
 第 回 関東 研究会

       

第 回会長 独立行政法人国立病院機構村山医療センター

整形外科  松川 啓太朗

開催日: 2018年9月1日(土曜日)14：00〜19：00 

          会 場 : 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス4F 

          住 所 : 東京都千代田区紀尾井町１番４号 

          電 話 : 03-3503-6700 

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

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

         受講料1,000円／1単位  

          特別講演Ⅰ：[07]脊椎・脊髄疾患、(SS)脊椎脊髄病 1単位 

         特別講演Ⅱ：[07]脊椎・脊髄疾患、(SS)脊椎脊髄病 1単位 

※ 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、【会員カード】をご持参 

            頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

              ※ 会終了後、情報交換会を予定しております。 

最小侵襲脊椎安定術   Minimally Invasive   Spine stabilization     



 

第 11 回 関東 MISt 研究会プログラム概要 
 

14:00～14:05 開会の辞 

第 11回会長 松川 啓太朗（独立行政法人国立病院機構村山医療センター 整形外科） 

 

＊14:00～16:30 別会場にてナースコース同時進行 

 

14:05～15:25 一般演題（10演題、発表 5分、質疑応答 3分） 

セッション 1 14:05～14:45 

座長 日方 智宏   （北里大学北里研究所病院 整形外科） 

小林 俊介 （東急病院 整形外科

 

演者  

1-1.  江守 永（昭和大学医学部 整形外科） 

「胸腰椎移行部に施行した側方侵入椎体間固定(LIF)における術後気胸の検討」 

 

1-2.  小柳津 大樹（防衛医科大学校整形外科） 

「2期的前方支柱再建前に 1期的 PPSの looseningが起こり再手術を要した 2例」 

 

1-3.  小島 敦（船橋整形外科病院 脊椎脊髄センター） 

「PPS挿入時間短縮の試み  2平面・2方向イメージングシステムと 

１ステップスクリュー挿入システムの併用」 

 

1-4.  山口 寛人（順天堂東京江東高齢者医療センター 整形外科） 

「L5椎体破裂骨折に対して、２椎間 TLIF＋椎体形成を施行した１例」 

 

1-5.  大堀 靖夫（参宮橋脊椎外科病院） 

「圧迫骨折後の後弯変形に対して前方再建+PPSを行い、骨癒合後抜釘した症例」 

 

 

 

セッション 2 14:45～15:25 

座長  大島 寧  （東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科）

工藤 理史 （昭和大学医学部 整形外科） 

    

演者  

2-1.  石川 哲大（さんむ医療センター 整形外科） 

「胸腰椎 DISH骨折に対する penetrating endplate screw（PES）の応用」 

 

2-2.  竹内 拓海（久我山病院 整形外科） 

「Double endplate penetrating screw (DEPS)法を施行したびまん性特 

発性骨増殖症（DISH）関連骨折患者の DISH椎体と非 DISH椎体の Hounsfield 値の検討」 

 



2-3.  原田 智久（洛和会丸太町病院 脊椎センター） 

「脊椎後方固定術におけるロッド制動に対する腰背筋温存の効果」 

 

2-4.  高野 裕一（岩井整形外科内科病院） 

「脊椎固定術に対する脊椎インストウルメンテーション手技（外保連試案）の実態調査」 

 

2-5.  岡田 英次朗（慶應義塾大学 整形外科） 

「成人脊柱変形に対する側方侵入椎体間固定術における骨癒合に影響を与える因子」 

 

 

15:35～16:55  Leader’s lecture-MISt technical lecture（4演題、発表 15 分、質疑応答 5分） 

座長  野尻 英俊  （順天堂大学医学部 整形外科） 

塩野 雄太  （済生会中央病院  整形外科） 

 

演者 

1      寺山 星 (春陽会中央病院 整形外科)  

「あなたの PPS本当に大丈夫ですか？ 〜１mm、１度のこだわり〜」 

 

2      酒井 翼 (福岡青洲会病院 整形外科)   

 「除圧か固定だけじゃない、もう一つの選択肢ー制動ー」 

 

3     嶋村 佳雄 (東部地域病院 整形外科)   

「患者適合型 CBTガイドの有用性 ― Stressless と less-radiation spine surgery の実現へ」 

 

4      成田 渉 (亀岡市立病院 整形外科)  

「イメージを用いた側臥位 PPS刺入の tips」 

 

 

-休憩 15分- 

 

 

17:10～18:00特別講演Ⅰ 

座長   和田 明人   （東邦大学医療センター大森病院 整形外科） 

 

演者：北里大学病院 整形外科  准教授  井上 玄 先生 

「 結果から再考する脊椎手術低侵襲化の試み 」 

 

 

18:00～18:50 特別講演Ⅱ 

座長  松川 啓太朗 （（独）国立病院機構村山医療センター 整形外科） 

 

演者：医療法人 社団 我汝会 えにわ病院 整形外科   安倍 雄一郎 先生 

「 バーチャルリアリティやコンピュータビジョンを応用した脊椎手術の基礎研究と展望 」 

 



 

18:50～19:00 Best paper award, Best discusser award 発表 

表彰：松川 啓太朗（（独）国立病院機構村山医療センター 整形外科） 

 

19:00 閉会の辞 

第 12回会長 岡田 英次朗 （慶應義塾大学医学部 整形外科） 

 

＊ 終了後、別室にて情報交換会を予定しております。 

 

 

【ナースコース】 

14:00～16:30 「PPS＆LIF の実際 」小島 敦（船橋整形外科病院 脊椎脊髄センター） 

講師：矢内 嘉英 （（独）国立病院機構村山医療センター 整形外科） 

   梅原 亮  （聖マリアンナ医科大学 整形外科） 

   鈴木 将広 （岩井整形外科内科 看護師） 

   松戸 俊一 （苑田第三病院 看護師） 

 

14:00～14:40 レクチャー（PPS：矢内・鈴木、LIF：梅原・松戸、各 10分×４） 

14:45～16:30 ハンズオン  

 

 

 

             【 関東 研究会 世話人 】

新井 嘉容  済生会川口総合病院 整形外科

石井 賢  国際医療福祉大学三田病院 整形外科

大島 寧  東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科

大森 一生  日本鋼管病院 脊椎外科センター

岡田 英次朗 慶應義塾大学病院 整形外科

金子 康仁  済生会横浜市南部病院 整形外科

工藤 理史  昭和大学病院 整形外科

小島 敦  船橋整形外科病院 脊椎脊髄センター

小林 俊介  東急病院 整形外科

塩野 雄太  東京都済生会中央病院 整形外科

篠原 光  東京慈恵会医科大学附属病院 整形外科 脊椎・脊髄センター

高野 裕一  岩井整形外科内科病院 整形外科

竹内 大作  獨協医科大学病院 整形外科

野尻 英俊  順天堂大学医学部 整形外科学講座

日方 智宏  北里研究所病院 整形外科

星野 雅洋  苑田会東京脊椎脊髄病センター

松川 啓太朗 独立行政法人国立病院機構村山医療センター整形外科

宮下 智大  松戸市立総合医療センター 整形外科

和田 明人  東邦大学医療センター大森病院 整形外科

                                （五十音順）
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4 階：本会・企業展示 



<紀尾井カンファレンス ４F 案内図> 

 

    

 
 

【展示メーカー一覧】

確定次第、ご案内致します。

メイン会場 

機械屋展示ブース 

ナースコース

会場 

情報交換会 

会場 



永田町駅直結・赤坂見附駅より徒歩 分

共催 関東 研究会／旭化成ファーマ株式会社


