第6回
Minimally Invasive spine Stabilization

日本MISt研究会
プログラム
平成27年2月15日(日) 9:00～15:00
有馬グランドホテル 1階 右近の間

会長
岡山大学病院 整形外科
田中 雅人

准教授

一般演題（MISt後方①） 9:00～9:40

座長 鵜飼 淳一

生熊 久敬

1．XLIF後に側臥位で挿入するPPSの工夫 -自製したiPhoneアプリを用いて公立南丹病院 脊椎・脊髄病センター 成田 渉
2．MISt手術におけるパワーツールPPSの有用性
3．PS刺入における神経モニタリングの有用性

聖ヨゼフ病院 整形外科

小島 敦

高岡市民病院 整形外科 野上 重治

4．脊椎固定術におけるO-arm Navigation使用、非使用例の精度比較
製鉄記念室蘭病院 整形外科 松居 祐樹
一般演題（骨粗鬆症） 9:40～10:30

座長 宮﨑 潔

土居 克三

1．胸腰椎椎体骨折に対する経皮的椎弓根スクリューを用いた最小侵襲脊椎安定術：矯正損失および
ルースニングの検討
川崎市立川崎病院 整形外科・Keio Spine Research Group(KSRG) 船尾 陽生
2．骨粗鬆症患者に対する最小侵襲脊椎安定術（MISt）の応用と工夫
高岡市民病院 整形外科 中野 正人

3．当院における骨粗鬆症性椎体骨折に対する最小侵襲脊椎安定術（MISt）の治療成績
岩国医療センター 整形外科 馬﨑 哲朗
4．XLIFアプローチによる胸腰椎移行部の陳旧性骨粗鬆性椎体骨折に対する椎体置換の経験
関西電力病院 脊椎外科 手外科 整形外科 藤尾 圭司
5．当院における胸腰移行部椎体骨折偽関節に対する手術治療について
横浜市立大学附属市民総合医療センター 整形外科
メーカーセッション 10:30～11:10

石田 航

司会 荒瀧 慎也

1. ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
2. 株式会社サージカル・スパイン
3. 株式会社アルファテック・パシフィック
4. 日本ストライカー株式会社
5. ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
6. ジンマー株式会社
一般演題（XLIF/OLIF①） 11:10～12:10

座長 石井 賢

石原 昌幸

1．XLIFと経皮刺入SAIを応用した化膿性脊椎炎の治療
日本鋼管病院 脊椎外科センター 大森 一生
2．腰椎破壊性脊椎関節症に対してXLIFを施行した2例

西陣病院 整形外科 髙取 良太

3．MISt-XLIFの治療経験 〜病態ごとの治療成績検討〜
医療法人社団 大室整形外科 脊椎・関節クリニック 大室 智士
4．XLIFによるindirect decompressionの評価法についての検討

参宮橋脊椎外科病院 須藤 梓

5. 腰椎疾患に対するXLIFの間接的除圧効果

名古屋市立大学病院 整形外科 大塚 聖視

6. Revision surgery tool としてのXLIFの適応と実際

和歌山県立医科大学 整形外科 中川 幸洋

ランチョンセミナー 12:20～13:20

「

MIStこの10年とinnovation

座長

田中 雅人

」
名古屋第二赤十字病院 副院長 佐藤公治 先生

一般演題（XLIF/OLIF②） 13:30～14:20

座長 小谷 善久

1．当院におけるXLIF, OLIFの超短期成績

奥平 毅

聖隷三方原病院 吉田 正弘

2．Cobb角30度以上の成人脊柱側弯症に対するXLIF, OLIFとPPSを用いた治療経験
洛和会丸太町病院 原田 智久
3．成人脊柱変形に対するOLIFと後方MISアプローチ併用手術の臨床成績
製鉄記念室蘭病院 整形外科・脊椎脊髄センター 小谷 善久
4．OLIF 導入初期３０例の検討
5．腰椎術後脊柱変形に対するOLIFを使用した固定術

長崎労災病院 整形外科 奥平 毅
東大阪市立総合病院 整形外科 松森 裕昭

一般演題（MISt後方②） 14:20～15:00

座長

1． CBT法を応用した脊柱再建100例のPS法との比較

宮下 智大

越宗 幸一郎

製鉄記念室蘭病院 整形外科 Gonchar Ivan

2．腰椎変性すべり症に対するCBTスクリュー併用椎間関節固定術の低侵襲性と有用性
国保松戸市立病院 脊椎脊髄センター 宮下 智大

3．不安定型骨盤輪骨折に対して小皮切Galveston法とtransiliac rod fixationを併用した一例
川崎市立川崎病院 整形外科・Keio Spine Research Group(KSRG) 磯貝 宜広
4．上位頚椎のMISt－MICEPSとAnteriorTransarticular Fixation
高知医療センター 整形外科 時岡 孝光
一般演題（MISt後方③） 15:00～15:30

座長 谷島 伸二

荒瀧 慎也

5．経皮的椎弓根スクリューのラーニングカーブについてー低侵襲PLIFを通じてー
香川労災病院 整形外科 生熊 久敬
6．骨欠損の大きな化膿性脊椎炎に対し後方MISｔで治療した1例
香川県立中央病院 整形外科 廣瀬 友彦
7．MIS-long fixation後に難治性の創部不良を発症した1例

第7回日本MISt研究会会長のあいさつ
閉会のあいさつ

名古屋第二赤十字病院 松井 寛樹

先生
岡山大学病院 整形外科 准教授 田中 雅人

会場のご案内
有馬グランドホテル
〒651-1401兵庫県神戸市北区有馬町1304-1
電話番号

078-904-0181

http://www.arima-gh.jp/

《電車・バスをご利用の方》
最寄り駅から、マイクロバスによる送迎バスを
ご利用下さい。
神戸電鉄 有馬温泉駅
各方面からのバス 有馬温泉バス停
六甲有馬ロープウェイ 有馬温泉駅

お電話いただければ、お迎えにあがります。
電話 078-904-0181

《お車をご利用の方》
大阪市内、阪神 南地域から
芦屋から、芦有ドライブウェイ経由で有馬温泉へ。
北大阪、京都方面から
中国自動車道 西宮山口JCTから、阪神高速 北神戸線
で、西宮山口南IC下車、有馬山口線(バイパス)にて、有馬
温泉へ。
姫路、岡山方面から
中国自動車道 西宮北IC下車、有馬山口線(バイパス)にて
有馬温泉へ。

《飛行機をご利用の方》

《展示協賛企業》
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 株式会社サージカル・スパイン
株式会社アルファテック・パシフィック 日本ストライカー株式会社
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 ジンマー株式会社
株式会社日本エム・ディ・エム
メドトロニック ソファモア ダネック株式会社 センチュリーメディカル株式会社
ニューベイシブジャパン株式会社
(順不同)

