
 

第４回日本脊椎内視鏡研究会学術集会 
プログラム 

 

      

08:00～08:05  開会挨拶   紺野 慎一 
      

08:05～08:40  一般演題①：脊椎内視鏡手術手技の工夫１ 座長 ： 平泉 裕 
8:05-8:13 

1）頚椎神経根症に対する METRx の応用 

高松赤十字病院整形外科 

八木 省次、新居 大、三橋 雅、宮本 雅文、西岡 孝、花岡 尚賢、久保 貴博 

8:13-8:21 

2）頚部脊髄症に対する METRx の応用 －片側進入両側除圧－ 

高松赤十字病院整形外科 

八木 省次、新居 大、三橋 雅、宮本 雅文、西岡 孝、花岡 尚賢、久保 貴博 

8:21-8:29 

3）脊椎内視鏡併用により軸椎椎体部の腫瘍摘出を行った一例 

和歌山県立医科大学整形外科 

橋爪 洋、玉置 哲也、川上 守、岩崎 博、谷口 亘 

8:29-8:37 

4）頚椎黄色靭帯石灰化症に対する endoscopic laminotomy：1 例報告 

福島県立医科大学医学部整形外科  

矢吹 省司、菊地 臣一 
      

08:40～09:15  一般演題②：脊椎内視鏡手術手技の工夫２ 座長 ： 長谷川 徹 
8:40-8:48 

5）内視鏡下脊椎前方手術における胸腰椎移行部進入法 

昭和大学整形外科 

平泉 裕、初見 俊明、幾見 俊介、山村 拓也、狩谷 哲、宮岡 英世 

8:48-8:56 

6）脊椎内視鏡を応用した腰椎分離部固定術および除圧術 

徳島大学医学部整形外科 

西良 浩一、加藤 真介、田岡 祐二、小松原 慎司、浜田 佳孝、安井 夏生 

8:56-9:04 

7）術中 navigation system の内視鏡下腰部脊柱管狭窄症減圧術における有用性 

医療法人敬和会大分岡病院整形外科 1）、大分医科大学整形外科 2） 

岡 治道、平川 雅士、直野 敬 1）、吉岩 豊三、隈 宏世、平 博文 2） 

9:04-9:12 

8）MED における上関節突起内側縁切除の工夫 

川崎医科大学整形外科 

長谷川 徹，間部 毅，横山 勝道，杉本 清，三河 義弘 
      

09:15～09:40  一般演題③：側弯症 座長 ： 江原 宗平 
9:15-9:23 

9）Thoraco-lumbar scoliosis に対する腰椎 mini-open を併用した内視鏡下前方矯正固定術 

関東労災病院整形外科 

渡辺 健一、夏山 元伸、内田 毅、町田 秀人、熊野 潔 

9:23-9:31 

10）特発性側彎症に対する Eclips 法 11 例から得た知見 

新潟大学大学院医歯学総合研究科機能再建医学講座整形外科学分野 

長谷川 和宏、平野 徹、渡辺 慶、遠藤 直人 

9:31-9:39 

11）胸腔鏡を利用した脊柱変形前方矯正固定術 

－体外矯正・体内固定術、ECIF system－ 

信州大学整形外科、＊長野県リハビリテーションセンター 

江原 宗平、高橋 淳、中村 功、平林 洋樹、北原 淳、木下 哲也、湯澤 洋平、大塚 訓喜＊ 
 

 

 

 

 

 

     



09:40～10:20  一般演題④：脊椎内視鏡手術と従来法の比較 座長 ： 佐藤 勝彦 
9:40-9:48 

12）腰椎椎間板ヘルニアに対する MED 術後 1年以上経過例の画像的変化について－Micro discectomy の比較検討－ 

大阪市立大学整形外科 

笹岡 隆一、中村 博亮、小西 定彦、鈴木 英介、寺井 秀富、高岡 邦夫 

9:48-9:56 

13）ＭＥＤとＭicro Love による腰椎々間板ヘルニア摘出術の成績の比較検討 

関東労災病院整形外科 

古森哲、夏山元伸、町田秀人、梅田雄治、内田毅、渡辺健一、 

兵頭 晃、小林 康一、吉井 祥二、腰塚 裕、糸井 陽、熊野 潔 

9:56-10:04 

14）腰椎椎間板ヘルニアに対する METRx system の Endoscopic system を用いた内鏡視下手術と同 system の

MicroDiscectomy system を用いた顕微鏡下手術の比較検討  

山梨医科大学整形外科学教室＊１、社会保険鰍沢病院整形外科＊２ 

前川 慎吾＊１、佐藤 栄一＊１、浜田 良機＊１、 

佐久間 陸友＊２、中村 祐敬＊２ 、佐藤 信隆＊２、河野 秀樹＊２ 

10:04-10:12 

15）頸椎後方手術における手術侵襲とストレス －客観的指標による検討－ 

福島県立医科大学医学部整形外科 

佐藤 直人、菊地 臣一、佐藤 勝彦、紺野 慎一 

10:12-10:20 

16）手術操作が神経根に及ぼす影響－MED 法と Caspar 法との比較－ 

川崎医科大学整形外科 

間部 毅、長谷川 徹、三河 義 
      

10:20～10:30  休憩    
      

10:30～11:30  Tele-Surgery①：腹腔鏡視下手術 
川崎市立川崎病院外科

大森 泰 先生

座長 ： 夏山 元伸 

      

11:30～12:30  特別講演 

Minimally Invasive Spinal Surgery 

-Current Trend and Future Application- 
Department of Orthopaedic Surgery,

Chang Gung Memorial Hospital at Chia-Yi, 

College of Medicine, Chang Gung University, TAIWAN

Tsung-Jen Huang, MD

座長 ： 紺野 慎一 

      

12:30～13:25  昼食    
      

13:25～13:30  総会    
      

13:30～14:20  一般演題⑤：脊椎内視鏡の最近の話題と進歩 座長 ： 三井 公彦 

八木 省次 
13:30-13:38 

17）対側症状を呈した腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術所見 

有田済生会病院整形外科＊１、和歌山医大リハビリテーション科＊２、角谷整形外科病院＊３ 

中川 幸洋＊１、吉田 宗人＊２、麻埴生 和博＊３ 

13:38-13:46 

18）胸椎椎間板摘出術（前方法）における肋骨頭切除の必要性 

福島県立医科大学整形外科 

茂呂 貴知、菊地 臣一、紺野慎一 

13:46-13:54 

19）胸腔鏡視下（VATS）脊椎手術の検討 

信州大学整形外科 

北原 淳、江原 宗平、高橋 淳、中村 功、平林 洋樹 

13:54-14:02 

20）陳旧性軸椎歯突起骨折に対する前方内視鏡下偽関節手術 

川崎医科大学附属川崎病院整形外科 

玉田 利徳、鈴木 史朗、坂手 行義 



14:02-14:10 

21）内視鏡下腰椎前方固定術５年以上経過例の臨床成績 

千葉労災病院整形外科、国立佐倉病院外科１、千葉大学整形外科２ 

山縣 正庸、山田 英夫１、高橋 和久２、守屋 秀繁２ 

14:10-14:18 

22）低侵襲内視鏡脊椎手術の効果的なトレーニング法 

     帝京大学溝口病院整形外科 

出沢 明 
      

14:20～15:10  Tele Surgery②：胸腰椎のアプローチと除圧手技
帝京大学溝口病院整形外科

出沢 明 先生

座長 ： 吉田 宗人 

      

15:10～16:30  ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：脊椎内視鏡の現状と課題
座長 ： 長谷川 和宏 

山縣 正庸 
15:10-15:20 

23）MED 法と Casper 法の利点・欠点 

川崎医科大学整形外科 

長谷川 徹 

15:20-15:30 

24）MED 法の pitfall  安全に行うための工夫 

和歌山医大リハビリテーション科 

吉田 宗人 

15:30-15:40 

25）胸腔鏡視下手術の適応と限界 

昭和大学整形外科 

平泉 裕 

15:40-15:50 

26）内視鏡下脊柱変形前方矯正固定術 

信州大学整形外科 

江原 宗平 

15:50-16:00 

27）内視鏡脊椎手術の Pitfall とその対策 

関東労災病院整形外科 

夏山 元伸、内田 毅、渡辺 健一 

16:00-16:10 

28）不安定腰椎に対する経腹膜的アプローチと経腹膜外的アプローチ 

千葉労災病院整形外科 

山縣 正庸 

16:10-16:30  

総合討論 
      

16:30  閉会挨拶   紺野 慎一 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




