
第 8 回日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会 
プログラム 

 
08:20-08:30 開会の挨拶   吉 田  宗 人

  
08:30-09:33 一般演題 ① 座 長  中 村  博 亮

  
08:30-08:39 1)  腰椎分離症での内視鏡下神経根除圧術の経験 

 ・・・・・・・・・・角谷整形外科病院   河合  将紀

08:39-08:48 2)  嚢腫様変化を生じた腰椎椎間板ヘルニアに対し MED を行った２例 
 ・・・・・・・・・・慶應大学運動器機能再建・再生学講座   松本  守雄

08:48-08:57 3)  内視鏡下に治療した腰椎椎間関節嚢腫の 3 例 
 ・・・・・・・・・・立川綜合病院整形外科   三浦  一人

08:57-09:06 4)  Hip-spine syndrome による腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下後方神経除圧術の経験 
 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学整形外科   南出  晃人

09:06-09:15 5)  内視鏡後方脊椎手術に対する Learning curve についての検討 
 ・・・・・・・・・・済生会川口総合病院 整形外科・脊髄脊椎病センター   江幡  重人

09:15-09:24 6)  頸部神経根症に対する Mini Open Foraminotomy(MOF)の経験 
 ・・・・・・・・・・信州大学整形外科学教室   青木    馨

09:24-09:33 7)  脊椎手術における Image guided surgery（ＩＧＳ）－手術室での Fluoro3D ナビゲーション－ 
 ・・・・・・・・・・茅ヶ崎徳洲会総合病院 脊椎・側彎症外科センター   楢崎  勝己
  

09:33-09:45 休憩   
  

09:45-10:48 一般演題 ② 座 長  平 泉  裕
  

09:45-09:54 8)  A case of hematoma in lumbar yellow ligament 
 ・・・・・・・・・・Beijing University of Chinese Medicine   Liu Gen-zhe

09:54-10:03 9)  内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術の早期再発例の検討―従来法との比較― 
 ・・・・・・・・・・慶應義塾大学整形外科   石井    賢

10:03-10:12 10)  内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術後 4 年以上経過例の臨床成績と MRI 所見 
 ・・・・・・・・・・はちや整形外科病院   村松  孝一

10:12-10:21 11)  腰椎変性疾患に対する内視鏡視下後方手術の術中・術後合併症 
 ・・・・・・・・・・広島赤十字・原爆病院 整形外科   生田    光

10:21-10:30 12)  腰椎後方低侵襲除圧手術－内視鏡手術と顕微鏡手術の比較－ 
 ・・・・・・・・・・東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野   新井  嘉容

10:30-10:39 13)  腰椎椎間板ヘルニアに対する MED 法の pitfall 
 ・・・・・・・・・・新潟中央病院整形外科   山崎  昭義

10:39-10:48 14)  馬尾症状を伴った腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下除圧術の pitfalls とその対策 
 ・・・・・・・・・・京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学   三上  靖夫
  

10:48-11:00 休憩   
  

11:00-11:30 招待講演 座 長  川 上  守
  

11:00-11:30 Minimally lnvasive Spine Surgeries in China 
 ・・・・・・・・・・Beijing University of Chinese Medicine   Xu Lin，M.D.
 

11:30-11:40 総会   
  

11:40-12:40 ランチョンセミナー 座 長  吉 田  宗 人
  

11:40-12:40 Cervical Endoscopic Lamino-foraminotomy for the Treatment of Radiculopathy:  
Clinical Decision Making, Surgical Technique and Complication Avoidance. 

 ・・・・・・・・・・Carolina Neurosurgery and Spine Associates   Tim E. Adamson, M.D.
（協賛：メドトロニックソファモアダネック株式会社）

    
    



    
    

12:40-13:20 ワークショップ   
  

 
腰部脊柱管狭窄症に対する片側進入両側除圧術 

講師：和歌山県立医科大学整形外科   麻殖生和博

（共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社） 

 
ECIF 

講師：茅ヶ崎徳洲会総合病院脊椎・側彎症外科センター   江原  宗平

（共催：瑞穂医科工業株式会社）

 
PED 

講師：帝京大学溝口病院   出沢    明

（共催：エム・シー・メディカル株式会社）
    

13:20-13:30 休憩   
  

13:30-15:00 シンポジウム①   内視鏡前方法の Pitfall 座 長  江 原  宗 平

 長 谷 川  和 宏
  

13:30-13:38 Technique and Pitfalls in Thoracoscopic-Assisted Spine Surgery 
 ・・・・・・・・・・Chang Gung University, Taiwan   Tsung-Jen Huang

13:38-13:46 側弯症に対する胸腔鏡視下手術の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・茅ヶ崎徳洲会総合病院脊椎・側彎症外科センター   江原  宗平

13:46-13:54 胸髄脊髄症に対する胸腔鏡視下手術の pitfall 
 ・・・・・・・・・・昭和大学整形外科   平泉    裕 

13:54-14:04 胸腰椎病変に対する 内視鏡補助下胸膜外後腹膜－横隔膜外アプローチの開発 
 ・・・・・・・・・・帝京大学溝口病院   出沢    明

14:04-14:12 腹腔鏡視下脊椎手術の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・関東労災病院整形外科   夏山  元伸

14:12-14:20 後腹膜鏡下腰椎前方アプローチの実際とピットフォール 
 ・・・・・・・・・・大阪市立大学大学院医学研究科整形外科   中村  博亮

14:20-15:00 総合討論 
  

15:00-15:15 休憩   
  

15:15-17:00 シンポジウム②   内視鏡後方法の Pitfall 座 長  長 谷 川  徹

 山 縣  正 庸
  

15:15-15:23 頚椎後方内視鏡手術の Pitfalls 
 ・・・・・・・・・・高松赤十字病院 整形外科   八木  省次

15:23-15:31 腰椎椎間板ヘルニア症における MED の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・はちや整形外科病院   蜂谷  裕道

15:31-15:39 腰椎椎間板再発ヘルニアに対する内視鏡手術の Pitfall 

 ・・・・・・・・・・秋田赤十字病院整形外科   高野  裕一

15:39-15:47 外側型腰椎椎間板ヘルニアに対する内視鏡手術の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・和歌山県立医科大学整形外科   麻殖生和博

15:47-15:55 腰部脊柱菅狭窄症に対する内視鏡手術の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・医療法人敬和会 大分岡病院整形外科   岡    治道

15:55-16:03 X－tube を用いた内視鏡下固定術の Pitfall 
 ・・・・・・・・・・青森整形外科クリニック   中野  恵介

16:03-16:11 L5-S1 外側狭窄に対する内視鏡のコツと Pitfall 
 ・・・・・・・・・・慶應義塾大学運動器機能再建・再生学講座   松本  守雄

16:11-17:00 総合討論 
  

17:00-17:10 閉会の挨拶   吉 田  宗 人
 




