仙部変性疾患に対する側臥位低侵襲前側方椎体固定術 (OLIF51) とMIS-TLIF
の臨床成績の比較（第二報）
小谷　善久 1、Hynes Richard2、中村夢志郎 1、舘　　弘之 1、亀田　裕亮 1、藪内　康史 1

製鉄記念室蘭病院 脊椎脊髄センター・整形外科 1、B.A.C.K. Center, Melbourne FL, USA2

11:42~12:27　口演会場

一般演題 3
座長：篠原　　光（東京慈恵会医科大学 整形外科学講座）
　　　関　　庄二（富山大学整形外科）

	 3-1	 	腰椎固定隣接椎間障害に対する脊椎固定術の臨床成績 :	TLIF と OLIF 併用手術の
比較
中村夢志郎、小谷　善久、舘　　弘之、亀田　裕亮、薮内　康史
製鉄記念室蘭病院

	 3-2	 成人脊柱変形手術におけるロッド折損対策	Dual	SAI	and	dual	rod	technique
深谷　賢司
綾部ルネス病院

	 3-3	 	びまん性特発性骨増殖症（DISH）骨折に対するPES法 double/single の比較
石川　哲大、大田　光俊、菱谷　崇寿
さんむ医療センター整形外科

	 3-4	 	びまん性特発性骨増殖症（DISH）を伴う脊椎骨折に対する椎体終板を利用した
スクリュー挿入法（TSD）
生熊　久敬、井上　洋一
香川県立中央病院 整形外科

	 3-5	 	胸椎後縦靭帯骨化症に対する非除圧固定術　本術式を適用した２症例の報告
宮本　　敬、近藤　祐一、清水　克時
岐阜市民病院 整形外科
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12:45~13:55　口演会場

ランチョンセミナー
共催：ニューベイシブジャパン株式会社

座長：宮下　智大（松戸市立総合医療センター 整形外科）

プレランチョンセミナー（12:45~12:54）

	 PLS	 椎体間固定術におけるチタンコーティングPEEKの早期癒合の有効性
野坂　　潮、佐々木寛二、渡邊　水樹、人羅　俊明、水野哲太郎、吉水　隆貴
聖隷浜松病院

ランチョンセミナー（12:55~13:55）

	 LS	 側方椎体間固定術における人工骨の有用性
安部　哲哉
筑波大学医学医療系整形外科

13:55~15:05　口演会場

特別講演 1
座長：小谷　善久（製鉄記念室蘭病院 脊椎脊髄センター・整形外科）

プレ特別講演（13:55~14:04）

	PSL1	 術中ナビゲーションを用いた骨盤骨折治療の小経験
水野哲太郎、佐々木寛二、吉水　隆貴、野坂　　潮、人羅　俊明、渡邊　水樹
聖隷浜松病院 せぼねセンター

特別講演 1（14:05~15:05）

	 SL1	 胸腰椎・腰椎外傷に対する最小侵襲脊椎安定術（MISt）
伊藤　康夫
神戸赤十字病院　整形外科

15:10~16:10　口演会場

特別講演 2
座長：佐藤　公治（名古屋第二赤十字病院 整形外科）

	 SL2	 	医療の質と安全性の向上のための cadaver	simulation	training への取り組み
の現状
植木　孝俊
名古屋市立大学医学研究科統合解剖学分野
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16:10~17:04　口演会場

一般演題 4
座長：中西　一夫（川崎医科大学 整形外科）
　　　宮本　　敬（岐阜市民病院 整形外科）

	 4-1	 	All-in-one 経皮的椎弓根スクリューシステムによるスクリュー挿入時間短縮の試み
小島　　敦、袖山　知典、粟飯原孝人、畠山　健二、漆原　　誠
船橋整形外科病院 脊椎・脊髄センター

	 4-2	 	内視鏡（MED）を用いた脊柱管の除圧をしない低侵襲固定術 (ME-LIF)	30例の
成績
柴山　元英 1、伊藤　全哉 1、伊藤不二夫 1、中村　　周 1、山田　　実 1、吉松　弘喜 1、 
竹内　幹人 1、清水　賢三 1、三浦　恭志 2

あいちせぼね病院 1、東京腰痛クリニック 2

	 4-3	 	当院における化膿性脊椎炎の治療成績	～腸腰筋膿瘍の有無と骨破壊の程度が術式
選択に影響する～
菱谷　崇寿、大田　光俊、石川　哲大
さんむ医療センター

	 4-4	 	脊髄刺激療法の治療成績
林　　寛之、高木　泰孝、山田　泰士、江原　栄文、木谷　　聡、岡本　駿郎、 
南保　和宏
市立砺波総合病院 整形外科

	 4-5	 	コンドリアーゼによる腰椎椎間板ヘルニアの治療
菊地　　剛、伊藤　康夫
神戸赤十字病院

	 4-6	 	私の脊椎MISt 手技導入に対する工夫や取り組み	-	チームビルディングを目指して
大塚　聖視、川端　　哲
豊川市民病院 整形外科 脊椎脊髄病センター

17:04~17:10　口演会場

第 12 回中部 MISt 研究会開催のご案内
水谷　　潤（名古屋市立大学）

閉会挨拶
中野　正人（高岡市民病院整形外科）




