
 
 

第２８回 

東北脊椎外科研究会 

プログラム・抄録集 

 

主題：「脊椎手術合併症」 

   
 

日時：平成３０年１月２７日(土) ９：１５～ 

会場：フォレスト仙台（２Ｆ）ホール 

 仙台市青葉区柏木１－２－４５  TEL ０２２－２７１－９３４０ 

 

 

第２８回 東北脊椎外科研究会 

会長  村上 秀樹 

岩手医科大学医学部 整形外科学講座 

〒 020-8505 岩手県盛岡市内丸１９－1  TEL 019-651-5111 

 

共催：東北脊椎外科研究会  大正富山医薬品株式会社 



 

 

第２８回東北脊椎外科研究会を開催するにあたって 

 

 この度，第２８回東北脊椎外科研究会を開催させていただきます．東北の脊椎外科の発展

を見守ってきた本研究会を担当いたしますことを，大変光栄に存じております．本研究会は，

今も昔も，我々が脊椎外科としての基本やセンスを身につけ，独り立ちしていくまでの礎を築く，

最重要な会であると考えます．若い頃は，諸先輩方が熱くディスカッションしている姿を見て，

唖然としたり，発表した内容をきつく追求され，愕然としたりした事もありました．その時に感じ

た様々な思いが，脊椎外科医として進んでくるためのエネルギーとなった様な気がします．あ

の，熱いディスカッションをもう一度取り戻したいと思い，今回の主題を「脊椎手術合併症」と致

しました．手術件数が増えるほど頻度が増し，自分の手技に自信が出てくるとはまってしまう

「脊椎手術合併症」について皆で真摯に考え，不幸な想いをする人がなくなる様にしていけれ

ば幸甚に存じます． 
 近年の脊柱変形手術に対する時代の趨勢には目を見張るものがありますが，一方で，高齢

者に広範囲脊椎固定を施した事による弊害についても考えなければなりません．これは，術

後の大きな合併症につながる可能性をはらんでおります．そこで今回は，特別講演−１として，

新潟脊椎外科センター センター長の長谷川和宏先生より『成人期以降の脊柱変形～病態と

治療 up-to-date～』のお話をしていただきます．長谷川先生の脊椎外科医としての根源は

我々同様，本研究会であろうと信じております．久しぶりの本研究会へのご参加であり，各口

演に対しても忌憚のないコメントをいただけるものと思います．また，特別講演−２として 

順天堂大学病院管理学教授であり，東京都医師会医療安全対策担当理事の小林弘幸先生

より『医療訴訟の現状と対策-整形外科の先生にとって知っておきたいリスク管理-守りの美学』

のタイトルでお話ししていただきます．不幸にも手術による合併症が生じ，医療過誤となった

場合の対応についての重要なお話しです．夕刻からのご講演となりますが，自身に降りかか

ってくる問題を未然に防ぐためにも，是非，ご聴講されてください． 

 例年同様，最優秀演題賞と３５歳以下の若手優秀演題賞を１題ずつ選考いたします．今ま

では，どちらも１年後に表彰しておりましたが，今年は，研究会の最後に今回の受賞者の発表

と表彰を行います．我こそはと思う方も，そうでない方も最後までお帰りにならずにご参会され

てください．本研究会の成果が東北から日本に広がるきっかけとなる事を期待しております．

たくさんの先生のご参加をお願いいたします． 

 

第２８回東北脊椎外科研究会 
会長 村上秀樹（岩手医科大学整形外科） 



 

 

発表者の皆様へ 

１． 発表時間                                                                                                    

・ 主題演題；発表５分 一括討論 10 分 

・ 一般演題：発表５分 一括討論 10 分 

・ 症例報告：発表４分 一括討論８分 

＊ プログラム通りに 3−4 演題まとめて，連続して発表していただきます．次演者は

壇上対側の次演者演台にお立ちになり，待機してください。発表後に一括討論を

行ないますので，発表後は壇上の席にお座りになり，お残りください． 

２． 発表方法 

・口演は、全て一面のみのパソコンによるプレゼンテーションです。 

   ・ＰＣ形式は Windows. Macintosh です。（Microsoft Power Pointo2000 以降） 

・発表３０秒前と終了時にランプ点灯でお知らせします。時間厳守でお願いします。 

・ＵＳＢメモリ等で発表データをお持ちください。 

・動画、アプリケーション使用の場合はＰＣ持ち込みにてお願いします。 

 

３． 発表データーの受付 

・当日の発表データ受付は９：００より開始しますが，最初のセッションで発表の方は、前

もって下記住所宛にご送付いただくか，前日の症例検討会時に発表データを受付いた

します。 

・発表の１時間前には、発表データ受付をすませるようにしてください。 

・発表データー送付先  

〒９８０－００２２ 仙台市青葉区五橋２－１－１０ 

大正富山医薬品株式会社 ０２２－２６７－２５６５(代表) 

東北脊椎外科研究会係まで E-mail : mas-ishikawa@taisho.co.jp 

 

４． 優秀演題賞について 

・最優秀演題賞(年齢制限なし)と若手優秀演題賞(35 歳以下)を選考いたします。 

・閉会式前に表彰式を行いますので最後までご参会ください。 

 

５． 本研究会抄録は東北整形災害外科学会誌に掲載されます。また論文として同誌に投稿

することを推奨致いたします。 

mailto:mas-ishikawa@taisho.co.jp


 

 

参加者へのお知らせ 

 

１． 参加費 5.000 円を受付でお支払ください。   

・参加証をお渡しいたします。各自記入の上、お付けください。 

 ・次回のプログラム送付の為、連絡カードのご記入お願いいたします。 

２． 会場のフォレスト仙台は８：４５に開場いたします。 

３． 時間短縮の為、質問される先生方はマイク前にお立ちのうえ待機してください。 

４． 日整会研修単位取得に、ＩＣカードが必要となりますので、必ず持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

会場のご案内 

 

研究会日時：平成３０年１月２７日（土）９：１５～  （開場８：４５） 

会場：フォレスト仙台 （２Ｆ ホール） 

  〒９８１－０９３３ 仙台市青葉区柏木１－２－４５  

℡：０２２－２７１－９３４０  

参加費：５，０００円 

 

 

交通のご案内 

・ＪＲ仙台駅より 

車で約１０分 

・地下鉄南北線 

北四番丁駅 

「北２出口」より 

徒歩約７分 

・駐車場あり 

  有料 １００円/３０分 



 

 

日本整形外科学会教育研修受講者へのお知らせ 

 

 

【日整会教育研修講演−１】１２：００−１３：００ 

 

座長：栃内第２病院，いわて脊椎側弯センター センター長 山崎 健  

講演：『成人期以降の脊柱変形～病態と治療 up-to-date～』 

          新潟脊椎外科センター センター長 長谷川 和宏 先生 

 

認定単位：専門医資格継続単位（Ｎ） 1 単位 

       必須分野 【07 脊椎・脊髄疾患】、脊椎脊髄単位【ＳＳ】 

 

 

【日整会教育研修講演−２】１７：００−１８：００ 

 

座長：岩手医科大学整形外科学 准教授 村上 秀樹  

講演：『医療訴訟の現状と対策-整形外科の先生にとって知っておきたい 

       リスク管理-守りの美学』 

         順天堂大学 病院管理学教授 小林 弘幸 先生 

 

認定単位：専門医資格継続単位（Ｎ） 1 単位 

       必須分野 【14－4】 

 

 

受講料：１,０００円  

教育研修単位取得にはＩＣカードが必要になりますので、必ずご持参ください。 

 

研修医の先生方の受講について 

研修手帳を必ずご持参ください。（持参されない場合は受講証明できません。） 

  研修会受付にて受講料を添えてお申込み下さい。研修手帳に必要事項をご記入のうえ 

  主催者印を受けてください。 



 

 

第２８回 東北脊椎外科研究会スケジュール 

   

 　　８：４５　開場　　　９：００　受付開始

９：１５～９：２０

症例報告（腫瘍・炎症） 演題：１～７

座長　北上済生会病院　吉田知史

症例報告（外傷・腰椎・頸椎） 演題：８～１６

座長　栃内病院　沼田徳生

症例報告（合併症） 演題：１７～２０

座長　北上済生会病院　菊地孝幸

１１：３０～１１：４０

１１：４０～１１：５０

日整会教育研修講演（ランチョンセミナー）

座長　栃内第２病院，いわて脊椎側弯センター　センター長　山崎 健

新潟脊椎外科センター　センター長　長谷川 和宏 先生

主題１ 演題：２１～３２

座長　国立病院機構盛岡病院　大山素彦

主題２ 演題：３３～４１

座長　岩手医科大学　遠藤寛興

診断・治療評価 演題：４２～４７

座長　岩手県立中央病院　松谷重恒

日整会教育研修講演

座長　岩手医科大学整形外科学　准教授　村上 秀樹　

順天堂大学　病院管理学教授　小林 弘幸 先生

１８：００～１８：０５

１８：０５～１８：１０ 閉会の挨拶

１１：０５～１１：３０

成人期以降の脊柱変形～病態と治療 up-to-date～

１６：０５～１６：５５

１４：５０～１６：０５

１３：１０～１４：５０

１２：００～１３：００

１７：００～１８：００ 医療訴訟の現状と対策-整形外科の先生にとって知っておきたい
       リスク管理-守りの美学

優秀演題賞表彰

開会の挨拶

９：２０～１０：０５

１０：０５～１１：０５

役員会報告

前回優秀演題賞表彰



 

 

プログラム 

平成３０年１月２７日（土） 

開会の挨拶   ９：１５～９：２０ 

 

症例報告（腫瘍・炎症）  ９：２０～１０：０５ 

座長：北上済生会病院 吉田知史 

１．胸腰椎部 meningeal cyst の手術治療  

東北労災病院 日下部隆 

２．胸椎 endodermal cyst の 1 例  

秋田労災病院 東海林諒 

３．椎間関節と連続した Meningeal cyst の 1 例  

自衛隊仙台病院、松田病院 整形外科 遠藤 想  

４．再発した硬膜内髄外血管腫の 2 例  

東北大学病院 整形外科 半田恭一 

ディスカッション 

 

５．脊椎に発生したランゲルハンス細胞組織球症(LCH)の 2 例  

鶴岡市立荘内病院 田中裕貴 

６．対麻痺を初発症状とした急性骨髄性白血病(AML)の１例  

秋田大学医学部附属病院 佐藤千晶 

７．腎盂尿管癌に対する BCG 膀胱内注入療法後に胸椎結核性脊椎炎を発症した 1 例 

青森県立中央病院 整形外科 猿賀達郎 

ディスカッション 

 

症例報告（外傷・腰椎・頸椎）  １０：０５～１１：０５ 

座長：栃内病院 沼田徳生 

８．DISH に伴う椎体骨折に胸管損傷が合併した一例  

大曲厚生医療センター 栗山恭明 

９．腰仙椎脱臼骨折の一例  

北上済生会病院 整形外科 菊池孝幸  

 



 

 

１０．腰椎黄色靭帯内血種の 1 例  

岩手医科大学 整形外科 安部悠一郎 

ディスカッション 

 

１１．硬膜内に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの一例   

福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座 波入雄大 

１２．L3/4 脊柱管内再発ヘルニアに対し、経椎間孔 MED でヘルニアを摘出した症例  

仙台整形外科病院 中川智刀 

１３．腰椎分離症に対する O-arm と脊椎内視鏡を用いた最小侵襲分離部修復術:１例報告 

福島県立医科大学整形外科学講座 富永亮司 

ディスカッション 

 

１４．ox horn sign を呈した頚部神経根症の 1 例  

一関病院 整形外科 松原吉宏 

１５．頚部脊髄症に対する内視鏡下頚椎後方除圧術 

（Cervical microendoscopic laminotomy）の導入報告  

東北大学病院 整形外科 山屋誠司 

１６．腹臥位手術中の急変に対する緊急体位変換  

秋田大学医学部附属病院 飯田純平 

ディスカッション 

 

症例報告（合併症）  １１：０５～１１：３０ 

座長：北上済生会病院 菊地孝幸 

１７．OLIF 手術後に Cage の外側突出により神経根症状を生じた 1 例  

市立横手病院 江畑公仁男 

１８．除圧術で効果なく椎体間固定術を行った far-out 症候群の 1 例  

秋田厚生医療センター 笠間史仁 

１９．術後に Coronal split fracture を生じた腰椎後方すべり症の１例 

大原綜合病院整形外科 関根拓未 

２０．環椎後弓切除術後に非外傷性前弓骨折を生じた 1 例 

竹田綜合病院 大野木孝嘉 

ディスカッション 



 

 

役員会報告  １１：３０～１１：４０ 

 

前回優秀演題賞表彰  １１：４０～１１：５０ 

 

 

【日整会教育研修講演−１（ランチョンセミナー）】１２：００−１３：００ 

 

座長：栃内第２病院，いわて脊椎側弯センター センター長 山崎 健  

 

講演：『成人期以降の脊柱変形～病態と治療 up-to-date～』 

          新潟脊椎外科センター センター長 長谷川 和宏 先生 

 

主題１  １３：１０～１４：５０ 

座長：国立病院機構盛岡病院 大山素彦 

２１．内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術後早期再発例の検討 

仙台整形外科病院整形外科 高橋永次 

２２．胸腰椎経皮的椎弓根スクリューの Facet Joint Violation の検討 

山形大学 整形外科 嶋村之秀 

２３．胸椎・腰椎後方インストゥルメンテーション手術（多椎間）の合併症について 

弘前記念病院 整形外科 陳 俊輔 

ディスカッション 

 

２４．単椎間 TLIF における C 型 cage と bullet 型 cage の比較 

新潟中央病院整形外科 脊椎脊髄外科センター 和泉智博 

２５．L4/5 単椎間固定術における術後隣接椎間障害の検討 

新潟中央病院 金城純人 

２６．側方進入腰椎椎体間固定術における椎体間持ち上げの固定隣接椎間への影響 

岩手医科大学 整形外科 千葉佑介 

ディスカッション 

 

 



 

 

２７．仙骨骨盤輪骨折における Dual SPRing Fix 後方固定の紹介と検討 

岩手医科大学救急・災害・総合医学 菅 重典 

２８．骨粗鬆症とパーキンソン病を合併した脊柱変形に対する手術治療 

秋田労災病院整形外科 木戸忠人 

２９．神経梅毒に関連した難治性脊椎疾患の手術例 

新潟市民病院 整形外科 田仕英希 

ディスカッション 

 

３０． 脊椎転移に対する低侵襲手術における周術期合併症の検討 

岩手医科大学 整形外科 山部大輔 

３１．びまん性特発性骨増殖症に伴う頚椎頚髄損傷患者はなぜ生命予後不良なのか 

新潟市民病院 整形外科 澤上公彦 

３２．C3 椎弓切除を併用した棘突起縦割式頚椎椎弓形成術の 10 年以上の長期成績 

JCHO 秋田病院 荒木 亮 

ディスカッション 

 

主題２  １４：５０～１６：０５ 

座長：岩手医科大学 遠藤寛興 

３３．MED 術中 X 線における骨ゾンデの挿入深度から術後再発を予見可能か？ 

新潟中央病院 渋谷洋平 

３４．思春期側弯症手術中の血圧変動と矯正操作の関係 

弘前大学大学院医学研究科整形外科 和田簡一郎 

３５．脊椎手術症例における深部静脈血栓症の危険因子 

新潟大学 整形外科 庄司寛和 

ディスカッション 

 

３６．脊椎手術後脳梗塞発症予測に対する頚動脈エコーの有用性 

弘前大学大学院医学研究科 整形外科 熊谷玄太郎 

３７．高齢者脊椎変性疾患術後合併症と術前腎機能との関連 

山形大学 整形外科 鈴木智人 

３８．高齢者腰部脊柱管狭窄症の術後合併症予測における modified Frailty Index の有用性 

山形大学 整形外科 赤羽 武  



 

 

ディスカッション 

 

３９．「成人脊柱変形に対する矯正固定術：胸椎部経皮的椎弓根スクリュー併用による PJK

予防の取り組み」 

新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 整形外科 勝見敬一 

４０．腰椎後方椎体間固定術（PLIF）における PTH 連日投与の骨形成促進作用の評価 

十和田市立中央病院整形外科 板橋泰斗 

４１．易感染性宿主の脊椎インストゥルメンテーション手術に対する 

バンコマイシン創内散布の効果 

新潟大学 整形外科 高橋郁子 

ディスカッション 

 

診断・治療評価  １６：０５～１６：５５ 

座長：岩手県立中央病院 松谷重恒 

４２．脊椎転移を認めた椎体の椎体圧潰と CT ハンスフィールド値の検討 

山形大学 整形外科 山川淳一 

４３．転移性脊椎腫瘍における脊椎不安定性評価と整形外科受診率に関する後ろ向き調査 

青森県立中央病院 近江洋嗣 

４４．Kemp 徴候は術式に影響を与えるか～DPC データと外来診療録からの考察～ 

新潟市民病院 湊圭太郎 

ディスカッション 

 

４５．仙腸関節腔内造影像からみた仙腸関節痛の病態分類 

JCHO 仙台病院整形外科／腰痛・仙腸関節センター 黒澤大輔  

４６．Redundant nerve roots の術後変化 

松田病院 整形外科 甲川昌和  

４７．抗生剤局所投与を併用した化膿性脊椎炎の保存療法 

東北医科薬科大学病院 舘田 聡 

ディスカッション 

 



 

 

【日整会教育研修講演−２】１７：００−１８：００ 

 

座長：岩手医科大学整形外科学 准教授 村上 秀樹  

講演：『医療訴訟の現状と対策-整形外科の先生にとって知っておきたい 

       リスク管理-守りの美学』 

         順天堂大学 病院管理学教授 小林 弘幸 先生 

 

優秀演題表彰 １８：００～１８：０５ 

閉会の挨拶   １８：０５～１８：１０ 

 

ＭＥＭＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．胸腰椎部 meningeal cyst の手術治療 

宮城県 東北労災病院 整形外科，大崎市民病院 整形外科，東北大学 整形外科 

日下部 隆，中村 豪，関口 玲，衛藤 俊光，菅野 晴夫，橋本 功，相澤 俊峰 

【対象と方法】  

胸腰椎部 meningeal cyst（Nabors Type IA：硬膜外くも膜嚢胞）の 9 手術例が対象である．年齢は平均 49（17-72）歳； 

男：6 例，女：3 例であった．術前画像診断，手術法，術後後弯変形について調査し，治療成績を JOA スコア（29 点満点）で

評価した． 

【結果】  

嚢胞は頭側端が T11：2 例，T11/12：5 例，T12/L1：2 例；尾側端が L1：2 例，L2/3：5 例，L3：2 例で，大きさは平均 2.7（1.5-

3.5）椎体であった．交通孔は高位が T12：2 例，L1：7 例；左：5，右：4 であった．手術は 3 例に椎弓切除，6 例に 

片側椎弓切除を行い，嚢胞を全摘出して交通孔を閉鎖した．術後後弯変形を生じた症例はなかった．JOA スコアは術前 

平均 16（6-25）点，最終経過観察時が平均 27（21-29）点，改善率は平均 85（44-100）％であった． 

【考察】  

近年，本疾患に対して嚢胞を摘出せず硬膜欠損部を閉鎖するのみといった，より低侵襲な術式が報告されている．一方，

片側椎弓切除でも嚢胞の摘出が可能であり，術後後弯変形を予防できると考えられる． 

 

２．胸椎 endodermal cyst の 1 例 

秋田県 秋田労災病院 

東海林諒 奥山幸一郎 木戸忠人 関展寿 加茂啓志 佐藤千恵 千葉光穂 

   

極めて稀な胸椎部の endodermal cyst の１例を若干の文献的考察を含めて報告する。 

症例： 81 歳女性。主訴：両下肢の筋力低下・歩行障害。現病歴：１年前からの腰痛と歩行障害で他院から紹介された。初

診時所見：両下肢 MMT4/5 程度の筋力低下と著明な膀胱直腸障害があり、膝蓋腱反射の亢進とアキレス腱反射の低下も

認めた。画像所見：MRI で T1 Low ,T2 High, STIR High の 2cm で境界明瞭な mass lesion を Th11/12 レベルで脊髄腹側

に認めた。腫瘍様病変より上位胸椎レベルで T2High の線状の病変を認めた。術中所見:脊髄腹側でくも膜下腔内に弾性

軟の腫瘍様病変を認めた。可動性に富み、容易に摘出可能であった。病理所見：立方状, 低円柱状でパンケラチン陽性の

上皮細胞を認め、endodermal cyst と診断した。術後経過：下肢筋力低下は不変であるが、術後３ヶ月のフォローMRI では

腫瘍の再発はなく、線状の T2 High 病変は消失している。 

 

 

 

 



 

 

３．椎間関節と連続した Meningeal cyst の 1 例 

宮城県 自衛隊仙台病院、松田病院 

遠藤想、甲川昌和、松田倫政、笠間史夫 

【症例】  

60 歳男性、右下肢しびれ、両下肢脱力を主訴に受診。両側アキレス腱反射の低下、L5 以下の筋力低下をみとめた。MRI

にて L4/5 硬膜管背側正中に T1 low、T2 high の嚢胞性病変と、L4 棘突起下縁に沿って背側に伸びる線状影を認め facet 

cyst と診断した。ミエロ後 CT で嚢胞が造影されたため、L4/5 の椎間関節造影を行ったところ、嚢胞とくも膜下腔が造影さ

れ、椎間関節は嚢胞を介してくも膜下腔に交通していることが確認された。手術は L4 部分椎弓切除を行い、黄色靱帯を一

塊として摘出を試みた。黄色靱帯腹側は正中部分で硬膜から発生する嚢胞と連続しており、黄色靱帯部分で硬膜を切離す

ると膨膨したくも膜があらわれ、腫瘤が Meningeal cyst (TypeIA)であったと判明した。くも膜は黄色靱帯との接合部で切離

後、硬膜の裂孔部で縫合し手術を終了した。術後しびれは消失し筋力も改善した。 

 

４．再発した硬膜内髄外血管腫の 2 例 

宮城県 東北大学整形外科 1)、東北医科薬科大学整形外科 2) 

半田恭一 1)、相澤俊峰 1)、小澤浩司 2)、橋本功 1)、菅野晴夫 1)、山屋誠司 1)、松田倫治 1)、衛藤俊光 1) 

【はじめに】  

再発した硬膜内髄外血管腫の 2 例を経験した。 

【症例 1】  

44 歳女性。腰痛で発症し、MRI で L3 高位の硬膜内に T1WI で高信号、T2WI で周囲に低信号を伴う高信号、造影効果が

乏しい辺縁不整な腫瘤がみられた。血腫が疑われ摘出術を行った。術後 5 年で再発した。手術は馬尾と腫瘍の境界が 

不明で部分切除にとどめ、栄養血管を結紮した。病理診断は Cavernous hemangioma であった。術後の再増大はない。 

【症例 2】  

64 歳男性。背部痛で発症し、MRI で T10 高位の硬膜内に T1WI で等信号、T2WI で高信号、造影効果を持つ辺縁がやや 

不整な腫瘍がみられた。頭尾側に広がる髄内輝度変化が特徴的であり、摘出術を行った。病理診断は Lobular capillary 

hemangioma であった。術後 1 年で再発した。手術は癒着が強く分割切除とし、栄養血管を焼灼した。術後の再発はない。

【考察】  

硬膜内髄外血管腫の MRI は、辺縁が不整で出血の時期等により多彩な信号強度・造影効果を示すことが特徴的と考えら

れた。 

 

 

 

 



 

 

５．脊椎に発生したランゲルハンス細胞組織球症(LCH)の 2 例 

山形県 鶴岡市立荘内病院 整形外科 

田中裕貴 浦川貴朗 涌井純一 藤田裕 細野泰照 上村一成 日向野行正 後藤真一 

 

【はじめに】  

LCHは組織球系細胞の一種であるランゲルハンス細胞の増殖と, 好酸球・リンパ球などの浸潤を伴った肉芽腫形成を特徴

とする原因不明の疾患であり,  骨腫瘍全体の1%以下と稀な疾患である. 今回我々は脊椎に発生したLCHの2例を経験した

ので報告する. 

【症例】  

症例1:5歳女児.後頚部痛と歩容異常のため前医受診. 精査目的に当科紹介となり, 部位, 年齢, 性状からLCHが強く疑わ

れた. 症状は自然軽快し, 発症5カ月でXP上椎体の骨硬化像を認めた. 症例2:5歳女児. 誘引なく背部痛が出現し, 当院 

小児科より当科紹介. CTガイド下生検を施行され, 病理組織よりLCHの診断となった. 発症後２カ月で症状軽快し, 発症 

3年で椎体高は回復傾向, 再燃は認めていない. 

【まとめ】 

単一臓器型, 特に小さな骨病変の場合, 自然治癒することも多く予後は良好である. 多臓器型の場合, 症状は多彩で再発

率も高く予後が不良となる場合がある. 椎体高については良好な回復が見込める. 

 

６．対麻痺を初発症状とした急性骨髄性白血病(AML)の１例 

秋田大学大学院医学系研究科 整形外科学講座 

佐藤千晶、宮腰尚久、本郷道生、粕川雄司、石川慶紀、工藤大輔、尾野祐一、木村竜太、飯田純平、島田洋一 

 【背景】 

急性骨髄性白血病(AML)は、骨髄以外の臓器に腫瘍を形成する Myeloid sarcoma(MS)を併発する場合がある。脊柱管内

MS により急速に悪化した対麻痺に対し、放射線照射が奏功した 1 例を報告する。 

【症例】 27 歳女性。胸痛を主訴に受診し、MRI にて T3-5 の脊柱管内腫瘍を認めた。初診 1 週後より両下肢 G レベルの 

脱力と胸鎖関節以下の感覚異常、排尿障害が出現した。末梢血液中に芽球が出現しており AML と診断し、麻痺発症の 

当日より低線量放射線照射(合計 21Gy)、翌々日より化学療法を行った。照射翌日より感覚異常、筋力低下は改善し、照射

1 週間後の MRI で腫瘍は消失し筋力は正常まで回復した。放射線照射が終了した後も根治に向けた化学療法を継続して

いる。 

【考察・結論】  

本症例では、放射線照射により早期から麻痺が改善し腫瘍が消失し、根治を目標とした化学療法にすみやかに移行

することができた。 

 



 

 

７．腎盂尿管癌に対する BCG 膀胱内注入療法後に胸椎結核性脊椎炎を発症した 1 例 

青森県 青森県立中央病院 整形外科 

猿賀達郎 1)、富田卓、1)、吉川孔明 1)、近江洋嗣 1)、佐藤英樹 1）、伊藤淳二 1)、三戸明夫 2) 

１）青森県立中央病院 ２）医療法人芙蓉会村上病院 

【はじめに】  

本発表の目的は、腎盂尿管癌に対する BCG 膀胱内注入療法後に発症した胸椎結核性脊椎炎の治療経過を検討すること

である。 

【症例】 

症例は 84 歳の男性である。腎盂尿管癌に対し BCG 膀胱内注入療法を開始した。11 ヶ月後に背部痛が出現し、CT で 

第 7・8 胸椎の骨破壊像を認めた。脊椎針生検にて PCR-TB 陽性となり、胸椎結核性脊椎炎として当科へ転院となった。 

初診時 MMT4 程度の下肢近位筋脱力があり、MRI で硬膜外膿瘍による脊髄圧迫を認めた。INH、RFP、EB の 3 剤投与を 

開始し、体幹装具装着下に離床を試みるも両下肢脱力が悪化し、Th4-11 後方安定術（MISt）を施行した。抗結核薬を術後

10 ヶ月で終了し、術後 1 年経過時の MRI では結核病変は縮小し、MMT も正常に回復した。 

【考察】 

BCG 膀胱内注入療法後に発症した結核性脊椎炎症例の報告は少なく、血行感染が主である。治療は抗結核薬投与が 

中心だが、本症例では脊椎不安定性の改善により良好な治療効果が得られたと考えられた。 

 

８．DISH に伴う椎体骨折に胸管損傷が合併した一例 

秋田県 大曲厚生医療センター 整形外科 

栗山恭明、後藤伸一、佐藤心一、魚住弘明、洞口潔、古口昌志、松本周、佐藤貴也 

 

症例は 81 歳、男性。脚立より転落し、背部痛を主訴に近医受診した。MRI でびまん性特発性骨増殖症（以下 DISH）と、 

第 10 胸椎の圧迫骨折と大動脈周囲への出血と思われる像が認められ、当科紹介となった。入院２日目に SpO2：90％へ

低下し、X-ray で右肺全域の透過性低下が認められた。胸腔穿刺を行い、血性白色乳状の胸水 1000ｍL を得た。その後も

再度胸水貯留を認め、入院７日目に胸腔持続ドレナージを、入院９日目にユニタルク🄬を用いて胸膜癒着療法を行い、 

その後は良好な肺拡張を得た。全身状態改善後には軟性コルセットを装着し、テリパラチド投与した。受傷後１カ月で歩行

開始し、受傷後２カ月で退院した。DISH に伴う椎体骨折に胸管損傷が合併した稀な一例を経験した。若干の文献的考察を

加えて報告する。 

 

 

 

 



 

 

９．腰仙椎脱臼骨折の 1 例 

岩手県 北上済生会病院 整形外科 

菊池孝幸、吉田知史、中野 剛 

    

腰仙椎脱臼骨折の 1 例を経験したので報告する。症例は 44 歳男性。仕事中、立て掛けていた 40kg のドア 12 枚を押さえ

ていた所、倒れて来て体幹前屈位で下敷きとなり受傷した。初診時、腰痛と左下腿外側から足背にかけての知覚鈍麻、

MMT で左 TA 5-、EHL 3 の筋力低下を認めた。CT で L5 椎弓に関節突起間部での骨折を認め、22%のすべりを呈してい

た。また左 L2～5 横突起骨折、L4 棘突起基部から椎弓にかけての骨折を合併していた。MRI では L5/S1 椎間板の 

後方脱出を認めた。手術目的で当院紹介となった。手術は L4～S1 に椎弓根スクリューを挿入し、L5/S1 間に PLIF を施行

した。術後 1 年で骨癒合は良好であり、腰痛や神経症状は認めていない。本疾患の発症機序として腰仙部への強大な屈

曲力が加わることが原因と考えられ、受傷機転の把握が診断上重要である。すべりの程度にもよるが馬尾・神経根障害を

呈する症例もある。治療においては後方固定術に加え、椎間板損傷がある場合には PLIF が必要である。 

 

１０．腰椎黄色靭帯内血種の 1 例 

岩手県 岩手医科大学付属病院 整形外科学講座 

〇安部 悠一郎、村上 秀樹、遠藤 寛興、山部 大輔、及川 龍之介、千葉 佑介、土井田 稔 

【はじめに】  

黄色靭帯内血腫は比較的稀な疾患である．今回軽微な外傷後に発生した症例を経験したので報告する． 

【症例】 

70 歳女性．転倒数日後より両臀部から両大腿後面部痛が出現し近医受診した．下肢脱力による歩行困難も出現し，当科

紹介となった．初診時，両側前脛骨筋，長母趾伸筋の筋力低下，両側大腿後面の感覚障害と軽度の尿失禁を 

認めた．MRI にて L3/4 高位の脊柱管内背側に T1 強調像で高信号，T2 強調像で等信号の腫瘤を認め，硬膜管を圧排 

していた．黄色靭帯内血種の疑いで棘突起縦割式腰椎椎弓切除術を施行した．術中所見は黄色靭帯内に血腫を認め， 

これを一塊に切除した．  

【考察とまとめ】  

黄色靭帯内に元来血管は存在しないが，加齢で生じた新生血管が損傷し黄色靭帯内血腫が形成されると言われている．

本症例では転倒時に障害された血管が徐々に血腫を形成し，転倒数日後から症状悪化したと考えられた．受傷数日後に

症状増悪した腰下肢痛は，本疾患も鑑別に入れる必要がある． 

 

 

 

 



 

 

１１．硬膜内に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの一例 

福島県 福島県立医科大学会津医療センター 整形外科・脊椎外科学講座 

波入 雄大・岩渕 真澄・小松 淳・福田 宏成・草野 敬悟・白土 修 

  【はじめに】  

硬膜内脱出椎間板ヘルニアはまれな疾患であり，術前診断は困難であると報告する文献が散見される． 

【症例】  

44 歳女性． 

【現病歴】  

1 年前から両側大腿後面痛が出現し，前医にて L1/2 椎間板ヘルニアの診断で保存的治療を受けていた．3 ヶ月前からし

びれの増強と間歇性跛行，ふらつきが出現した．腰椎 MRI 上，L1/2 高位に前方から硬膜を圧迫する腫瘤性病変が認めら

れたため，椎間板ヘルニアもしくは脊髄腫瘍の疑いにて当科を紹介となった． 

【経過】 

造影 MRI で硬膜内に不均一に造影される腫瘤性病変とそれによる脊髄の前方からの圧迫がを認められた．硬膜内脱出ヘ

ルニアあるいは髄膜腫が疑われたため，後方からの摘出術を行った．背側硬膜を切開すると，脊髄腹側に被膜に覆われ

た脱出ヘルニアが認められた．腹側硬膜の浅層を穿破した脱出ヘルニアと診断した．術後 3 ヶ月の現在，症状は消失した．

【考察】  

硬膜内脱出ヘルニアは術前検査に造影 MRI が有用であるが，典型的な MRI 像を示さないこともあり注意が必要である． 

 

１２．L3/4 脊柱管内再発ヘルニアに対し、経椎間孔 MED でヘルニアを摘出した症例 

宮城県 仙台整形外科病院 整形外科 

中川智刀 徳永雅子 高橋永次 兵藤弘訓 佐藤哲朗 

 

 脊柱管内再発ヘルニアに対する術式は、前回開窓部外縁を拡大開窓し、ヘルニアを摘出する方法である。しかし、残存

椎弓が少ない場合は、椎間関節切除の上、脊椎固定を行うのが一般的である。今回我々は、この病態に対して、METRx シ

ステムを使い、椎間孔よりヘルニアを摘出した症例を経験したので報告する。症例は 36 歳男性。15 年前に L3/4 右ヘルニ

ア摘出術を受けている。今回右下肢痛を発症し、MRI にて L3/4 にヘルニアの再発を認めた。椎弓の残り幅が 6mm 

しかないため、経椎弓をあきらめ、経椎間孔からの摘出を計画した。L3root を同定し、L4 上関節突起を一部切除して、 

ヘルニアを摘出した。手術時間は 146 分、出血 30ml であった。術直後より、右下肢痛は軽快した。3 か月の現在、下肢の

しびれが少し残っているが、ADL 障害はなく過ごしている。内視鏡手を活用する事より、従来と違う治療選択枝を増やす事

ができると考える。 

 

 

 



 

 

１３．腰椎分離症に対する O-arm と脊椎内視鏡を用いた 

最小侵襲分離部修復術:１例報告 

福島県 福島県立医科大学 整形外科学講座 

富永亮司、矢吹省司、小林洋、加藤欽志、渡邊和之、二階堂琢也、大谷晃司、紺野愼一 

【目的】  

今回我々は腰椎分離症に対する O-arm と脊椎内視鏡を用いて最小侵襲分離部修復術を行ったので、その経験を報告す

る。 

【症例】  

18 歳、男性である。12 歳時より慢性的に腰痛を自覚していた。手術 1 年前より腰痛が増強した。身体所見、画像所見、お

よび両側分離部ブロックの結果より第 5 腰椎分離症と診断した。画像所見上両側の分離部は終末期であり、分離部修復術

を希望されたため手術を予定した。手術は、腹臥位で O-arm system を使用し行った。CT ガイド下に両側の第 5 腰椎分離

部を確認し、第 5 腰椎下関節突起下縁から分離部を貫く様に Cannulated screw を刺入した。その後、CT ガイド下に確認を

しながら、脊椎内視鏡下に分離部の decortication を行った。腸骨から自家骨を採取し、分離部に一塊として移植し分離部

の修復を行った。術後腰痛は消失した。現在外来通院の上、骨癒合状態を確認している。 

【考察】  

腰椎分離症に対する O-arm と脊椎内視鏡を用いた分離部修復術は、現在行い得る腰椎分離症に対する最も低侵襲な手

術である。 

 

１４．Ox horn sign を呈した頚部神経根症の 1 例 

岩手県 一関病院整形外科 

松原 吉宏 佐藤 良 

 

   症例は 50 歳男性、12 年前右上肢痛があり、頸椎椎間板ヘルニアを指摘された既往がある。X 年 10 月頸椎の後屈で

増強する右肩、肩甲骨付近の鈍痛と右前腕尺側～環、小指のしびれが出現し、近医を受診し、保存療法を受けていた。 

12 月下旬から痛みは軽減したが、右手指に力が入らないことに気づき、Y 年 1 月紹介、初診となった。腱反射は上腕二頭

筋反射↓／↓ (右／左)、上腕三頭筋反射↓／↓、膝蓋腱反射、アキレス腱反射はいずれも N／N、右前腕尺側から環、 

小指に知覚障害があった。上肢徒手筋力テスト (MMT) はいずれも右で Triceps 5～5-、ED2、EPL3、FDI4、ADM4、APB5

であり、特に手指拇指の伸筋は MMT3 以下で下垂指を呈した。MRI で C5-6 レベルに髄内 T2 高信号域があり、また 

右 C7、8 根の圧迫が見られたため、椎弓形成＋椎間孔拡大術を行った。術中所見からは C7 根の圧迫の方が強かった。

頸椎症による下垂指は C８優位の場合、drop thumb＆finger type、C7 優位の場合が Ox horn sign を呈する場合がある。 

 

 



 

 

１５．頚部脊髄症に対する内視鏡下頚椎後方除圧術 

（Cervical microendoscopic laminotomy）の導入報告 

山屋誠司，中川智刀，高橋永次，徳永雅子，兵藤弘訓，佐藤哲朗 

東北大学病院整形外科，仙台整形外科病院 

【はじめに】  

頚部脊髄症に対する後方除圧術はスペーサーを利用した頚椎椎弓形成術が一般的である．近年，内視鏡下頚椎後方除

圧術（Cervical microendoscopic laminotomy: CEML）は頚椎椎弓形成術と比べ，術後早期の軸性疼痛が有意に低く，術後 5

年の長期成績は椎弓形成術と同等であったと南出，吉田らは報告した．演者は頚椎内視鏡下手術の習得のため和歌山に

国内留学し，今回導入し，良好な成績をえたので報告する．  

【症例】  

67 歳，男性．3 ヶ月前から右手の痺れ・筋力低下・巧緻障害，左下肢の痺れを自覚し徐々に悪化した．神経学的高位診断

では C5/6 型の頚髄症であった．頚椎レントゲン jaw diameter C4/5=15mm, C5/6=11mm, C6/7=13mm，CT で後縦靭帯骨

化はなかった．頚椎 MRI では C5/6, 6/7 に椎間板と黄色靭帯の肥厚があり 2 椎間 pincers mechanism の狭窄であった．術

前 JOA score (2,3,0,2,2,3) =13/17 であった．全身麻酔下で C5/6, 6/7 CMEL を行った．手術直後から上下肢痺れは軽快し，

翌日から巧緻障害も消失した．手術翌日，痛みなく前後屈回旋も可能であった．術後 7 日で退院した．術後 1 週，JOA 

score 16/17，術後 6 ヶ月の JOA score も 15〜16/17 を維持している．術後 CT, MRI ともに除圧は良好であった． 

【考察】  

手術コンセプトの転換によって，頚髄症に対する後方除圧術は，脊髄を多椎間後方シフトさせる椎弓形成術から，責任椎

間を選択的除圧する CMEL にパラダイムシフトする可能性がある．術者の技術向上と適応症例を慎重に検討することで，

安全に導入することが可能であった． 

 

１６．腹臥位手術中の急変に対する緊急体位変換 

秋田大学 整形外科  

飯田純平，宮腰尚久，本郷道生，粕川雄司，石川慶紀，工藤大輔， 

木村竜太，尾野祐一，佐藤千晶，島田洋一 

【はじめに】  

脊椎手術の体位は腹臥位が一般的だが，術中に生命に関わる急変が生じた際，速やかな対処が必須である．今回 

脊椎手術中に緊急に腹臥位から仰臥位に変換した症例の頻度と，当院で経験した 1 例を報告する． 

【方法】  

当院及び関連病院の脊椎手術における過去 5 年間の緊急体位変換を要した症例の頻度を調査した．また当院で経験した

術中体位変換を要した 1 症例について，麻酔記録と術中ビデオからその経過を検証した． 

 



 

 

【結果】  

脊椎手術 8398 例中 3 件 (0.03％)で緊急に体位変換を要した．症例：23 歳男性，神経線維腫症 1 型による脊髄腫瘍の 

再発と頚椎後弯症に対する手術中に，挿管チューブが自然抜去した．簡易的な創閉鎖を行い体位変換決定から約 3 分で

体位変換し，再挿管を行い，手術を続行できた． 

【考察】  

腹臥位手術中の緊急体位変換は稀だが，常にその危険性を念頭に手術に望むべきである．また，急な体位変換に必要な

物品の準備をしておく必要がある． 

 

１７．OLIF 手術後に Cage の外側突出により神経根症状を生じた 1 例 

市立横手病院 整形外科 1）、秋田厚生医療センター 整形外科 2） 

 江畑公仁男 1）、冨岡 立 1）、大内賢太郎 1）、阿部栄二 2） 

【症例】  

68 歳女性。主訴：腰痛。現病歴：H.25 年頃より腰痛と両下肢のしびれにて、近医にて保存治療を行っていた。H.29.5 月当科

紹介受診。変性側弯症の診断で H.29.7 月入院となった。手術は L2/3,L3/4,L4/5 OLIF＋L5/S PLIF, L1－S2AI PLF を行っ

た。術直後から左下腿～足部の知覚障害と左下肢の脱力を生じた。CT にて L4/5 の Cage の外側への突出による左 L4 神

経根の障害が原因と考えられた。下肢痛と脱力が改善しないため再手術を検討したが、全身麻酔下の手術の前に局所麻

酔下での経皮的 Cage 打ち込みを試行した。透視下に椎間板造影の要領でガイドワイヤーを Cage まで刺入し、これに沿っ

てシースを挿入。逆行性に Cage を打ち込むことで突出していた Cage は容易に移動した。その後左下肢痛と麻痺は軽快し

自宅退院となった。 

【結論】  

OLIF による Cage の逸脱に対して、局所麻酔下での逆行性 Cage 打ち込みは試してみる価値のある方法である。 

 

１８．除圧術で効果なく椎体間固定術を行った far-out 症候群の 1 例 

秋田厚生医療センター１）、秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 機能展開医学系整形外科学講座２） 

笠間 史仁１）、小林 孝１）、阿部 利樹１）、菊池 一馬１）、村井 肇１）、小西 奈津雄１）、 

木下 隼人１）、三田 基樹１）、阿部 栄二１）、宮腰 尚久２）、島田 洋一２） 

 

【目的】 

 far-out症候群に対して後方除圧術が行われたが効果なく、椎体間固定術を追加した 1例を報告する。 

【症例】  

70歳男性。腰部脊柱管狭窄症に対し他医で左 L4/5開窓術を行われた。術後 5年で左下肢痛が再発し、他医で後方

から左 L5全走行除圧術が行われたが、再手術後から左下垂足となった。下肢痛が残存するため再手術 2年で当院



 

 

を初診した。CT、脊髄造影で左 L5/S椎間孔前方出口部での狭窄を疑った。椎体間固定術を行い、症状は軽快し

た。 

【考察】  

far-out症候群の病態は椎間孔前方出口部での狭窄のことが多く、後方からの除圧は極めて困難で不十分となる可

能性が高い。阿部(1997)、菊池(2010)は前方除圧術が有用だったと報告したが、前方固定術は汎用性が低い。

PLIFは汎用性が高く、椎間板高を広げることで間接的に椎間孔を拡大し神経除圧できる有用な治療法である。 

【結論】  

far-out症候群に対する椎体間固定術は有効な術式である。 

 

１９．術後に Coronal split fracture を生じた腰椎後方すべり症の１例 

福島県 大原綜合病院整形外科 

関根拓未、佐藤勝彦、朝熊英也、長倉栄、小林良浩 

【目的】  

腰椎後方すべり症の術後に稀な椎体骨折が発生した１例を報告する。 

【症例】  

65 歳、女性。腰臀部～大腿後面痛を主訴に当科受診。身体所見では左 SLRT 70°で左大腿前面痛、左 FNST 陽性、PTR・

ATR ともに両側消失し、腰部神経根障害が示唆された。画像所見では L4/5 椎間板破壊を伴う L4 後方すべり(すべり度 

30％)と L3/4,4/5 高位での脊柱管狭窄が認められた。保存療法が無効のため L3-S1 後方除圧固定術が施行された。術翌

日から体幹装具装着下に離床を開始した。術後 3 週目頃から腰痛が出現、術後 4 週で L5 椎体の coronal split fracture が

認められた。荷重制限とテリパラチドを併用した保存療法を行い、術後 10 週より歩行可能となり、術後 14 週で自宅退院と

なった。 

【考察】 腰椎固定術後の椎体骨折に対しテリパラチドの投与で骨癒合が促進された可能性が示唆され、追加手術を回避

できた。 

 

２０．環椎後弓切除術後に非外傷性前弓骨折を生じた 1 例 

福島県 竹田綜合病院 整形外科 

大野木孝嘉、本田雅人、石川圭佑、佐藤宏陽、川上純、藤城裕一、樋口和東、中島聡一、山田登 

【はじめに】  

環椎後弓切除術後の合併症として、前弓骨折を生じた稀な 1 例を報告する。 

【症例】  

65 才、男性。既往歴：頸部神経根症で ASF(C4-6)、環軸椎亜脱臼で後弓切除。主訴：頚部痛。現病歴：後弓切除術を施行

してから約 1 年後に後頚部の違和感が出現した。数日後に座位から臥位になろうとした際に頚部に轢音が生じ、頚部痛で



 

 

体動困難となったため救急搬送された。明らかな神経学的所見の増悪はなかったが、頚椎 CT で環椎前弓骨折がみられ

た。骨折部の離開があり、骨癒合は困難と判断し O-C4 固定を行った。 

【考察】  

環椎後弓切除術後の前弓骨折は稀ではあるが報告があり、ほとんどが非外傷性である。後弓切除後は環椎への軸圧が

外側に広がる力に変換され、前弓に応力が集中することが原因と考えられている。 

 

２１．内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術後早期再発例の検討 

宮城県 仙台整形外科病院 整形外科 

高橋永次 徳永雅子 中川智刀 兵藤弘訓 佐藤哲朗 

【目的】  

内視鏡下椎間板摘出術(MED)の術後早期再発危険因子を検討すること. 

【対象と方法】  

対象は腰椎椎間板ヘルニアに 1 椎間 MED 行い、術後 3 か月以上観察可能であった 168 例.うち術後１年以内にヘルニア

再発を認めたものを再発群(R 群)，それ以外を非再発群(N 群)とした.再発は術後に症状が再燃し MRI で同側同一高位にヘ

ルニア塊を認めたものとした．年齢，性別，手術時間，術中出血量，ヘルニア脱出形態(PLL 穿破の有無)，摘出法，喫煙歴， 

職業，BMI，終板輝度変化，術前 JOA スコアを二群間で比較検討した． 

【結果】  

18 人(10.7％)で再発がみられ 6 人(3.6％)に再手術を行った．再発時期は術後平均 15(1-48)週であった．R 群で有意に年齢

が高く，終板輝度変化を認めた症例が多かった． 

【考察】  

MED では術後早期のヘルニア再発が報告されており，本研究でも同様の結果であった．高齢で術前に終盤輝度変化があ

る症例では再発に注意を要するものと考えられた． 

 

２２．胸腰椎経皮的椎弓根スクリューの Facet Joint Violation の検討 

山形県 山形大学医学部附属病院整形外科 

嶋村之秀 橋本淳一 山川淳一 鈴木智人 赤羽武 高木理彰 

 【目的】  

椎弓根スクリューにより Facet Joint Violation（以下 FJV）が生じた場合、術後疼痛や、隣接椎間障害の原因となる。本研究

の目的は、経皮的椎弓根スクリュー（以下 PPS）の FJV の発生率を調査することである。 

【対象と方法】  

2014 年 4 月から 2017 年 10 月までに当院で PPS を用いて脊椎固定術を施行された 37 例（男性 21 例、女性 16 例、平均

年齢は 55.2 歳）を対象とした。外傷性疾患 24 例、変性疾患 10 例、腫瘍性疾患 2 例、感染性疾患 1 例であり、合計 250 本

の PPS が対象となった。FJV は術後 CT 画像で Seo の分類を用いて評価した。 



 

 

【結果】 

FJV は 13.6％（34/250 本）であった（Grade1 28 本、Grade2 6 本）。椎間関節変性が高度であるほど FJV は有意に多かっ

た（P<0.05）。 

【考察】  

本研究では FJV の発生率は 13.6％であり、Open 手技の報告（15～24％）より低値であった。PPS も安全な手技であるが、

刺入点が直視できないため、術前の詳細な画像評価が重要と考えられた。 

 

２３．胸椎・腰椎後方インストゥルメンテーション手術多椎間）の合併症について 

青森県 弘前記念病院整形外科 

陳俊輔、小野睦、越後谷直樹 

【目的】  

多椎間後方インストゥルメンテーション手術の合併症を調査した。 

【対象と方法】  

初回手術で 2 椎間以上の胸椎・腰椎後方インストゥルメンテーション手術を施行した 101 例を対象とした。 

手術時間は平均 230 分、術中出血量は平均 1120g、固定椎間数は平均 3.6 椎間、術後経過観察期間は平均 44 ヶ月であ

った。術後 1 ヶ月以内の早期合併症、術後 1 ヶ月以降の晩期合併症、 

再手術について検討した。 

【結果】  

早期合併症は 19.8%（20 例）に認め、術後感染 5 例、一過性筋力低下 5 例、せん妄 4 例、DVT 3 例、その他 8 例であった。

晩期合併症は 45.5%（46 例）に認め、固定隣接椎体骨折 18 例，PJK 5 例，インプラントの破損・ゆるみ 25 例であった。再手

術を要したのは 4.0%（4 例）であった。早期合併症に関連した因子は手術時間と低アルブミン値であり、晩期合併症は手術

時年齢と関連していた。 

【結語】  

低栄養状態を伴う高齢者に対しては手術時間を含めた術式の検討が必要である。 

 

２４．単椎間 TLIF における C 型 cage と bullet 型 cage の比較 

新潟県 新潟中央病院整形外科 脊椎・脊髄外科センター 

和泉智博 山崎昭義 若杉正嗣 澁谷洋平 金城純人 

【目的】  

TLIF では以前から C 型 cage を使用してきたが，近年は低侵襲化に伴い小さな展開でも挿入が容易な PLIF 用 bullet 型

cage を 1 個のみ使用している。今回同術式における 2 種類の PEEK cage を比較検討した. 

 



 

 

【対象と方法】  

この 2 つの cage を使用し 1 椎間 TLIF を施行した 81 例を対象とした.C 型 cage(C 群)は 56 例(男性 33 例,女性 23 例)で平

均年齢 66.2 歳,bullet 型 cage(B 群)は 25 例(男性 14 例,女性 11 例)で平均年齢 68.8 歳であった.検討項目は手術時間と出

血量，術前と術後 1 年で評価した固定局所前弯，cage subsidence，PS loosening と骨癒合率とした.Subsidence は 2mm 以

上とし,骨癒合は CT で骨梁の連続があるものとした. 

【結果】  

C 群:B 群において,手術時間(143.7 分：143.8 分),出血量(282.6ml：276.4ml)と有意差はなかった.C 群:B 群において術前→後

では,局所前弯(7.1°→9.2°：5.6°→7.6°) と術後有意に改善した. Subsidence(17 例：2 例)は C 群で有意に多く， 

PS loosening(7 例：1 例)と骨癒合率(55.4％：68％)は両群間で有意差なかった. 

【考察】  

C 型 cage では subsidence が多く，PS loosening と骨癒合に影響を与えている可能性がある. 

 

２５．L4/5 単椎間固定術における術後隣接椎間障害の検討 

新潟県 新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 

金城純人 山崎昭義 和泉智博 若杉正嗣 渋谷洋平 

【目的】  

腰椎椎体間固定術の合併症として隣接椎間障害（ASD）があり、除圧や固定術といった再手術を要することも少なくない。

本研究の目的は、L4/5 単椎間の腰椎固定術後の ASD を調査することである。 

【対象と方法】 

2009 年から 2015 年まで、腰椎変性疾患に対し単椎間の椎体間固定術を施行した 788 例中、L4/5 に施行し 2 年以上の経

過観察が可能であった 284 例（男性 111 例、女性 173 例、平均年齢 67.6 歳、平均経過観察期間 4.0 年）とした。ASD の 

定義は、隣接椎間の変性進行にて有症状となり再手術を要した症例とした。 

【結果】 

ASD にて再手術を要した症例は 16/284 例（5.6％）であり、再手術までの期間は平均 2.6 年であった。再手術となった原因

疾患は椎間板ヘルニア 8 例と最も多く、変性すべり症 5 例、椎間孔狭窄症 3 例であった。再手術にて 3/16 例が除圧を 

施行し、13/16 例が固定延長（上位 10 例、下位 3 例）となった。 

【考察】  

ASD の発生は椎間板障害の症例が多く、術前の椎間板の状態が重要となる可能性がある。 

 

 

 

 



 

 

２６．側方進入腰椎椎体間固定術における椎体間持ち上げの固定隣接椎間への影響 

千葉佑介、村上秀樹、遠藤寛興、山部大輔、土井田稔 

 【目的】  

側方進入腰椎椎体間固定術（LLIF）では、椎体間に大きなケージを設置し、椎体間を持ち上げることで間接的除圧効果をも

たらす。一方、PLIF や TLIF などの後方進入椎体間固定術においては、過度な椎体間持ち上げが固定隣接椎間障害

（Adjacent Segment Degeneration: ASD）の危険因子となるとされている。本研究では、LLIF における椎体間持ち上げが

ASD に与える影響について検討した。 

【対象と方法】  

１または２椎間の LLIF と後方経皮的椎弓根スクリュー固定術を行い、術後２年以上経過した 44 例を対象とし前向きに調査

した。術後１年と２年時に単純 X 線と MRI で ASD の有無を確認し、ASD(+)と(-)群で椎体間持ち上げ距離を比較検討した。

【結果】  

ASD(+)群は 14 例、ASD(-)群は 30 例であった。平均椎体間持ち上げ距離は、ASD(+)群で 3.5±2.8mm、ASD(-)群で

1.7±3.5mm であり、両群間で有意差を認めた（p=0.04）。【結論】 LLIF での椎体間ケージ設置による過度の椎体間持ち上

げは PLIF や TLIF 同様 ASD の危険因子となる可能性が示唆された。間接的除圧のための椎体間の持ち上げは、最小限

になるように留意する必要がある。 

 

２７．仙骨骨盤輪骨折における Dual SPRing Fix 後方固定の紹介と検討 

岩手県 岩手医科大学救急災害総合医学講座,同整形外科学講座 

菅重典,高橋学,山部大輔,村上秀樹,土井田稔 

【緒言】  

不安定型骨盤輪骨折に対する後方固定においては Iliac Screw（IS）による Spino Pelvic Fixation（SPF）や Sacro Iliac Rod 

Fixation（SIRF）,Iliac Sacrum Screw（ISS）を用いた固定が一般的であるが,皮膚障害,ルースニングやバックアウト,折損から

転移をきたした自験例や症例報告もある．この度,後方固定において Dual Alar Iliac Screw（Dual SAIS）テクニックを用いた

後方固定を考案・施行し術後成績を検討したので報告する． 

【対象】  

2015/4-2017/8 に当センターに入院となった不安定型骨盤骨折に対し後方固定を施行した 30 症例（男性 20 名,女性 10 名,

平均年齢 67.3 歳）を対象とした．【結果】 術後合併症率,骨癒合率,短-中期期 ADL 回復期間は良好な成績であった． 

【考察】  

従来の後方固定は TAE 後の阻血やスクリューヘッド突出により皮膚障害や感染の危惧があり,また骨折においては仙腸関

節をまたぐので固定性を欠く．Single SAIS の場合も同様に回旋不安定が残る．これらの解消するために強固な固定かつ皮

膚トラブルの少ない方法として Dual SAIS Pelvic Ring Fixation(Dual SPRing Fix)考案した．簡単にテクニックの紹介と検討結

果を考察する． 



 

 

 

２８．骨粗鬆症とパーキンソン病を合併した脊柱変形に対する手術治療 

秋田県 秋田労災病院整形外科  

木戸忠人、奥山幸一郎、 関 展寿、加茂啓志、佐藤千恵、東海林諒、千葉光穂 

【目的】  

骨粗鬆症とパーキンソン病(PD)を合併した脊柱変形に対する手術治療の有用性と問題点を後ろ向きに検討すること。 

【方法】  

脊椎変形矯正手術を行った PD に骨粗鬆症性椎体骨折を合併した症例の Case Series。 

【結果】  

過去 10 年間当科に脊椎変形矯正手術を PD7 症例に行った。全例が女性、年齢は平均 71 歳(56-77 歳)、観察期間は平

均 4 年(1-10 年)であった。手術回数は 1 症例で平均 1.6 回(1-3 回)、前方法が１回と後方法が 10 回行われていた。最終

的に T7(9)から L5 または S2-腸骨までの広範囲な固定術が必要であった。 

【考察と結語】 

PD の脊椎後側弯に骨粗鬆症性椎体骨折を合併すると極めて重篤な脊椎変形を生じやすい。脊椎変形矯正手術は患者

QOL の向上のため有用な治療法の一つである。しかしその侵襲は大きく広範囲固定が必要となるため、PD 自体の病期を

十分に考慮した術式選択が必要と考える。 

 

２９．神経梅毒に関連した難治性脊椎疾患の手術例 

新潟県 新潟市民病院 整形外科 

田仕英希 澤上公彦 湊圭太郎 石川誠一 

 【緒言】  

神経梅毒関連の Charcot spine の症例を 3 例経験したため報告する。 

【症例】 

3 例とも男性、うち 2 症例は腰椎変性疾患の診断で後方除圧術を施行したが、術後に椎間板周囲の急速な変性を認めた。

椎間板生検では培養陰性で、1 例は神経梅毒の既往、1 例は経過中に神経梅毒と診断され、Charcot spine と考え自家腸

骨を用いた後方椎体間固定術を施行した。しかし、2 症例とも骨癒合不良、早期の隣接障害を来し、うち 1 例は追加手術を

要した。残り 1 例は神経梅毒治療中に椎間板破壊像があり同様の固定術を施行、術後 3 か月で症状改善している。 

【考察】  

神経梅毒では一部の症例で Charcot spine を合併する。川内らは神経梅毒関連の Charcot spine の治療について、除圧術

単独施行例で成績不良例を報告する一方、固定術でも成績不良例が多く骨癒合率が低いと報告している。 

【結語】 

神経梅毒に関連した Charcot spine の治療において椎体間固定術を要するが、骨癒合不良、変性進行により難治性となる

可能性がある。 



 

 

３０．脊椎転移に対する低侵襲手術における周術期合併症の検討 

岩手県 岩手医科大学 整形外科 

山部大輔，村上秀樹，遠藤寛興，千葉佑介，及川諒介，安部悠一郎，土井田稔 

【目的】  

脊椎転移症例においては全身状態不良例が多く，手術侵襲を加えることで全身状態の悪化や，術後化学療法や放射線療

法の追加に伴う創部トラブルなどが危惧される．今回我々は，脊椎転移に対して低侵襲手術を施行した症例の周術期合併

症について調査した． 

【対象と方法】  

脊椎転移に対して経皮的椎弓根スクリューによる最小侵襲脊椎安定術を施行した 27 例を対象とした．（男性 11 例，女性

16 例，手術時平均年齢 64.5 歳，術後平均経過観察期間 13.9 カ月）周術期合併症は最終経過観察時までの間に生じた不

具合の内，何らかの検査や処置を有したものとした． 

【結果】  

全例術後に化学療法が施行され，また術後 2 週以降に，転移椎体に対して姑息的放射線照射が施行された．術前からの

高度な胸水貯留症例が 1 例あり，術後集中治療管理を要した．術後創部感染を 1 例認め，術後 1 カ月時点で創部のデブ

リードマンおよび再縫合を施行した． 

【結語】  

脊椎転移に対する低侵襲手術は，周術期の高度な合併症を併発することなく集学的治療を継続することが可能となる． 

 

３１．びまん性特発性骨増殖症に伴う頚椎頚髄損傷患者における胸郭の形態学的特徴と 

生命予後 

新潟県 新潟市民病院 整形外科 1), 新潟大学 整形外科 2)，県立新発田病院 整形外科 3)， 

長岡赤十字病院 整形外科 4)，県立中央病院 整形外科 5)，水戸済生会病院 整形外科 6)，新潟労災病院 整形外科 7) 

澤上公彦 1)，渡辺慶 2)，佐藤剛 3)，三浦一人 4)，保坂登 5)，野村真船 6)，藤川隆太 6)，菊地廉 7)，田仕英希 1)，湊圭太郎 1)，

伊藤拓緯 1)，石川誠一 1)，平野徹 2)，遠藤直人 2) 

DISH 患者の肋椎関節および肋骨の形態学的特徴を明らかにするとともに，生命予後への影響について検討した．手術を

施行し予後を確認し得た 45 例（平均年齢 74 歳）を調査した．CT を基に肋椎関節および肋骨を評価し，損傷高位，損傷型

（椎体/椎間板），Frankel 分類，Charlson Comorbidity Index，Injury Severity Score (ISS)，術後合併症などを調査した．調査

項目を独立変数，生存期間を結果変数として多変量解析を行った．特徴的な胸郭の形態として肋椎関節包を覆う放線状肋

骨小頭靭帯の骨化および肋骨皮質骨の肥厚を認め，発生頻度は 93%および 80%であった．死亡例は 19 例，死因は肺炎が

最多で，術後 5 年時累積生存率は 52%であった．Cox 回帰分析の結果，ISS（p=0.0266, HR3.263），損傷型（p=0.0273, 

HR3.389），肋骨皮質骨の肥厚（p=0.0236, HR15.379）が有意に生存期間に影響していた．肋骨皮質骨の肥厚は胸郭可動性

のさらなる低下を招き，呼吸筋麻痺を生じる頚髄損傷においては生命予後に関わる重要な一因となる． 



 

 

３２．C3 椎弓切除を併用した棘突起縦割式頚椎椎弓形成術の 

10 年以上の長期成績 

秋田県 1) JCHO 秋田病院整形外科、2) 弘前大学大学院医学研究科整形外科、3) 大館市立総合病院整形外科 

荒木亮 1)、工藤整 2)、田中直 1)、和田簡一郎 2)、熊谷玄太郎 2)、浅利享 2)、竹内和成 3),横山徹 3)、大塚博徳 1)、

石橋恭之 2) 

【目的】  

C2 頚半棘筋を温存するため 2002 年から従来の C3-7 椎弓形成術から C3 椎弓切除を併用した椎弓形成術に術式を変更

した。本術式の長期成績と成績不良因子について検討した。 

対象と方法】  

術後 10年以上経過した症例は 49例で、10年経過以前に亡くなった 4例を除いたフォローアップ率は 34.7%(17/49)

であった。経時変化を評価できた 10 例(男性 4 人、女性 6 人、手術時平均年齢 63.3 歳)を対象とした。評価項目は

JOAスコア、C2-7角、C-SVA、C2・C3すべり、椎弓間癒合、再狭窄の有無とした。 

【結果】 

平均 JOAスコア改善率は術後 1年 35.6%、3年 36.3%、7年 28.4%、10年 20.8%であった。下肢運動機能のみ術前と比

較し低下していた。再狭窄は 3例、C2/3椎弓間癒合は全例で認めなかった。成績良好群と不良群間で各項目を比較

したが統計学的に有意差は認めなかった。C2-7角変化量と JOA改善率に正相関を認めた(R=0.689, P=0.028)。 

【考察】  

本術式の長期成績は良好であったが、アライメント悪化が成績不良因子と考えられた。 

 

３３．MED 術中 X 線における骨ゾンデの挿入深度から術後再発を予見可能か？ 

新潟県 新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 

渋谷洋平 山崎昭義 和泉智博 若杉正嗣 金城純人 

【目的】  

腰椎椎間板ヘルニアに対して MED を施行する際、術中に骨ゾンデを椎間に挿入してレベル確認を行っている。骨ゾンデの

挿入深度(ID)と術後再発との関係について調査した。 

【対象と方法】  

2013-14 年に MED を施行した 319 例を調査した。術後再発を生じた 24 例(R 群:男性 17 例、女性 7 例、平均年齢 47 歳)と

再発を生じなかった 295 例(NR 群:男性 183 例、女性 112 例、平均年齢 46 歳)の 2 群に分けて比較検討した。検討項目

は、ID(椎間板腔を前後方向に 3 等分し、後方から a、b、c とした)、術前 MRI での椎間板変性(Pfirrmann 分類、Modic 

change)、術前 CT での椎間板内の vacuum phenomenon(VP)とした。【結果】 2 群間に年齢、性別、罹患椎間に差はなかっ

た。再発率は 7.5％、術後平均 425 日で再手術となった。ID(c:a+b)は R 群(12:12)、NR 群(90:205)と R 群で有意に深い割合



 

 

が多かった(p＜0.05)。椎間板変性、VP に有意差はなかった。 

【結論】  

ID は MED 術後再発を予測する指標になりうる。 

 

３４．思春期側弯症手術中の血圧変動と矯正操作の関係 

弘前大学大学院医学研究科 整形外科学講座 

和田簡一郎 熊谷玄太郎 工藤整 浅利享 石橋恭之 

【目的】  

本調査の目的は、思春期側弯症手術中の血圧低下と矯正操作の関係を検討することである。 

【対象と方法】  

対象は、20 歳以下の脊柱側弯症後方手術例 29 名（女 24、特発性 23）である。執刀前、矯正操作時、手術終了時の血圧、

麻酔科医による矯正操作時の血圧低下のアラーム発生率、対処法とその反応を検討した。また、アラームのあり（低下群）

となし（不変群）間で、術前パラメータ、手術侵襲を比較した。【結果】収縮期血圧は執刀前が 98mmHg、ロッド設置が 91、

Rod rotation（RR）が 93、Direct vertebral rotation（DVR）が 88、執刀終了時 101 だった。アラームは 21％（6 名）で発生し、

ロッド設置時 5 回、RR 時 1 回、DVR 時 2 回（重複あり）だった。矯正操作休止・解除のみが 4 回、昇圧剤投与が 2 回、補液

コントロールが 2 回行われ、血圧は上昇し、手術操作を再開できた。低下群の固定椎体数（11 椎体）が、不変群（9）より有

意に多かった。 

【結語】  

血圧はロッド設置時に低下しやすかった。 

 

３５．脊椎手術症例における深部静脈血栓症の危険因子 

新潟県 新潟大学整形外科 

庄司寛和、平野徹、渡辺慶、大橋正幸、溝内龍樹、高橋郁子、遠藤直人 

【目的】  

脊椎手術患者における深部静脈血栓症(DVT)を調査し、その危険因子を検討すること。 

【方法】  

2016 年 9 月から 2017 年 5 月に脊椎手術を施行された 123 例(男性 65 例、女性 58 例、 

年齢≧20 歳、平均 65 歳)を対象とした。術前は D ダイマー (DD)異常値(＞1.0μg/ml) の場合に、術後は DD または可溶性

フィブリンモノマー複合体(SF)増加時に、下肢静脈エコー(US)を施行した。検討項目は年齢、性別、併存症、脊椎疾患、下

肢麻痺(MMT≦2)、歩行、BMI、DD、SF。 

 

 

 



 

 

【結果】  

術前 7 例、術後 5 例、計 12 例(9.8%)に DVT を認めた(遠位型 11 例、近位型 1 例)。症候性肺塞栓症はなかった。DVT(+)例

で歩行不可・床上(DVT(+)/(-); 67%/5%)、下肢麻痺(58%/10%) 、骨粗鬆症性椎体骨折(17%/2%)が多かった(P＜0.05)。年齢、

性別、BMI、併存症などに有意差はなかった。 

【考察】  

脊椎手術患者において下肢麻痺や術前床上安静は DVT の危険因子であり、US などの DVT 検索を考慮すべきである 

 

３６．脊椎手術後脳梗塞発症予測に対する頚動脈エコーの有用性 

青森県 弘前大学大学院医学研究科 整形外科学講座 

熊谷玄太郎、和田簡一郎、工藤整、浅利享、石橋恭之 

【目的】  

血栓塞栓症は周術期の抗凝固薬の休薬に伴い発症率が上昇する。本研究の目的は脊椎手術後期脳梗塞発症に対す

る頚動脈エコーの有用性を検討することである。 

【方法】  

対象は脊椎手術前に頚動脈エコーを施行した 172 例（男性 85、女性 87、平均年齢 63 歳）である。抗凝固薬内服例は術前

休薬し、適宜ヘパリン置換を行った。検討項目は①脳梗塞発症率②危険因子は従属変数を脳梗塞の有無、独立変数を 

年齢、性別、BMI、CHADS2（心不全、高血圧、高齢、DM、脳梗塞の既往）スコア、頚動脈エコーにおけるプラークの有無、

総頚動脈の内中膜厚（IMT）、拍動係数（PI）とし重回帰分析で解析した。 

【結果】  

①脳梗塞の既往者は 7.6％（13 例）であり、新規発症率は 1.2%(2 例)であった。②発症には脳梗塞の既往および PI 値が有

意に関連していた。 

【結語】  

脊椎手術後脳梗塞予測には脳梗塞の既往と頚動脈エコー所見が有用である。 

 

３７．高齢者脊椎変性疾患術後合併症と術前腎機能との関連 

山形県 1)山形大学 整形外科学講座 2)山形大学医学部附属病院 医療安全管理部 

鈴木智人 1)、橋本淳一 2)、山川淳一 1)、嶋村之秀 1)、赤羽武 1)、高木理彰 1) 

  [はじめに]  

高齢者脊椎変性疾患に対する手術は増加しており、術後合併症発生に寄与する危険因子を知ることは重要である。今回、

術後合併症と術前腎機能との関連について検討した。[対象と方法] 2010 年 6 月から 2017 年 10 月の期間に全身麻酔下

予定手術を施行した 65 歳以上の脊椎変性疾患 133 例 (男性 71 例、女性 62 例、年齢 73.2 歳)を対象とした。術前採血に

より推算糸球体濾過量 (eGFR)を測定し、eGFR が 60 未満を慢性腎臓病 (CKD)とした。CKD の有無と、 



 

 

手術侵襲との関連、および術後 30 日以内に生じた合併症との関連について統計学的に検討した。 

[結果]  

CKD は 133 例中 37 例(27.8%)に認めた。CKD 群は非 CKD 群に比し術中出血量および手術椎間数は同等だったが、手術

時間は有意に短かった。術後合併症は 32 例 (24.1%)に発生したが、CKD 群は非 CKD 群に比し術後合併症発生率が有意

に高かった(37.8%対 18.8%、p<0.05)。[結語] CKD は、高齢者脊椎変性疾患手術における術後合併症発生危険因子である。 

 

３８．高齢者腰部脊柱管狭窄症の術後合併症予測における 

modified Frailty Index の有用性 

山形県 山形大学医学部付属病院整形外科学講座 

赤羽 武, 橋本 淳一, 山川 淳一, 鈴木 智人, 嶋村 之秀, 高木 理彰 

    

【背景・目的】  

modified Frailty Index (mFI)は 10 項目の既往歴と 1 項目の日常生活動作から虚弱状態を数値化できる指標であり、消化

器外科領域などで術後合併症発生予測に有用とされる。一方脊椎外科領域の報告は少なく、今回腰部脊柱管狭窄症にお

ける術前 mFI と術後合併症の関連を調査し、有用性を評価することを目的とした。 

【方法】  

2010 年 6 月から 2017 年 8 月の間に腰部脊柱管狭窄症に対し椎弓形成術を施行した 65 歳以上の 40 症例を対象とした。

平均年齢は 74 歳(65-86 歳)、男性 14 例、女性 26 例であった。術後 30 日以内に生じた合併症と術前 mFI の関連を調査し

た。 

【結果】  

術後合併症は 6 例(15%)に認めた。術前 mFI は術後合併症あり群で平均 0.36、なし群で 0.25 と、術後合併症あり群で有意

に高値であった(p=0.04)。手術椎関数、手術時間、術中出血量に差はなかった。 

【考察】 これまで虚弱状態の把握は困難であったが、術前 mFI が高いほど予備能力低下の背景が考えられ、術後合併症

発生予測に有用な可能性が示唆された。 

 

３９．成人脊柱変形に対する矯正固定術：胸椎部経皮的椎弓根 

スクリュー併用による PJK 予防の取り組み 

新潟県 1)新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 整形外科 2)新潟大学医歯学総合病院 整形外科 

1)勝見敬一 1)牧野達夫 2)平野徹 2)渡邊慶 2)大橋正幸 2)遠藤直人 

 

PJK 予防として、固定頭側 3 椎体の経皮的椎弓根スクリュー(PPS)併用矯正固定術の成績を検討した。 

 

 



 

 

【対象】  

2014 年以降、PPS を併用し骨盤から下位胸椎までの矯正固定術を施行した連続 15 例とした(P 群)。全例女性、年齢 71

歳、固定椎関 8.9 椎間、観察期間 14 か月であった。2006 年以降に従来展開法で、骨盤から矯正固定を行った 15 例を対

照群とした(O 群)。男性 2 例・女性 13 例、年齢 69 歳、固定椎関 8.7 椎間、観察期間 14 か月であった。術前・最終 SVA、

LL、PT, PJA、PI-LL を計測した。また PJK/PJF の頻度を比較した。【結果】 P 群/O 群において、術前(SVA,LL,PT,PJA,PI-

LL)は 131.9mm/150.8mm, 9.3°/-5.0°, 35.7°/34.4°, 6.7°/4.2°, 42.6°/56.2°、最終 56.6mm/63.0mm, 43.9°

/34.6°, 22.0°/26.6°, 13.1°/18.3°, 9.4°/16.2°で共に差を認めなかった。PJK は P 群 4 例、O 群 7 例、PJF は 2 例、

6 例で認めたが、差を認めなかった。PJK 例の PJA 変化量は 15.5°/25.5°で、O 群は PJK による再手術を 3 例に認め

た。 

【考察】  

P 群では PJK/PJF の頻度は低値も有意差を認めなかったが、PJK が軽度の可能性がある。 

 

４０．腰椎後方椎体間固定術（PLIF）における PTH 連日投与の骨形成促進作用の評価 

青森県 1 十和田市立中央病院整形外科 2 八戸市立市民病院整形外科 

1 板橋泰斗 2 沼沢拓也  1 林慶充  1 竹内政道 

【目的】  

高齢者の PLIF例において PTH連日投与によるインプラント周囲の骨形成作用や腰痛への影響を調査した． 

方法】 

2椎間以下の PLIF例（ケージ内には人工骨を使用)で，PTHを投与した P群（10例，全て女性，平均 72歳）と 

非投与の C群（13例，男 5女 8，平均 71歳）を対象とした．評価項目は骨密度，CTにて術後 1年時のスクリュー

の緩み，ケージ内外の骨癒合，椎体終板骨嚢胞の出現について調査した．また術前と術後 1年時の JOAスコアおよ

び改善率，腰痛 VAS，RDQを評価した． 

【結果】  

両群間で骨密度に差はなかった．スクリューの緩みは P群 17％，C 群 10％，ケージ外癒合は 70％，54％，ケージ

内癒合は 74％，58％，骨嚢胞出現率は 30％，50％で全て差はなかった．JOA改善率は P群 69％，C群 64％で，腰

痛 VAS，RDQにおいて差はなかった． 

結語】 

 PTH投与例ではケージ内外の骨癒合率が高い傾向であった． 

 

 

 

 



 

 

４１．易感染性宿主の脊椎インストゥルメンテーション手術に対する 

バンコマイシン創内散布の効果 

新潟県 新潟大学 整形外科 

高橋郁子、平野徹、渡辺慶、大橋正幸、庄司寛和、溝内龍樹、遠藤直人 

【目的】  

易感染性宿主の脊椎インストゥルメンテーション手術(以下インスト手術)におけるバンコマイシン(以下 VCM)創内散布により

深部 SSI 発生率が低下するか検討すること。 

【対象と方法】 

2011 年～2016 年 12 月に施行したインスト手術のうち易感染性宿主で VCM を予防的に創内散布した 147 例(V 群：男性

79 例、女性 84 例、平均年齢 64.8 歳)を対象とした。VCM 創内散布導入以前の易感染性宿主インスト手術 147 例を対照群

(C 群)に設定した。両群において深部 SSI 発生率、起炎菌を調査した。 

【結果】  

深部 SSI の発生率は V 群、C 群とも 6/147 例(4.1%)であり両群に差はなかった。感染例の起炎菌は C 群でメチシリン耐性

菌 3/6 例(50%)に対し、V 群 0 例であった(p＝0.18)。 

【考察】 

易感染性宿主を対象とした本研究では深部 SSI発生率に差はなかったが、バンコマイシン投与群では耐性菌による

感染は発生しなかった。 

 

４２．脊椎転移を認めた椎体の椎体圧潰と CT ハンスフィールド値の検討 

山形県 山形大学医学部整形外科学講座 

山川淳一、橋本淳一、鈴木智人、嶋村之秀、赤羽武、高木理彰 

【目的】  

脊椎転移部は病的骨折を生じる危険性があり、椎体圧潰を予測することは重要である。本研究では転移椎体のハンスフィ

ールド値（CT値）から椎体の骨強度を評価し、圧潰について検討した。 

【対象と方法】  

2011年以降の5年間、第11胸椎以下の転移性脊椎腫瘍の診断で脊椎CT検査上溶骨性病変が認められ、MRI矢状断像で

信号変化がみられた24例（平均60.5歳）を対象とした。脊椎CT矢状断像より圧潰率を算出し、椎体のCT値は頭側終板直下、

椎体中央、尾側終板直上で計測し平均値をもちいた。椎体の圧潰率とCT値について検討した。 

【結果】  

椎体の平均圧潰率は8.7%（0-38.4%）、CT値は197.9（98.6-409.9）、椎体圧潰率は-0.07×CT値+22.36  

(R2 =0.21, p＝0.02)であった。 

 

 



 

 

【考察】  

今回、椎体圧潰率とCT値に相関関係が認められ、椎体圧潰の予測に有用と考えられた。また、転移性脊椎腫瘍患者のリ

ハビリテーションや日常生活指導の一助となる可能性がある。 

 

４３．転移性脊椎腫瘍における脊椎不安定性評価と整形外科受診率に関する後ろ向き調査 

青森県 青森県立中央病院 

近江洋嗣 富田卓 猿賀達郎 吉川孔明 佐藤英樹 伊藤淳二 

【目的】  

転移性脊椎腫瘍における脊椎不安定性と整形外科受診状況を後向きに調査することだった。 

【対象】  

転移性脊椎腫瘍を合併し死亡された 194 名（平均年齢 68 歳、平均生存期間 8.5 ヶ月）のがん患者だった。 

【検討項目】 

 Spine Instability Neoplastic Score(SINS)、整形外科受診率だった。 

【結果】 

SINS の平均値は 8.6±3.3 点であり、Stable（0－6 点）で受診あり 13 例/受診なし 35 例、indeterminate instability（7-12 点）

で受診あり 65 例/受診なし 61 例、instability（13－18 点）で受診あり 17 例/受診なし 3 例だった。脊椎不安定性が疑われる

SINS（7-18 点）146 例のうち、整形外科受診は 82 例（56％）であり、うち 6 例に脊椎手術が施行された。 

【結論】  

脊椎不安定性の可能性があっても、整形外科を受診していない症例が存在した。 

 

４４．Kemp 徴候は術式に影響を与えるか～DPC データと外来診療録からの考察～ 

新潟県 新潟市民病院 整形外科 

湊圭太郎 澤上公彦 田仕英希 石川誠一 

 

【背景】  

Kemp 徴候は椎間孔狭窄や椎間関節性疼痛を示唆する所見である。しかし診療上、治療方針の決定に寄与しているかは

不明である。 

【方法】  

外来診療録 10 年分から Kemp の記載があるカルテを抽出、Kemp 徴候別に DPC 上の手術病名、術式を比較した。 

【結果】  

1879 例が抽出され、手術施行例は 694 例であった。手術病名別では腰椎変性側弯症、椎間孔狭窄症が Kemp＋群で有意

に多かった。手術施行例は Kemp＋:－（190：504 例）であり、Kemp＋では除圧術:固定術（97:93 例）、Kemp－では除圧術：

固定術（298:206 例）であった。Kemp＋群で固定術の割合が有意に多かった。 



 

 

固定術の選択に対する Kemp 徴候の陽性尤度比は 1.22、陰性尤度比は 0.91 であった。 

【考察】 

Kemp 徴候は治療方針に影響を与え得るがその影響は大きくはないことが示唆された。より有効な診察所見の模索が必要

と考える。 

 

４５．仙腸関節腔内造影像からみた仙腸関節痛の病態分類 

宮城県 JCHO 仙台病院腰痛・仙腸関節センター 

黒澤 大輔、 村上 栄一 

    

仙腸関節の動きの制限、増大（不安定性）のどちらで仙腸関節痛が生じているのかは明らかではない。仙腸関節腔内造影

像から客観的な病態の分類を試みた。H27.10～H29.4 で、One finger test で上後腸骨棘を指す腰殿部痛を有し、仙腸関節

ブロック（後方靭帯および関節腔内）で仙腸関節由来の疼痛と確定診断した 79 例（男性 30 例、女性 49 例、平均年齢 

48 歳）、111 関節を対象に、腔内造影像を Grade(G)0：描出なし、G1：輪郭のみ描出、G2：輪郭＋腔内が描出、G3：腔全体

が濃く描出、に分類した。各 Grade の頻度、性差、年齢分布、仙腸関節 CT 所見との関連を調査した。Grade は高齢女性 

ほど、また CT 上、仙腸関節に骨棘と Vacuum を有すほど高くなっていた（P<0.05、多変量順序ロジスティック回帰）。高齢 

女性ほど関節腔の増大を認め、変性に伴う不安定性が病態となっている可能性があり、安定化のための運動療法や骨盤

ベルト、固定術を考慮する必要があると考えられた。 

 

４６．Redundant nerve roots の術後変化 

宮城県 松田病院 整形外科 

甲川昌和、遠藤想、松田倫政、笠間史夫 

【背景】  

Redundant nerve roots(RNRs)は腰部脊柱管狭窄症の随伴変化であるが、術直後の変化を検討した報告はない。 

【対象】  

2016 年 5 月から 2017 年 11 月で腰椎脊柱管狭窄症の術前に RNRs が確認された 65 例に対し、後方除圧術直後に脊髄

造影を施行し RNRs がほぼ解消した群とそうでない群について比較検討した。 

 

 



 

 

【結果】 

平均年齢;73 歳と 70 歳(p=0.41)、症状発現から手術までの平均経過期間; 7.8 ヶ月と 52.6 ヶ月(p=0.41)、平均除圧椎間;1.5

椎間と 2.3 椎間(p=0.04)、平均術前 JOA スコア;13.7 と 12.8(p=0.60)、RNRs の位置（狭窄の頭側/尾側）;82.5/17.5 と

57.1%/42.9%、臨床症状（馬尾型/混合型/神経根型）;57%/29%/14%と 50%/17%/33%であった。 

【結語】 RNRs がほぼ解消した群は狭窄椎間が少なかった。 

 

４７．抗生剤局所投与を併用した化膿性脊椎炎の保存療法 

宮城県 東北医科薬科大学病院 

舘田聡 千葉晋平 峯岸英絵 石塚正人 佐野徳久 小澤浩司 

 

近年化膿性脊椎炎に対し外科的治療の報告が多いが、一般的な疾患であり、より有効性の高い保存療法が望まれる。 

当院では一つの試みとして、椎間板穿刺時に抗生剤の局所投与を併用した治療を行なっており、その成績を報告する。 

症例は 2016 年 4 月から 2017 年 9 月までに同法を施行した 10 例から 2 例を除外した 8 例(男 4 例、女 4 例、平均 69 歳 

(48-90 歳))である。各症例に対し診断から 2 日以内に椎間板を穿刺し、検体確保と椎間板洗浄をした後に硫酸アミカシン

200mg とキシロカイン 0.5ml を局所投与した。抗生剤は主に点滴と内服で 2 剤を投与し、CRP が 0.5 程度まで点滴を継続し

た。全例で穿刺後から痛みの改善がみられた。初診時 CRP が平均 6.8 (15.0-2.6)だったが、1 週目で 3.0 (5.2-1.5) 2 週目で

1.4 (4.2-0.6) 6 週目で 0.4(1.4-0.0)と改善し、最終的に全例治癒した。抗生剤局所投与は椎間板穿刺に一手間加えるだけで

施行可能あり、常に簡便である。全例保存的に改善しており、一定の治療効果が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－東北脊椎外科研究会会則－ 

 
第１条   本会は東北脊椎外科研究会（The Tohoku Spine Surgery Society）と称する。 

第２条   本会は、事務局を仙台市青葉区星陵町１番１号 

  東北大学整形外科学教室内に置く。 

第３条  本会は年に１回学術集会を行う。 

第４条  本会に会長１名および東北地区７県に各県の代表幹事を若干名おく。 

第５条  本会に監事 1 名をおく。監事は前々回会長が就任する。 

  任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。監事は、次に掲げる職務を行う。 

  （１）役員会の業務執行の状況を監査すること。 

  （２）研究会の会計の状況を監査すること。 

第６条  会長は各県持ち回りで役員会において選出する。 

  会長の任期は学術集会終了後の翌日より次期学術集会終了の日までとする。 

第７条  会長は年１回の学術集会の事務を総括し本会を代表する。 

第８条  役員会は、会長、前会長、幹事、監事をもって構成し、年１回学術集会の際に 

  開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、または役員会構成員の 

  ３分の１以上の請求があった場合、会長は役員会を収集することができる。 

第９条  学術集会の演者は、原則として東北整形災害外科学会会員資格を必要とする。 

第１０条  演者は、発表内容の論文を東北整形災害外科学会雑誌にその投稿規定に従い 

  投稿することが出来る。 

第１１条  学術集会の抄録内容は東北整形災害外科学会雑誌に掲載される。 

第１２条  本会の会計は事務局が担当し、その年度は４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

第１３条  本会則の改定は役員会において、その出席者全員の半数以上の同意を必要とする。 

  

 本会則は平成７年１月２８日より発効する。 

 本会則は平成２４年６月２２日に一部改訂した。 

 本会則は平成２５年１月２５日に一部改訂した。 

 

 

－東北脊椎外科研究会役員－ 

 

幹事 

青森県：小野 陸    ・ 富田 卓      ・ 和田 簡一郎 

岩手県：村上 秀樹   ・ 沼田 徳生    ・ 松谷 重恒 

秋田県：宮腰 尚久   ・ 小林 孝      ・ 鈴木 哲哉 

山形県：橋本 淳一   ・ 千葉 克司   ・ 杉田 誠 

宮城県：兵藤 弘訓   ・ 両角 直樹   ・ 相澤 俊峰 

福島県：岩渕 真澄   ・ 大谷 晃司    ・ 鹿山 悟 

新潟県：渡辺 慶     ・ 澤上 公彦    ・ 平野 徹 

監事  ：奥山 幸一郎 

前会長：小野 睦 

（敬称略） 

 



 

 

－東北脊椎外科研究会 優秀演題賞表彰規程－ 

 

下記の規程にもとづき、東北脊椎外科研究会において特に優秀な演題発表を行った者を表彰し

副賞を贈呈することができる。 

（１） 東北脊椎外科研究会において発表された演題のうち、最も優秀な発表を最優秀演題賞とし

て表彰する。被表彰者の年齢は問わない。また、筆頭演者が 35 歳以下の演題の中で特に

優れた発表を若手優秀演題賞として表彰する。いずれも受賞回数に制限を設けない。 

（２） 被表彰者は選考委員会において決定し、役員会で承認を得る。選考委員会は会長、

および会長が指名した委員２名、計３名で構成する。 

（３） 被表彰者に対して次期研究会において表彰を行い、副賞を添える。 

（４） この規程に定めのない事項については、会長がこれを定める。 

 

付 則 本規程は平成２４年１月２８日より施行するものとする。 

         本規程は平成２５年１月２５日に一部改訂した。 

本規程は平成２８年１月３０日に一部改正を加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

優秀演題賞 受賞者一覧

 
 

 

回 数 発 表 者 所 属 先 演 題

中 村 豪 東 北 大 学 腰椎変性側弯患者における歩行時背筋筋活動の左右差の検討

渡 辺 慶 新 潟 大 学 思春期特発性胸椎側弯症(AIS)に対する前方矯正固定術(ASF)の術後成績

庄 司 寛 和 新 潟 中 央 病 院 圧迫性頚髄症における末梢神経伝導検査の検討

福 田 恵 介 盛 岡 友 愛 病 院 腰椎後方除圧後の硬膜・神経根の圧痕

那 波 康 隆 仙台整形外科病院 腰椎椎間板のう腫のMRIにおける経時的変化―ヘルニアからのう腫そしてその後―

吉田　新一郎 東 北 大 学 最近10年の当科におけるLuqueSSI法の経験

大 橋 正 幸 新 潟 大 学 転移性脊椎腫瘍に伴う進行性麻痺に対する手術成績  －術前歩行不能例の解析－

溝 内 龍 樹 新 潟 中 央 病 院 腰椎手術における抗凝固薬・抗血小板薬内服の影響

鈴 木 智 人 山 形 大 学 医 学 部 Mini nutritional assessmentを用いた脊椎手術の術前栄養評価

溝 内 龍 樹 新 潟 中 央 病 院 頚椎椎間孔拡大術後の骨性再狭窄の検討

山 部 大 輔 岩 手 医 科 大 学 化膿性椎間板炎に対する経皮的脊椎後方固定術の治療成績

木 村 竜 太 秋 田 大 学 腰椎固定術と除圧術後の腰痛，QOL，ADL，満足度の比較

赤 羽 武 山形県立中央病院 腰椎くも膜下穿刺後に下肢麻痺を生じた慢性骨髄性白血病患者の1例（ポスター）

田 中 利 弘 弘 前 大 学 胸椎脊柱靭帯骨化症再手術例の検討

及 川 諒 介 岩 手 医 科 大 学 成人脊柱変形に対する前後合併矯正固定術後ロッド折損の検討

第２７回

第２６回

第２５回

第24回

第23回

第22回

第21回



 

 

 

開催日・会場  研究会 研修会 懇親会 当番幹事 　　　　　　　　　主題・特別講演

平成3年1月19日 主題  １. 頸椎・頸随損傷　　　２. 胸椎・胸随損傷

　宮城県医師会館 特講 [History of instrumentation for spinal problems:

An experience of25 yearsat the University of Hong Kong」

University of Hong Kong    Jong C.Y.Leong

特講  「総合脊損センターにおける脊椎・脊髄損傷の治療」

総合脊損センター   芝　啓一郎　先生

平成4年1月18日 主題   脊椎分離・分離辷り症

  宮城県医師会館 特講  「脊椎分離・分離辷り症に対する治療上の考え」

島根県立中央病院  　冨永　積生　先生　 　　　

平成5年1月23日 主題   脊椎外科における各種合併症

  仙台市青年文化ｾﾝﾀｰ 特講  「術中脊髄機能モニタリングの現状と問題点」

和歌山県立医科大学　 玉置　哲也　先生 

平成6年1月22日 主題  １. 脊椎脊髄疾患診療における私の工夫　　２. ＭＲＩ工夫

  斎藤報恩会館 特講  「環軸椎脱臼－その分類と治療を中心に－」

 国立神戸病院 　片岡　  治 　先生 

平成7年1月28日 主題  １. 頸椎捻挫（むちうち損傷）　   ２. 腰椎変性すべり症

  宮城県医師会館 特講  「馬尾性間欠跛行の病態考察」

東京医科大学 　三浦　幸雄　先生 

平成8年1月20日 主題  １. 脊椎・脊髄のスポーツ障害　  ２. 脊柱靱帯骨化症（主に長期例）

  エルパーク仙台 特講  「頸椎後縦靱帯骨化症の外科的手術の２０年」

 九段坂病院 　山浦伊裟吉　先生 

平成9年1月18日 主題   脊髄腫瘍

  斎藤報恩会館 特講  「脊髄髄内腫瘍の診断と手術手技」

ＪＲ東海総合病院　 見松健太郎　先生 

平成10年1月17日 主題   胸椎部脊髄症

  斎藤報恩会館 特講 「Ｓhort segment fixation principle Ｔhoracic and lumbar spine fractures」

Jae-Yoon Chung, M.D.        

Ｄepartment of Ｏrthopaedic Ｓurgery Ｃhonnam Ｕniversity Ｍedical Ｓchool, Ｋorea 

平成11年1月23日 主題  １. 私のすすめる治療法　　　　   ２． 画像診断

  斉藤報恩会館 特講  「ＭＲＩの進歩：特に脊椎領域と関連して」

 東京慈恵会医科大学　　福田　国彦　先生

平成12年1月29日 主題

  斉藤報恩会館 特講 「変性性腰痛疾患に対するPFIF」

石塚外科整形外科病院　　西島　雄一郎　先生

平成13年1月27日 主題 脊髄腫瘍（特に画像診断について）

  斉藤報恩会館 特講 「脊髄腫瘍の画像診断の進歩」

慶応義塾大学教授　　戸山　芳昭　先生

平成14年1月26日 主題 １，脊柱後湾変形　２，腰椎椎間板ヘルニア（再発、外測、特殊なヘルニア等）

　斎藤報恩会館 特講 「脊柱・骨盤矢状面アライメントの異常と後湾症治療のポイント」

麻生リハビリテーション専門学校　　竹光　義治　先生

平成15年1月25日 主題 １，頸椎後方拡大術の合併症　　２，頸椎前方固定術の合併症

  斉藤報恩会館 特講 「脊柱管拡大術後の肩胛帯筋の筋力低下、疼痛とその対策」

杏林大学　里見 和彦　先生

平成16年1月24日 主題 外傷性頚部症候群

  斉藤報恩会館 特講 「脊椎外科の危機管理～医療事故への適切な対応について～」

仙台弁護士会　弁護士　荒　中　先生

平成17年1月29日 主題 小児の腰椎疾患（１８歳以下）

  斉藤報恩会館 特講 「小児の脊椎外傷（Spinal　injuries　in　children)」

香港大学整形外科学講座教授　Kｅｉth　DK　Luk　先生

平成18年1月28日 主題 高齢者脊椎手術の課題と進歩

  斉藤報恩会館 特講 「脊柱管狭窄に対する最小侵襲手術の課題と進歩」

帝京大学溝口病院　整形外科教授　出沢　明先生

平成19年1月27日 主題 椎間孔狭窄症（頚椎・腰椎）

  斉藤報恩会館 特講 「腰椎椎間孔狭窄の診断と治療」

九段坂病院　院長　中井　修先生

平成20年1月26日 主題 骨粗鬆症

  斉藤報恩会館 特講 「骨粗鬆症性椎体骨折の手術」

岐阜大学大学院医学系研究科　整形外科学　教授　清水克時先生
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福島県立会津総合病院
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東北大学　国分　正一

国立郡山病院　古川浩三郎

新潟大学　本間　隆夫

山形大学　大島　義彦

秋田大学　阿部　栄二

弘前大学　植山　和正

岩手医科大学　嶋村　正

東北大学　佐藤　哲朗

南東北病院　渡辺　栄一

西新潟中央病院
内山　政二

置賜総合病院　林　雅弘

秋田労災病院　千葉　光穂

八戸市立市民病院
末綱　太

盛岡赤十字病院
八幡　順一郎

西多賀病院　石井　祐信

4588145

136 98 41
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131 72 65
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山形大学医学部附属病院

武井　寛

新潟中央病院　山崎　昭義
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平成21年1月24日 主題 靱帯骨化症

フォレスト仙台 特講 「胸椎後縦靱帯骨化症に対する全周除圧術」

金沢大学附属病院　脊椎脊髄外科　臨床教授　川原範夫先生

平成22年1月30日 主題 脊椎不安定症（不安定性を伴う脊椎疾患）

フォレスト仙台 特講 「腰椎疾患治療とインフォームドコンセント」

えにわ病院　整形外科　副院長　佐藤　栄修先生

平成23年1月29日 主題 小児、成人脊柱変形

仙台国際センター 特講1 「小児脊柱変形の治療戦略」

神戸医療センター　整形外科部長　宇野耕吉　先生

特講2 「脊柱変形の治療～乳幼児から高齢者まで～」

獨協医科大学　整形外科　主任教授　野原　裕　先生

平成24年1月28日 主題 脊椎脊髄病疾患と境界領域

仙台国際センター 特講1 「頚椎・頚髄疾患と鑑別を要する上肢の絞扼性神経障害の電気診断」

東北労災病院　整形外科　第二部長　信田　進吾　先生

特講2 「心因性偽脊椎障害」

新潟脊椎外科センター センター長　本間隆夫　先生

平成25年1月26日 主題 温故知新

福島ビューホテル 特講 「頸部脊柱管拡大術のこれから　ｰ適応と手技を中心にｰ」

慶友整形外科病院　整形外科　名誉病院長　平林　洌　先生

平成26年1月25日 主題 救急対応を要する脊椎脊髄疾患

仙台国際センター 特講 「脊髄損傷治療におけるピットフォールとその対策」

神戸赤十字病院　整形外科部長　　伊藤　康夫　先生

平成27年1月31日 主題 新・老年『脊椎」医学

仙台パークビル 特講
『中高年齢層脊柱変形への脊椎外科医のとるべき対応とは？（2015年1月バージョ
ン）」

群馬脊椎脊髄病センター　センター長　清水　敬親　先生

平成28年1月30日 主題 腰椎変性疾患の診断と治療　～　最近の進歩　～

フォレスト仙台 特講
「Surgical Strategies in Treatment of Lumbar Instabilities with Paraspinal
Minimal Invasive Approacｈ　」

 Francis Ch. Kilian.M.D　SPINE CENTER Catholic Hospital Koblenz, Germany

平成29年1月28日 主題 脊椎・脊髄疾患の多数回手術

フォレスト仙台 特講 難治性脊椎・脊髄疾患に対する治療　―多数回手術例を中心にー

筑波大学　医学医療系　整形外科　教授　山崎　正志 先生

27 153 93 74
医療法人整友会

弘前記念病院　整形外科
小野　睦

26 138 52 70
独立行政法人労働者健康福祉機構

秋田労災病院
奥山　幸一郎

25 155 74 64
山形大学医学部整形外科科学講座

橋本　淳一

24 159 71 78 新潟市民病院　伊藤拓緯

23 119 77 58 福島県立医科大学　矢吹省司
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第２８回東北脊椎外科研究会を開催するにあたり、上記の企業より機

械展示のご協力をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 

第２８回東北脊椎外科研究会 

会長 村上 秀樹 

（岩手医科大学 整形外科学講座） 

 
 


