第15回東北 MISt研究会
WEB開催

2 0 2 2 年 1 月 2 3 日（ 日 ）
8:45 〜 13:10

事前に参加登録・参加費のお支払いをお願いします

当番世話人：福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター
兼 整形外科学講座

渡邉 和之

■参加費：2,000 円
下記 URL または QR コードより事前に参加費をお支払いください。（クレジットカー
ド払いのみ）クレジット決済完了後に zoom 入室用 URL を自動配信いたします。
URL: https://app.payvent.net/embedded̲forms/show/61a592d8cd5c417501e334e9
QR コード

■日整会教育研修単位について
特別講演
『脊椎側臥位手術（single position surgery）の適応とコツ
そして落とし穴について ( 骨粗鬆症例を含めて）』
香川県立中央病院 整形外科 部長
生熊 久敬先生
共催：旭化成ファーマ株式会社

日本整形外科学会教育研修単位
【7：脊椎・脊髄疾患

8：神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む）】

１単位（1,000 円）
下記 URL または QR コードより事前に日整会会員 ID をご登録の上、研修単位取得料
をお支払いください。（クレジットカード払いのみ）
URL: https://app.payvent.net/embedded̲forms/show/61e4ce2acd5c417a38c3bd22
QR コード

※特別講演中は視聴確認のため、必ずカメラを ON にしてください。

◆一般演題ご発表の先生へ
１）一題 発表 6 分、質疑 6 分の計 12 分でご発表ください。
２）事前に動画ファイル（6 分以内）のご提出をお願いいたします。
提出方法は別途ご案内メールをご参照ください。
当日は動画ファイル配信後に Live で質疑をお願いいたします。
Live でのご発表を希望される先生は当日 zoom【画面を共有】してご発表ください。
３）優秀な演題発表を Best Presentation Award として閉会式にて表彰いたします。

※質疑内容から Best Discusser Award を表彰いたしますので、
有意義で活発な質疑をお願いいたします。
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共催：旭化成ファーマ株式会社

13:00
13:10

座長 : 加藤 欽志

13:00-13:10

閉会式

プログラム
◆開会式 （8:45-8:50）

開会挨拶
当番世話人 渡邉 和之（福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター 兼 整形外科学講座）

◆一般演題① （8:50-9:50）
（発表 6 分
演題１

討論 6 分）
座長

二階堂 琢也（福島県立医科大学 整形外科）

「びまん性特発性骨増殖症を有する骨粗鬆症性椎体骨折の治療 : 問題とその対策」
新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 勝見 敬一

演題 2
「DISH を伴う椎体骨折における、メイフィールド三点固定器を用いた体位の工夫
- 前方開大予防、整復の試み -」
福島県立医科大学 整形外科学講座 小林 洋、渡邉 和之、二階堂 琢也、加藤 欽志、
小林 良浩、大谷 晃司、矢吹 省司、紺野 愼一

演題 3
「大動脈解離を合併したびまん性特発性骨増殖症に伴う胸椎骨折の治療経験 -1 例報告 -」
福島県立医科大学 整形外科学講座 大槻 紀亜良、渡邉 和之、小林 良浩、小林 洋、
加藤 欽志、二階堂 琢也、大谷 晃司、矢吹 省司、紺野 愼一

演題 4
「経皮的 self-tapping 椎弓根スクリューの安全性の検討」
秋田大学 整形外科 工藤 大輔、本郷 道生、粕川 雄司、木村 竜太、
東海林 諒、笠間 史仁、宮腰 尚久

演題 5
「テリパラチドの椎弓根皮質骨・椎体皮質骨に対する影響 : 腰椎固定術患者における
縦断的 CT 解析」
新潟大学 整形外科 田中 裕貴

◆一般演題② （9:50-10:38）
（発表 6 分

討論 6 分）
座長

小林 洋（福島県立医科大学 整形外科）

演題 6
「OLIF cage の脱転を繰り返した 1 例」
弘前大学 整形外科

浅利 享、和田 簡一郎、熊谷 玄太郎、新戸部 陽士郎、石橋 恭之

演題 7
「腰仙椎前側方椎体間固定術 (OLIF51) の導入および少経験」
岩手医科大学 整形外科

遠藤 寛興

演題 8
「左下大静脈の血管走行異常における LLIF の経験
-1 例報告 : 術前計画の工夫と深部静脈血栓症リスクに対する対応の必要性 -」
いわき市医療センター 整形外科

中村 正隆

岩手医科大学 整形外科

千葉 佑介

演題 9
「成人脊柱変形に対する当科での MISt 手術」

◆ 休憩

(10:38-10:48)

◆一般演題③ （10:48-11:48）
（発表 6 分

討論 6 分）
座長

加藤 欽志（福島県立医科大学 整形外科）

演題 10
「MED に対する Navi の応用」
いまきいれ総合病院

宮口 文宏

演題 11
「若手整形外科医の超音波ガイド下頚椎神経根ブロック習得の取り組み」
秋田大学 整形外科

笠間 史仁

演題 12
「経仙骨的脊柱管形成術 (TSCP) におけるカテーテル刺入時のガイドワイヤーを用いた
イントロデューサーの簡便性について」
済生会 山形済生病院

千葉 克司

演題 13
「腰椎単椎間固定術における O-Arm 導入前後でのスクリュー精度の検討」
新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄センター

佐藤 雅之

演題 14
「脊椎手術患者における仙腸関節痛の診断」
東北医科薬科大学

◆ 休憩

(11:48-12:00)

菅野 晴夫

◆ 特別講演
座長

(12:00-13:00)

福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター 兼 整形外科学講座

渡邉 和之

『 脊椎側臥位手術（single position surgery）の適応とコツ
そして落とし穴について ( 骨粗鬆症例を含めて）』
香川県立中央病院 整形外科 部長

生熊 久敬 先生
共催： 旭化成ファーマ株式会社

◆ 閉会式 (13:00-13:10)
Award 表彰
閉会挨拶

