
 
 

	 第５回  関東MISt研究会  
  

	 	  	 	 	 	 	  
 

第５回会長  : 東邦大学医学部整形外科	 和田  明人  

 

          開催日:	 2015年9月26日(土曜日)13:50〜19:05	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会	 場	 :	 JPタワーホールカンファレンス	 4F	 ホール1•2	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住	 所	 :	 東京都千代田区丸の内2-7-2 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 電	 話	 :	 03-5222-1800	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加費:	 1,000円(日整会教育研修会受講料を含まず)	 

	 
※	 特別講演I・IIは日整会教育研修会1単位の認定を受けております。  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 受講料1,000円 (07:脊椎・脊髄疾患、SS)  
 

※	 尚、平成27年1月1日以降開催分から、デジタル方式へと完全移行となっております。 
教育研修会単位取得を希望される先生方におかれましては、【会員カード】をご持参 

    	    	 	 	 	  頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

最小侵襲脊椎安定術   Min imal ly Invasive   Spine Stab il izat ion     



学術情報  (13:50〜14:00)	  

	 「テリボン皮下注用56.5μg最近の知見」 	 	 	 	 旭化成ファーマ株式会社 学術担当 

 
開会の辞（14:00〜14:05）  
	 	 	 	  
	 	 	 	                          第 5回会長	 和田 明人（東邦大学医学部整形外科） 
 
 
一般演題（14:05〜14:53）［発表５分•質疑３分］  
 
                                    座長：日方 智宏	 （慶應義塾大学整形外科） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   松川 啓太朗（防衛医科大学校整形外科） 
 
1) 妊娠に転移性脊椎腫瘍を発症した症例に PPSを施行した 1例の治療経験 

 
	 	 昭和大学横浜市北部病院整形外科 大下  優介、尾又 弘晃、三雲 仁 
	 	 昭和大学藤が丘病院整形外科     神崎 浩二 
 

2) 転移性脊椎腫瘍に対する腰仙椎MISt 
 
	 	 慶應義塾大学整形外科         日方  智宏、磯貝 宜広、松本 守雄、石井 賢 
	 	 練馬総合病院整形外科         塩野 雄太 
	 	 川崎市立病院整形外科         船尾 陽生 
	 	 東京都済生会中央病院整形外科 岡田 英次朗 
 

3) 成人脊柱変形に対する OLIF/XLIFを用いた前後方矯正固定術の試み 
 
	 	 東京都済生会中央病院整形外科 岡田  英次朗、森下 緑、小見山 貴嗣、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  手塚 正樹、矢吹 有里、木村 祐美子、 
                                 中山 新太郎、亀山 真、柳本 繁 
 

4) 中下位腰椎に対する Cortical bone trajectory (CBT) 法の至適スクリュー径に関する検討 
 
	 	 国保松戸市立病院脊椎脊髄センター 加藤  啓、宮下 智大、安宅 洋美、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  丹野 隆明 

 
5) MIS-long fixation における経皮的椎弓根スクリューの正確性の検討 

	 	 	 	 	 -臨床経験は正確性に関係するか？- 
 

	 	 	 	 東京都済生会中央病院整形外科 森下  緑、岡田 英次朗、伊藤 修平、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          木村 祐美子、小見山 貴継、矢吹 有里、 
                                     中山新太郎、亀山 真、柳本 繁、手塚 正樹 
 
 



6) MIStの合併症予防としてのパワーツール PPSの有用性 
 
	 	 聖ヨゼフ病院整形外科         小島  敦、新井 賢一郎 
	 	 衣笠病院整形外科             梅原 亮、黒屋 進吾 
	 	 聖マリアンナ医科大学整形外科 笹生 豊、鳥居 良昭、森岡 成太、仁木	 久照	 
	 

	 

	 

ショートレクチャー（14:53〜15:53）［講演１５分•質疑５分］ 
 
 
 

1) 腰椎変性すべり症に対するCBTスクリュー併用Facet fusion 
	 	 	 	              ―椎間板温存と in situ fusionにこだわる理由― 
 

	 国保松戸市立病院脊椎脊髄センター	 	 	 	 宮下 智大 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：高野 裕一（岩井整形外科内科病院） 
 

2) 胸椎 PPS 設置における Groove entry technique 
―コツと安全性、従来の screw 刺入 trajectoryに対する利点― 
 
	 練馬総合病院整形外科	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 塩野 雄太 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：石井 賢（慶応義塾大学整形外科） 
	  

3) XLIF corpectomy の適応、コツ、ピットフォール 
 

	 東京慈恵会医科大学附属第三病院整形外科	 篠原 光 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 座長：岡田 英次朗（東京都済生会中央病院整形外科） 

 
 
 
 

コーヒーブレイク（15:53〜16:00）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



主題：MISt 合併症（16:00〜17:04）［発表５分•質疑３分］ 
 
                                  座長：大森 一生（日本鋼管病院脊椎外科センター） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大島 寧 （東京大学医学部附属病院整形外科） 
 
1) 脊椎抜釘術後、予期せぬ合併症を来した 1例 

 
東京大学医学部附属病院整形外科 尾市  健、大島 寧、福島 成欣、早川 謙太郎、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  松林 嘉孝、谷口 優樹、筑田 博隆 

 
2) 腰椎後方椎体間固定術における椎体間 cageの前方脱転症例の検討 

 
東京大学医学部附属病院整形外科	 村瀬  修平、大島 寧、三好 光太 
日赤医療センター整形外科        河村 直洋 
三楽病院整形外科                佐野 茂夫 
岩井整形外科内科病院整形外科    稲波 弘彦 

 
3) 胸椎 PPSのピットフォールと工夫 

 
川崎医科大学整形外科 内野  和也、中西 一夫 
 

4) 低侵襲側方固定術の合併症について 
 
岡山大学整形外科 荒瀧  慎也、田中 雅人、杉本 佳久、瀧川 朋亨、尾崎 敏文 

 
5) 後方進入用椎体間ケージの XLIFへの応用 

 
日本鋼管病院脊椎外科センター 大森  一生、小野 孝一郎 

 
6) XLIF術後に生じた後腹膜内血腫 

 
日本鋼管病院脊椎外科センター 小野  孝一郎、大森 一生 
 

7) LIF椎体間ケージ挿入により生じた椎体骨棘骨折による神経根障害の１例	 
	 

	 	 苑田会苑田第三病院	 澤田	 浩克、星野	 雅洋、大森	 圭太、五十嵐	 秀俊、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鶴田	 尚志、山﨑	 浩司、松崎	 浩巳	 

	 

8) OLIF術後に認めたリンパ嚢腫の１例 
 

	 	 	 	 聖マリアンナ医大整形外科	 白土	 崇輝、笹生	 豊、森岡	 成太、安原	 和之、遠藤	 渉	 

	 	 	 	 聖マリアンナ医大横浜市西部病院整形外科	 鳥居	 良昭	 

	 	 	 	 聖ヨゼフ病院整形外科	 小島	 敦	 

	 
 
 



メーカープレゼンテーション・展示閲覧・コーヒーブレイク（17:04〜17:24） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 司会進行：小林	 俊介(東京慈恵会医科大学附属柏病院整形外科)	 

 
 
1)  	 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社	  
2)  	 バイオメット・ジャパン株式会社 
3)  	 GEヘルスケア・ジャパン株式会社	  
4)  	 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	 デピューシンセス・スパイン事業部 
5)  	 HOYA Technosurgical 株式会社	  
6)  	 京セラメディカル株式会社	  
7)  	 メドトロニックソファモアダネック株式会社	  
8)  	 ニューベイシブジャパン株式会社	  
9)  	 日本ストライカー株式会社	  
10) 	 株式会社田中医科器械製作所	  
                                                	 	 	 	 	   （アルファベット順） 
 
 
特別講演１（17:24〜18:09）  
 
	 	 	 	 大阪市立大学大学院医学研究科	 代謝内分泌病態内科学	 講師	 今西 康雄 先生 
 
	 	 	 「悪しき骨血管相関を断つ骨粗鬆症治療」  
 

	 	 	 	 	 	                   座長：星野 雅洋（苑田会東京脊椎脊髄病センター） 
 

特別講演２（18:09〜18:54）  
 

	 山梨大学大学院総合研究部	 整形外科学講座	 准教授	 江幡 重人 先生 

「当院での低侵襲脊椎固定術  -XLIFを中心に- 」  
 

	 	 	 	 	 	 	 	    	                 座長：和田 明人（東邦大学医学部整形外科） 

 
 
Best paper award,  best discusser award 発表（18:54〜19:00）  
 
 
閉会の辞（19:00〜19:05）  
 
	 	 	 	                             	   大森 一生（日本鋼管病院脊椎外科センター）	 	 	  
 
 
※	 終了後、別室にて情報交換会を予定しております。 
 



 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【 関東MISt研究会 世話人 】 

	 	 	 	 	 	 	 石井 賢	 	   	 慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 
	 	 	 	 	 	 	 大島 寧        東京大学医学部附属病院 整形外科 
	 	 	 	 	 	 	 大森 一生      日本鋼管病院	 脊椎外科センター 
	 	 	 	 	 	 	 岡田 英次朗	 	 東京都済生会中央病院 整形外科 
	 	 	 	 	 	 	 小林 俊介	 	 	 東京慈恵会医科大学附属柏病院 整形外科 
	 	 	 	 	 	 	 塩野 雄太	 	 	 練馬総合病院 整形外科 
	 	 	 	 	 	 	 篠原 光	 	 	 	 東京慈恵会医科大学附属第三病院 整形外科 
	 	 	 	 	 	 	 高野 裕一	 	 	 岩井整形外科内科病院 
	 	 	 	 	 	 	 日方 智宏	 	 	 慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 
	 	 	 	 	 	 	 松川 啓太朗 	  防衛医科大学校病院 整形外科学教室 
	 	 	 	 	 	 	 宮下 智大	 	 	 国保松戸市立病院 脊椎脊髄センター 
	 	 	 	 	 	 	 星野 雅洋	 	 	 苑田会東京脊椎脊髄病センター  
	 	 	 	 	 	 	 和田 明人	 	 	 東邦大学医学部 整形外科学教室 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （五十音順） 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 メモ  

メモ 



	 	 	 <JP タワーホール&カンファレンス案内図> 

	 	 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 JPタワー・KITTE 4 階 

	 	 	 	   
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 JR 東京駅  	 	 	 	  徒歩約 1 分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 千代田線二重橋前駅 	 徒歩約 2 分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 JR 京葉線東京駅 	 	 徒歩約 3 分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 JR 有楽町駅	 	 	 	  徒歩約 6 分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 丸の内線東京駅 	 	 	 地下道より直結  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 三田線大手町駅 	 	 	 徒歩約 4 分  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 有楽町線有楽町駅 	 	 徒歩約 6 分 
 
 
 
 



 
	 	 	 	 	 <JP タワー・KITTE 4 階フロア案内図> 
 

 
 
 
 

共催	 関東MISt研究会／旭化成ファーマ株式会社 
 


