
第１１回日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会 

プログラム 
 

07:45-07:50    開会の挨拶   八 木  省 次
  

07:50-08:22    一般演題①  合併症 座 長  松 本  守 雄
  

G1-1) 脊椎内視鏡下腰椎後方手術後の硬膜周囲病変による合併症について 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    田村  竜也

G1-2) 当院における腰椎内視鏡手術の合併症について 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    井上まどか

G1-3) 腰椎 MIS における背筋への侵襲 

 ・・・・・・・・・・兵庫県立加古川病院    高山  博行

G1-4) MED 法術後の下肢深部静脈血栓発生頻度についてー超音波診断による他の脊椎手術との比較― 

 ・・・・・・・・・・済生会山形済生病院    千葉  克司
  

08:22-09:10    一般演題②  MED の評価 座 長  高 橋   寛
  

G2-1) 腰部内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術（MED）の術前後の心理的障害に影響を与える因子の検討（新

JOA スコアによる評価）       ・・・・・・・・・・千葉労災病院整形外科    青木  保親

G2-2) 従来法後の再発ヘルニアに対する MED  アンケー調査による両手術法の比較 

 ・・・・・・・・・・慶應大学先進脊椎脊髄病治療学講座    松本  守雄

G2-3) 腰椎変性すべり症(DS)に対する固定術と内視鏡下除圧術(MED)の比較研究 -日本整形外科学会腰痛 

評価質問表(JOABPEQ)を用いた検討-   ・・・・・・・・・・船橋整形外科病院    粟飯原孝人

G2-4) MED 手術前後の矢状面アライメント変化 

 ・・・・・・・・・・東京医科大学整形外科    遠藤  健司

G2-5) 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の手術成績 

 ・・・・・・・・・・久留米大学整形外科    佐藤  公昭

G2-6) 若年発症腰椎椎間板ヘルニアに対する Microendoscopic discectomy の検討 

 ・・・・・・・・・・鹿児島赤十字病院    竹之内  剛
  

09:10-09:50    主題①    教育システム 座 長  吉 田  宗 人
  

M1-1) 合併症対策から見た脊椎内視鏡手術の教育について 

 ・・・・・・・・・・豊川市民病院整形外科    柴山  元英

M1-2) 低侵襲脊椎手術 MISS の教育と技術支援 

 ・・・・・・・・・・名古屋第二赤十字病院整形外科    佐藤  公治

M1-3) 内視鏡手術のトレーニング 

 ・・・・・・・・・・名古屋市立大学整形外科    水谷    潤

M1-4) 脊椎内視鏡手術の経験～1術者による導入期 113 例の検討 

 ・・・・・・・・・・長崎労災病院    奥平    毅

M1-5) 屍体を用いたキアリ奇形に対する低侵襲的大孔減圧術の試み 

 ・・・・・・・・・・琉球大学脳神経外科    杉本  耕一
  

09:50-09:55    ストレッチブレイク   
  

09:55-10:35    主題②    ラーニングカーブ 座 長  長 谷 川  徹
  

M2-1) 内視鏡下脊椎後方手術(MED 法)における Learning Curve ― 初期 100 例の検討 

 ・・・・・・・・・・麻生病院脊椎脊髄病腰痛センタ－    森下益多朗

M2-2) 脊椎後方低侵襲手術における Learning curve の検討 

 ・・・・・・・・・・青森整形外科クリニック    中野  恵介

M2-3) 内視鏡下椎間板ヘルニア手術（MED）のラーニングカーブに影響する因子の手術画像解析 

 ・・・・・・・・・・済生会川口総合病院整形外科    佐々木真一

M2-4) 腰椎椎間板ヘルニアに対する MED の短期治療成績とラーニングカーブ 

 ・・・・・・・・・・杏林大学医学部整形外科    長谷川雅一

M2-5) 内視鏡下手術の適応を腰椎椎間板ヘルニアから腰部脊柱管狭窄症に広げる時の工夫 

 ・・・・・・・・・・桐生厚生総合病院整形外科    斯波  俊祐
  

10:35-11:05    教育講演① 座 長  山 縣  正 庸
  

EL1-1) 内視鏡脊椎手術における超音波メスの有用性 

 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学    吉田  宗人



  

11:05-11:35    教育講演② 座 長  江 原  宗 平
  

EL2-1) 低侵襲脊椎手術におけるナビゲーションシステムの有用性 

 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学    中尾  慎一
  

11:35-11:45    ストレッチブレイク   
    

11:45-12:45    ランチョンセミナー 座 長  中 村  博 亮
    

LS1-1) Foundation of MERI(Medical Education and Research Institute) and the current status 

 ・・・・・・・・・・University of Tennessee, USA    Kevin T. Foley
    

12:45-12:50    ストレッチブレイク   
    

12:50-13:00    総会   
    

13:00-14:30    シンポジウム  低侵襲手術手技の教育システム 座 長 
 出 沢   明

 持 田  譲 治
  

S1-1) 日整会脊椎内視鏡下手術技術認定制度における教育システム 

 ・・・・・・・・・・千葉労災病院整形外科    山縣  正庸

S1-2) 低侵襲脊椎手術の教育システム：医療安全対策からみた教育システムの必要性 

 ・・・・・・・・・・川崎医科大学整形外科    長谷川  徹

S1-3) Cadaver を用いた脊椎内視鏡実習 

 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学    中川  幸洋

S1-4) 脊椎内視鏡手術手技の修得に cadaver training は必要か?! －NPO 法人 MERI Japan の取り組み－ 

 ・・・・・・・・・・医療法人蜂友会はちや整形外科病院    蜂谷  裕道

S1-5) 新脊椎内視鏡認定医からみた教育システム 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    西良  浩一

S1-6) 日本における Cadaver のあり方について 

 ・・・・・・・・・・奥州市健康福祉部    井内    努
  

14:30-14:35    ストレッチブレイク   
    

14:35-15:15    一般演題③  固定術 座 長  蜂 谷  裕 道
  

G3-1) 腰椎変性すべり症に対する低侵襲 TLIF の手術成績 

 ・・・・・・・・・・東邦大学整形外科    和田  明人

G3-2) 両側同時進入 MIS－PLIF の術後成績 

 ・・・・・・・・・・国保依田窪病院脊椎センター    三澤  弘道

G3-3) MIS-PLIF の短・中期治療成績 －従来法との比較－ 

 ・・・・・・・・・・慶應義塾大学医学部整形外科    石井    賢

G3-4) Sextant を用いた TLIF 

 ・・・・・・・・・・関西医科大学付属滝井病院整形外科    齋藤  貴徳

G3-5) 棘突起縦割法と傍脊柱筋間アプローチを組み合わせた PLIF の低侵襲度の検討 

 ・・・・・・・・・・済生会川口総合病院整形外科    江幡  重人
  

15:15-15:55    一般演題④  腰部脊柱管狭窄症 座 長  中 野  恵 介
  

G4-1) 腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下傍正中進入法 ―椎間関節を温存する方法― 
 ・・・・・・・・・・医療法人スミヤ角谷整形外科病院    野村  和教

G4-2) 高齢者に対する腰椎内視鏡下片側進入両側除圧術 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    和田  佳三

G4-3) 腰部脊柱管狭窄症に対する顕微鏡下および内視鏡下片側進入両側除圧術の比較検討 

 ・・・・・・・・・・川崎医科大学整形外科学教室    中條  武秀

G4-4) 腰部脊柱管狭窄症患者の脊椎内視鏡下後方手術法の術後成績の検討 

 ・・・・・・・・・・麻生病院脊椎脊髄病腰痛センター    味八木二郎

G4-5) 腰部脊柱管狭窄症に対する正中進入内視鏡下除圧術後の腰痛について 

 ・・・・・・・・・・京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整形外科）    三上  靖夫
  

15:55-16:43    一般演題⑤  新治療法他 座 長  高 野  裕 一
  

G5-1) 経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術の導入 
 ・・・・・・・・・・筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科    坂根  正孝



  

G5-2) 経皮的内視鏡下腰椎ヘルニア摘出術（transforaminal 法）の経験 

 ・・・・・・・・・・あいち腰痛オペセンター    伊藤不二夫

G5-3) 局所麻酔下 MED の試み 

 ・・・・・・・・・・高松赤十字病院整形外科    小林    大

G5-4) 骨髄間葉系細胞移植による椎間板再生治療 

 ・・・・・・・・・・医療法人康仁会西の京病院整形外科    吉川  隆章

G5-5) 新しく開発された脊椎用可動式屈曲鉗子を用いた内視鏡下椎間板摘出術 

 ・・・・・・・・・・医療法人スミヤ角谷整形外科病院    野村  和教

G5-6) 脊椎内視鏡による腰椎椎間孔外病変に対する治療 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    酒井  紀典
  

16:43-16:48    ストレッチブレイク   
    

16:48-17:20    一般演題⑥  頚椎および感染 座 長  豊 根  知 明
  

G6-1) 頚部神経根症に対する内視鏡下椎間孔拡大術の治療成績 

 ・・・・・・・・・・長崎大学整形外科    田上  敦士

G6-2) 頚髄症における内視鏡下後方神経除圧術の臨床成績 

 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学整形外科    南出  晃人

G6-3) 胸・腰椎脊椎手術後に発生した化膿性脊椎感染症に対する後側方鏡視下掻爬洗浄術 

 ・・・・・・・・・・北海道大学大学院医学研究科整形外科学    放生  憲博

G6-4) MED による神経根ブロック後感染に対する根治症例ー脊椎周囲感染に対する MIS 治療についての検 

討ー             ・・・・・・・・・・帝京大学溝口病院整形外科    松本  弘則
  

17:20-17:52    一般演題⑦  嚢腫他 座 長  長谷川和宏
  

G7-1) 内視鏡術後に生じた椎間板嚢腫様病変の自然経過 

 ・・・・・・・・・・徳島大学運動機能外科    林  二三男

G7-2) 内視鏡下滑膜嚢腫摘出術に椎間関節からの色素造影が有用であった１例 

 ・・・・・・・・・・聖路加国際病院    伊藤  幹人

G7-3) 経皮的内視鏡腰椎椎間板摘出手技を用いた intraspinal canal cyst 摘出術 

 ・・・・・・・・・・帝京大学溝口病院整形外科    新井    哲

G7-4) MED 法にて治療したガス含有腰椎椎間板ヘルニアの１例 

 ・・・・・・・・・・桐生厚生総合病院整形外科    近藤  尚行
  

17:52-18:24    一般演題⑧  MED 他 座 長  江 幡  重 人
  

G8-1) MED による骨性腰椎椎間板ヘルニアの治療経験 

 ・・・・・・・・・・川崎医科大学整形外科    笠井  弘也

G8-2) 上下２椎体にわたり Vertical Migration をきたした腰椎椎間板ヘルニアに対し MED を行った一症例

 ・・・・・・・・・・麻生病院脊椎脊髄病腰痛センター    小林    奏

G8-3) 硬膜管背側脱出型腰椎椎間板ヘルニアに対して MED を施行した自験例 

 ・・・・・・・・・・川崎医科大学整形外科教室     大成  和寛

G8-4) 神経根症を伴った骨粗鬆症性椎体骨折に対して鏡視下除圧手術を応用した 1例 

 ・・・・・・・・・・鹿児島大学大学院運動機能修復学講座整形外科学    石堂  康弘
  

18:24-18:30    閉会の挨拶   八 木  省 次
  

18:45-20:00    全員懇親会   
 




