第5回 日本MISt研究会
第2回 関東MISt研究会

開催日：2014年2月15日（土曜日） 12:30
会 場：東京ドームホテル B1F シンシア
住 所：〒112-8562 東京都文京区後楽1-3-61
電 話：03-5805-2111
参加費：5,000円（日整会教育研修講演受講料を含む）
※日本整形外科学会研修会（1単位） （07：脊椎・脊髄疾患）

Program
■開会の挨拶（12:30～12:35）
第5回日本MISt研究会 会長
第2回関東MISt研究会 当番世話人

苑田会東京脊椎脊髄病センター

星野

雅洋 先生

■骨粗鬆症（12:35～13:05）
座長

青森市民病院

富田

卓 先生

演題1 『骨粗鬆症患者に対する低侵襲脊椎安定術（MISt）の臨床成績と工夫』
高岡市民病院（1）、富山大学（2）、富山労災病院（3）
中野 正人 先生（1）、野上 重治 先生（1）、八野田 純 先生（1）
佐伯 次登 先生（1）、浦田 隆司 先生（1）、前田 明夫 先生（1）
川口 善治 先生（2）、関 庄二 先生（2）、平野 典和 先生（3）
演題2 『椎体形成術後偽関節に対するMIStの経験』
川崎医科大学
中西 一夫 先生、長谷川 徹 先生

演題3 『後壁損傷を伴う症例に対するBKP』
三軒茶屋第一病院
吉原 潔 先生
演題4（指定） 『骨粗鬆症性脊椎椎体骨折陳旧例に対する
HA blockを用いた椎体形成術の治療成績』
苑田第二病院（1）、苑田会東京脊椎脊髄病センター（2）
松木 健一 先生（1）、佐久間 俊行 先生（2）、鶴田 尚志 先生（2）
五十嵐 秀俊 先生（2）、大森 圭太 先生（2）、松崎 浩巳 先生（2）

■教育研修講演（13:05～14:05）
座長

苑田会東京脊椎脊髄病センター

星野

雅洋 先生

特別講演1（13:05～13:35）
『高齢者脊柱変形の低侵襲化をめざしてのOLIF』
獨協医科大学越谷病院 飯田 尚裕 先生

特別講演2（13:35～14:05）
『CBTスクリューによる腰椎後方椎体間固定術の手術後と治療成績』
東京歯科大学市川総合病院 白石 健 先生

■メーカープレゼンテーション（14:05～14:20）
座長

苑田会東京脊椎脊髄病センター

休憩（14:20～14:30）

鶴田

尚志 先生

■手術手技ビデオⅠ（14:30～15:15）
座長

名古屋第二赤十字病院

佐藤

公治 先生

演題5（指定） 『MIS-TLIFのコンセプトと実際』
東邦大学
和田 明人 先生、横山 雄一郎 先生、飯田 泰明 先生、寺島
長谷川 敬二 先生、高橋 寛 先生
演題6（指定） 『経皮的椎弓根スクリュー併用椎間関節固定術
国保松戸市立病院
宮下 智大 先生

史明 先生

～PLFの低侵襲化～』

演題7（指定） 『転移性脊椎腫瘍に対するMIS-longの有用性』
川崎医科大学
中西 一夫 先生、長谷川 徹 先生
演題8（指定） 『CBT法を用いたPLIF―手術手技の実際』
大阪大学
海渡 貴司 先生
演題9（指定） 『SSCS(Spinal Segmental Correction System)を用いた腰椎制動術』
大分整形外科病院
酒井 翼 先生

■手術手技ビデオⅡ（15:15～15:51）
座長

東京慈恵会医科大学附属柏病院

篠原

光 先生

演題10（指定） 『成人脊柱変形におけるMISt手技の応用 -XLIFによる低侵襲の試み-』
関西医科大学滝井病院
斎藤 貴徳 先生、谷口 慎一郎 先生、足立 崇 先生、薬師寺 厚芳 先生
石原 昌幸 先生、谷 陽一 先生

演題11（指定） 『C－アーム1台によるBKP手技の実際』
苑田会東京脊椎脊髄病センター
中橋 昌弘 先生、星野 雅洋 先生、大森 圭太 先生、五十嵐 秀俊 先生
鶴田 尚志 先生、佐久間 俊行 先生、根本 泰寛 先生、松崎 浩巳 先生
演題12（指定） 『MISt－PSOの実際』
青森市民病院
富田 卓 先生
演題13（指定） 『腰椎分離症に対する低侵襲修復術』
日本大学
大島 正史 先生、中橋 昌弘 先生、間世田 優文 先生
上井 浩 先生、徳橋 泰明 先生

■外傷、感染、腫瘍等（15:51～17:00）
座長

東京都済生会中央病院

岡田

英次朗 先生

演題14（指定） 『胸腰椎破裂骨折に対するpercutaneous parallel distraction
を用いたMIS-Long Fixationの有用性』
東京慈恵医科大学附属柏病院
小林 俊介 先生、篠原 光 先生
演題15 『救急センターにおけるMIStの役割』
奈良県立医科大学
松森 裕昭 先生
演題16 『MIS long fixation の短期治療成績 MIS過疎地横須の横須賀から』
聖ヨゼフ病院（1）、聖マリアンナ医科大学（2）
小島 敦 先生（1）、笹生 豊 先生（2）、鳥居 良昭 先生（2）
森岡 成大 先生（2）、藤井 厚司 先生（2）
演題17 『胸腰椎に渡る多発性転移に対しMIStを行った1例』
名古屋第二赤十字病院
松井 寛樹 先生、佐藤 公治 先生、安藤 智洋 先生
片山 良仁 先生、世木 直喜 先生
演題18（指定） 『転移性脊椎腫瘍に対する経皮的椎弓根スクリュー
を用いたpalliative surgery』
日本大学
上井 浩 先生
演題19 『MIStとPED法を応用した化膿性脊椎炎の治療』
日本鋼管病院
大森 一生 先生、小野 孝一郎 先生
演題20（指定） 『感染性脊椎炎に対するMISt治療戦略
～MIS-Long Fixation、XLIF、PTH製剤による低侵襲アプローチ～』
東京慈恵会医科大学附属柏病院
篠原 光 先生、小林 俊介 先生

休憩（17:00～17:10）

memo

■合併症、リスクマネージメント（17:10～17:52）
座長

日本鋼管病院

大森

一生 先生

演題21 『低侵襲腰椎固定術後血腫の検討』
公立学校共済組合九州中央病院
有薗 剛 先生、井口 明彦 先生、濱田 貴広 先生、西田
津嶋 秀俊 先生、今村 隆太 先生、居石 卓也 先生
演題22 『MIS-TLIF後に生じた巨大腸腰筋血腫の1例』
春陽会中央病院
須藤 梓 先生、大堀 靖夫 先生、寺山 星 先生、立花
上園 春仁 先生、熊野 洋 先生

顕二郎 先生

一志 先生

演題23 『MIS-TLIF術後の対側椎間孔狭窄に対し手術を要した1例』
高島平中央総合病院
明石 裕地 先生
演題24（指定） 『内視鏡下の硬膜縫合』
岩井整形外科内科病院
高野 裕一 先生
演題25 『腰椎疾患に対する経皮的椎弓根スクリュー手技関連合併症について』
香川労災病院
生熊 久敬 先生、石橋 勝彦 先生
演題26 『低侵襲型腰椎後方固定術における
O-arm術中CT装置とC-armによる放射線被曝量の比較』
製鉄記念室蘭病院、Princess Margaret Hospital, Hong Kong
ゴンチャル イワン 先生、黄 創興 先生、小谷 善久 先生
栃尾 淳一 先生、松本 悠介 先生、綛村 俊之 先生、益子 竜弥 先生
高野 正幹 先生、長汐 亮 先生
演題27 『ナビを利用したMIStの工夫』
岡山大学
田中 雅人 先生

memo

■CBT等（17:52～18:20）
座長

国保松戸市立病院

宮下

智大 先生

演題28 『PPSまたはCBTを用いた低侵襲型腰椎後方固定術：臨床成績の比較』
製鉄記念室蘭病院
ゴンチャル イワン 先生、小谷 善久 先生、松本 悠介 先生
綛村 俊之 先生、益子 竜弥 先生、長汐 亮 先生
演題29（指定） 『CBTを用いた脊椎固定術における固定下位椎スクリュー挿入法の検討
～有限要素法を用いたスクリューの固定強度の比較～』
防衛医科大学校（1）、独立行政法人国立病院機構村山医療センター（2）
松川 啓太朗 先生（1）、谷戸 祥之 先生（2）、今林 英明 先生（1）
細金 直文 先生（1）、朝妻 孝仁 先生（2）
演題30（指定） 『Graf bandはなぜ嫌われる』
佐野厚生総合病院
清水 健太郎 先生
演題31（指定） 『Xstop手術の実際とトラブルシューティング』
八潮中央総合病院
橋本 整 先生

■XLIF、OLIF（18:20～18:48）
座長

慶應義塾大学

石井

賢 先生

演題32 『XLIF手術の留意点と短期成績』
岩井整形外科内科病院
稲波 弘彦 先生
演題33 『腰椎変性側弯症に対するXLIF（Extreme Lateral Interbody Fusion）の有用性』
はちや整形外科病院
蜂谷 裕道 先生、村田 英明 先生、村松 孝一 先生、渡邉 裕規 先生
田中 健一郎 先生、谷口 祥一 先生、近藤 幹大 先生
演題34 『成人脊柱変形に対するOLIF/DLIFを併用した低侵襲型前後合併矯正固定術』
製鉄記念室蘭病院
小谷 善久 先生、ゴンチャル イワン 先生、松本 悠介 先生
綛村 俊之 先生、益子 竜弥 先生、長汐 亮 先生
演題35（指定）『成人脊柱変形に対するOLIFを用いた前後方矯正固定術の試み』
済生会中央病院（1）、慶應義塾大学先進脊椎脊髄病治療学（2）
岡田 英次朗 先生（1）、手塚 正樹 先生（1）、小見山 貴継 先生（1）
泉田 浩之 先生（1）、矢吹 有里 先生（1）、中山 新太郎 先生（1）
亀山 真 先生（1）、柳本 繁 先生（1）、渡辺 航太 先生（2）

■閉会の挨拶（18:48～18:50）
苑田会東京脊椎脊髄病センター
○情報交換会（18:50～ ）

B1F

星野

雅洋 先生

オーロラ

特別講演は、日本整形外科学会研修会（1単位）の認定を受けております
（07:脊椎・脊髄疾患）
共催 日本MISt研究会
関東MISt研究会
旭化成ファーマ株式会社

memo

Map

最寄りの各駅
＜JR総武線＞ 水道橋駅 東口より徒歩2分
＜都営地下鉄三田線＞ 水道橋駅 A2出口より徒歩1分
＜都営地下鉄大江戸線＞ 春日駅 6番出口より徒歩6分
＜東京メトロ丸ノ内線＞ 後楽園駅 2番出口より徒歩5分
＜東京メトロ南北線＞ 後楽園駅 2番出口より徒歩5分

■東京駅より
＜東京メトロ丸ノ内線＞ 東京駅 → 後楽園駅
＜JR中央線＞ 東京駅 → 御茶ノ水駅 → ＜JR総武線＞ 水道橋駅
＜タクシー＞ 約20分（約5Km） 約￥2,000
■羽田空港より
＜電車＞ 羽田空港 → ＜東京モノレール＞ 浜松町駅 → ＜JR山手線・
京浜東北線＞ 秋葉原駅 → ＜JR総武線＞ 水道橋駅
＜電車＞ 羽田空港 → ＜京浜急行＞ 泉岳寺駅 → ＜都営浅草線＞
三田駅 → ＜都営三田線＞ 水道橋駅
＜タクシー＞ 約50分
＜リムジンバス＞ 約60分

