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第２９回東北脊椎外科研究会を開催するにあたって
この度、第 29 回東北脊椎外科研究会を開催させていただきますことを大変光栄
に存じますとともに、この機会を与えていただいた会員の皆様に深く御礼申し上げ
ます。
今回の主題は「骨粗鬆症椎体骨折」と「脊椎疾患の保存療法」とさせていただき
ました。骨粗鬆症性椎体骨折は、保存療法、手術療法ともに標準的治療法は未
だ確立されていないため、日常診療では非常に困惑した状態が続いていると思い
ます。現段階で最善の治療法は何か、これまでの治療法で何が足りなかったのか
を再確認できればと考え主題とさせていただきました。特別講演は、大阪市立大
学整形外科学教授の中村博亮先生から「骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療」と
題しご講演を賜ります。日常診療に即直結する最新の診断、治療についての講演
を拝聴できると思います。
これまで本研究会では取り上げられていなかった「脊椎疾患の保存療法」をあえ
てテーマにあげさせていただきました。昨今の医療制度改革によって保存療法は
入院治療しづらい状況下にあり、若手の医師らにとっては十分な保存療法に接す
る機会が少なくなってきております。脊椎疾患の治療の大半は保存療法であり、
手術に至るのはほんの一部にすぎないことを再認識していただきたくテーマにあ
げさせていただきました。会員の皆々様が普段どのように保存療法を行なってい
るかを屈託無く討論していただき、明日の診療に即役立つことを望みます。
これまでにない試みとして、東北医科薬科大学整形外科学教授 小澤浩司先生
からの提案で「脊椎外科レジストリの成果と今後の課題」をテーマにシンポジウム
を組ませていただきました。今後、脊椎外科研究会参加県の巨大なコホート研究
に繋がることを期待します。
皆様の本研究会へのご参加を心よりお待ちしております。

第２９回 東北脊椎外科研究会
会長 兵藤 弘訓（仙台整形外科病院）
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発表者の皆様へ
１． 発表時間
・ 主題演題；発表５分 討論 ３分 合計８分
・ 一般演題：発表５分 討論 ３分 合計８分
・ 症例報告：発表４分 討論 ３分 合計７分
・ シンポジウム：発表５分 一括討論１５分
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）
・次演者は演台前の次演者席で待機をしてください。
・発表終了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ようお願いします。尚、前日の症例検討会でも発表
データを受付けております。
・発表の１時間前には、発表データ受付を済ませてくださいますようお願いします。
・発表データ送付先
〒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 : a-yamanobe@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。
・表彰式は次回の研究会で行います。
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。
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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。
２． 次回のプログラム送付の為、連絡カードのご記入をお願いいたします。
３． 会場のフォレスト仙台は８：４５に開場いたします。
４． 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。
５． 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。
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会場のご案内
研究会日時：平成３１年１月２６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
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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】 １２：５０〜１３：５０
座長：仙台整形外科病院 兵藤 弘訓
講演：「骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療」
大阪市立大学大学院医学系研究科整形外科学 教授 中村 博亮 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】
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。
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第２９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
９：２０～１０：４０

１０：４０～１１：４０

１１：４０～１２：４０

開会の挨拶
主題 ： 脊椎疾患の保存療法

演題：１～９

座長 松田病院 笠間 史夫
主題：骨粗鬆症 １

演題：１０～１６

座長 仙台整形外科病院 佐藤哲朗
主題：骨粗鬆症 ２

演題：１７～２３

座長 東北大学 菅野 晴夫

１２：４０～１２：５０

ー休憩ー
日整会教育研修講演（ ランチョンセミナー ）
座長 仙台整形外科病院 兵藤 弘訓

１２：５０～１３：５０

講演：「骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療」
大阪市立大学大学院医学系研究科整形外科学 教授 中村 博亮 先生

１３：５０〜１４：００
１４：００～１４：５０

１４：５０～１５：５５

１５：５５～１６：３５

１６：３５～１７：１５

１７：１５～１７：５５

役員会報告
シンポジウム

演題： ２４～３０

座長 東北医科薬科大学 小澤 浩司
脊柱変形・固定術

演題： ３１～３８

座長 仙台西多賀病院 八幡 健一郎
腫瘍

演題： ３９～４３

座長 東北大学 相澤 俊峰
低侵襲手術

演題： ４４～４８

座長 仙台整形外科病院 中川 智刀
患者評価・合併症・他

演題： ４９～５３

座長 仙台整形外科病院 高橋 永次

閉会の挨拶

１７：５５～１８：００
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プログラム
平成３１年１月２６日（土）

開会の挨拶

９：１５～９：２０

主題：脊椎疾患の保存療法

９：２０～１０：４０
座長：松田病院 笠間 史夫

１．思春期特発性側弯症に対する装具療法の治療成績（５分）
新潟大学医歯学総合病院 佐藤 雅之
２．当院で治療した腰椎骨端輪骨折の２例（４分）
公立岩瀬病院 伏見 友希
３．小児に発生した化膿性脊椎炎の治療経験 －保存療法にて軽快した 1 例－（４分）
新潟中央病院 牧野 達夫
４．当院における化膿性脊椎炎の治療成績に対するとフレイルの影響（５分）
山形大学 嶋村 之秀
５．当院における化膿性脊椎炎の治療（５分）
済生会山形済生病院 内海 秀明
６．仙腸関節部ブロックが有効な、腰部神経根障害様症候の 2 例（４分）
仙台整形外科病院 中川 智刀
７．腰椎椎間板嚢腫の治療成績 -保存療法の有用性-（５分）
仙台整形外科病院 高橋 永次
８．腰椎椎間関節嚢腫の保存療法（５分）
東北労災病院 日下部 隆
９．放射線防護グローブの被爆量軽減効果 腰椎選択的神経根ブロックにおける検証（５分）
仙台整形外科病院 中川 智刀

主題：骨粗鬆症 １

１０：４０～１１：４０
座長：仙台整形外科病院 佐藤 哲朗

１０．胸椎を分割した 3 次元筋骨格モデルを用いた脊柱後弯高齢者の椎間板内圧の検討
（５分）

秋田大学 飯田 純平

１１．骨粗鬆症性既存椎体骨折の分布と背筋力，QOL との関連（５分）
秋田大学 本郷 道生
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１２．骨粗鬆症性椎体骨折における椎体不安定性評価の有用性
―椎体不安定性による骨癒合判定と骨癒合予測値についてー（５分）
松田病院 佐藤 光三
１３．骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存治療の経年変化（５分）
新潟中央病院 和泉 智博
１４．骨粗鬆症性椎体骨折における厳密な安静管理による入院保存療法の成績（５分）
みゆき会病院 杉田 誠
１５．骨粗鬆症性椎体骨折に対する入院保存療法介入時期の違いによる治療成績について
（５分）

仙台整形外科病院 徳永 雅子

１６．高齢者の強直性脊椎障害における脊椎骨折の保存療法の経験（５分）
仙台整形外科病院 徳永 雅子

主題：骨粗鬆症 ２

１１：４０～１２：４０
座長：東北大学 菅野 晴夫

１７．超高齢者（85 歳以上）頚椎損傷に対し観血的治療を行った症例の臨床的検討（５分）
大原綜合病院 関根 拓未
１８．腰椎側方進入椎体間固定術症例に対する骨粗鬆症治療成績
－テリパラチド，デノスマブ単独療法とデノスマブ，テリパラチド併用療法の比較検討－
（５分）

岩手医科大学 山部 大輔

１９．Balloon Kyphoplasy 後の遅発性セメント逸脱例の検討（５分）
仙台整形外科病院 兵藤 弘訓
２０．骨粗鬆症性椎体骨折を合併した黄色靭帯骨化症の手術成績（５分）
秋田大学 粕川 雄司
２１．骨粗鬆症性椎体骨折による脊柱変形に対する治療成績（５分）
国立病院機構盛岡病院 大山 素彦
２２．骨粗鬆症性椎体骨折後後弯症に対する後方短縮骨切り術と前後合併術の検討（５分）
新潟市民病院 湊 圭太郎
２３．アライメント不良を伴う骨粗鬆症性椎体圧潰の手術法の検討（５分）
新潟中央病院 渋谷 洋平
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―休憩―
１２：４０－１２：５０
日整会教育研修講演（ランチョンセミナー）１２：５０−１３：５０
座長：仙台整形外科病院 兵藤 弘訓
講演：『骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療』
大阪市立大学大学院医学系研究科整形外科学 教授 中村 博亮 先生

役員会報告

１３：５０～１４：００

シンポジウム： １４：００～１４：５０
「脊椎外科レジストリの成果と今後の課題」
座長：東北医科薬科大学 小澤 浩司
２４． 弘前大学整形外科関連施設における手術登録の現状と脊椎脊髄病手術の検討
―青森県内 2016-2017 年―（５分）
弘前大学 和田 簡一郎
２５．脊椎外科レジストリの有用性と問題点（５分）
岩手医科大学 村上 秀樹
２６．Akita Spine Group の発足とこれまでの活動状況（５分）
秋田大学 宮腰 尚久
２７．山形県における脊椎外科レジストリ（５分）
山形大学 橋本 淳一
２８．東北大学脊椎外科懇話会手術登録（５分）
東北大学 相澤 俊峰
２９．福島県における脊椎外科手術レジストリの現状（５分）
福島県立医科大学 二階堂 琢也
３０．新潟脊椎外科研究会手術症例登録の現状と問題点（５分）
新潟大学 平野 徹
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脊柱変形・固定術

１４：５０～１５：５５
座長：仙台西多賀病院 八幡 健一郎

３１．成人脊柱変形手術における多椎間 PLIF 単独と LIF 併用の出血量比較（５分）
秋田厚生医療センター 木下 隼人
３２．側方進入腰椎椎体間固定術におけるコラーゲン使用人工骨の有効性と混合率の検討
（５分）

新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 勝見 敬一

３３．成人脊柱変形に対する広範囲矯正固定術後の L5-S1 高位ロット折損の検討（５分）
岩手医科大学 金野 大地
３４．側方進入腰椎椎体間固定術後の固定隣接椎間における椎間板と椎間関節変性（５分）
岩手医科大学 千葉 佑介
３５．L4/5 単椎間の腰椎椎体間固定術における術後隣接椎間障害の検討（５分）
新潟中央病院 金城 純人
３６．当院の頸椎後方固定術における外側塊スクリューの使用経験（５分）
秋田労災病院 木戸 忠人
３７．環椎後弓低形成を伴う環軸関節亜脱臼により頚髄症を呈した 1 例（４分）
福島県立医科大学会津医療センター 波入 雄大
３８．幼児環軸関節亜脱臼の治療経験 ―１例報告―（４分）
福島県立医科大学 草野 敬悟

腫瘍

１５：５５～１６：３５
座長：東北大学 相澤 俊峰

３９．術中 CT ナビゲーションが有効であった脊椎腫瘍症例の検討（５分）
弘前大学 浅利 享
４０．転移性髄内腫瘍の治療経験 ―１例報告―（４分）
福島県立医科大学 國島 麻実子
４１．腰椎砂時計腫術後 15 年で頸椎砂時計腫を発症した１例（４分）
福島県立医科大学 結城 拓也
４２．頚髄髄内腫瘍の髄外発育に対し椎弓切除・硬膜形成のみで症状が改善し、9 年間経過
した症例（４分）
自衛隊仙台病院 遠藤 想
４３．胸椎硬膜外に発生した血管脂肪腫の１例（４分）
岩手医科大学 宮 一雄
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低侵襲手術

１６：３５～１７：１５
座長：仙台整形外科病院 中川 智刀

４４．軽度腰椎変性すべり症に対する PLIF と ME-MILD の比較：術後５年以上での長期成績
（５分）

秋田厚生医療センター 木村 竜太

４５．腰椎変性疾患に対する徳島大式経椎間孔アプローチ PED の導入後
短期治療成績の検討（５分）

仙台西多賀病院 山屋 誠司

４６．腰椎変性すべり症に対する経皮的内視鏡下腰椎椎体間固定術(PETLIF)の導入と
短期成績（５分）

仙台西多賀病院 山屋 誠司

４７．胸椎椎間板ヘルニアに PED 法を施行した 1 例（４分）
済生会山形済生病院 千葉 克司
４８．腰椎術後再発ヘルニアに対する内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術（MED)の成績（５分）
仙台整形外科病院 高橋 永次

患者評価・合併症・他

１７：１５～１７：５５
座長：仙台整形外科病院 高橋 永次

４９．Spine Damage Control を施行した多発外傷患者の呼吸機能の検討（５分）
岩手医科大学救急災害総合医学講座 菅 重典
５０．患者立脚型評価法をうまく使うために ～アンケートサイトを利用した集計法～（５分）
仙台整形外科病院 中川 智刀
５１．腰椎手術中に発生した劇症型麻酔性悪性高熱症（４分）
松田病院 甲川 昌和
５２．Pure conus medullaris syndrome を呈した一例（４分）
秋田労災病院 笠間 史仁
５３．胸椎部脊髄ヘルニアの 1 例（４分）
竹田綜合病院 芝﨑 真人

閉会の挨拶

１７：５５～１８：００
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1.思春期特発性側弯症に対する装具療法の治療成績
新潟大学医歯学総合病院
◯佐藤 雅之、渡辺 慶、平野 徹、大橋 正幸、庄司 寛和、溝内 龍樹、遠藤 直人

目的；思春期特発性側弯症（AIS）に対する装具療法は、骨成熟度や装着時間が治療効果を左右する因
子として報告されている。本研究の目的は、当科での AIS の装具治療成績を後ろ向きに検討すること
である。対象と方法；当院にて 2008 年 4 月から 2017 年 8 月までに脊柱側弯症に対して装具作成を行
った 311 例のうち、装具開始時に年齢 10-15 歳、Risser sign0-2、主 Cobb 角 20-40°、かつ装着期間
が 1 年以上の AIS とし、該当した 83 例で解析を行った。調査項目は年齢、性別、治療開始時 Risser
sign、装着期間、装着時間（night-time または full-time）、側弯タイプ、主カーブの側弯 Cobb 角と
装具装着時の矯正率、手術の有無とした。治療成功は手術を回避でき、かつ最終時主 Cobb 角：胸椎＜
50°、腰椎＜40°と定義した。結果；装具成功例は 59 例、失敗例は 24 例（手術例 17 例）であった。
治療成績と各項目では、装具開始前の主 Cobb 角、装着時の主 Cobb 角、Risser sign で関連を認めた。

2.当院で治療した学童期の腰椎骨端輪骨折の２例
公立岩瀬病院
◯伏見 友希、橋本 慶太、渡辺 秀樹

【はじめに】学童期の腰椎骨端輪骨折の 2 例を経験したので報告する。
【症例 1】15 歳、男性。主訴は腰下肢痛である。理学所見上、両側第 5 腰神経根障害と診断した。画像
所見で L4/5 高位に骨端輪骨折を認め、硬膜管の圧排を強く認めた。保存療法に抵抗したため、手術を
行った。術後 6 ヶ月時点で自覚症状は改善し、日常生活にも支障はない。
【症例 2】11 歳、女性。主訴
は左下肢痛およびしびれである。理学所見上、左第 1 仙椎神経根障害と診断した。画像所見で L5/S1 高
位に骨端輪骨折を認め、硬膜管の圧排を軽度認めた。硬性装具および投薬による保存療法を行い、治療
4 ヶ月時点で自覚症状は改善した。
【結語】学童期の腰下肢痛は腰椎椎間板ヘルニア以外に腰椎骨端輪
骨折も鑑別疾患として考慮する必要がある。本疾患が疑われた場合、腰椎 CT を考慮する。
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3.小児に発生した化膿性脊椎炎の治療経験
－保存療法にて軽快した 1 例－
新潟中央病院

整形外科

脊椎・脊髄外科

◯牧野達夫、山崎昭義、和泉智博、渋谷洋平、金城純人
【症例】11 歳女児。
【既往】喘息とイソジンアレルギー。
【主訴】腰痛【現病歴】2 か月前から誘因なく
腰痛出現。先行感染なし。複数の医療機関にて対症療法を施行されるも腰痛が持続し、2018 年 6 月当
科初診。
【現症】左優位の体動時腰痛あり。四肢神経症状なし。体温 36.7℃。
【検査所見】WBC7650/μ
l(好中球 57.3%、好酸球 7.6%、リンパ球 30.5%)、CRP0.79mg/dl、QFT(-)、尿所見正常。X 線、CT にて
L3/4 椎間板高減少と終板の欠損あり。MRI にて L3/4 椎間板の T2 高信号、L3、L4 椎体の T1 低信号、
L3/4 椎間板左側前方に T2 高信号領域あり。
【入院後経過】L3/4 椎間板生検を施行し MSSA が同定され
化膿性脊椎炎と診断。CEZ を点滴投与し 7 日目に CRP は陰性化し腰痛も消失。CEZ 点滴 12 日間、抗生
剤 CCL 内服約 5 週間施行し、以降も腰痛や炎症所見の再燃は認めていない。
【考察】小児の化膿性脊椎
炎は比較的稀な疾患で、診断までに時間を要することがある。発熱がない例もあり、持続する小児の腰
痛では本疾患の存在も考慮すべきである。

4.当院における化膿性脊椎炎の治療成績に対するフレイルの影響
山形大学医学部整形外科学講座

◯嶋村 之秀、橋本 淳一、山川 淳一、鈴木 智人、赤羽 武、高木 理彰

【はじめに】近年、全身状態の評価としてフレイルの有用性が報告されているが、化膿性脊椎炎との関
連の報告はない。本研究では化膿性脊椎炎の治療成績とフレイルの関連について調査した。
【対象と方法】2013 年 4 月～2018 年 3 月に当院及び関連施設で入院加療を施行した化膿性脊椎炎 186
例（男性 90 例、女性 96 例、平均年齢 73.3 歳）を対象とした。フレイルの評価には modified frailty
index(ｍFI)を使用し、ｍFI≧0.27 をフレイルあり(あり群)、ｍFI＜0.27 をフレイルなし(なし群)と
定義し 2 群間で比較検討した。
【結果】186 例の平均ｍFI 0.18(0-0.54)であった。あり群は 65 例（平
均年齢 77.8 歳、平均ｍFI 0.33）
、なし群は 121 例（平均年齢 71.7 歳、平均ｍFI 0.10）であった。あ
り群で入院期間は有意に長く（p<0.01）
、治療後の ADL の低下例が有意に多かった（p<0.01）
【考察】ｍ
FI は高値であるほど、全身脆弱性が強くなることを反映し治療成績が低下した。フレイル患者ではよ
り集学的な加療が必要と考える。
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5.当院における化膿性脊椎炎の治療
済生会山形済生病院整形外科１） 山形大学医学部附属病院整形外科２）
◯内海秀明１）、千葉克司１）、伊藤友一１）、橋本淳一２）、高木理彰２）

【背景】近年高齢化社会に伴い化膿性脊椎炎は増加傾向にある。当院における最近の化膿性脊椎炎の
治療について報告する。
【対象と方法】対象は 2013 年から 2018 年 3 月までに当科で入院加療を行った
化膿性脊椎炎 53 例。男性 25 例、女性 28 例。平均年齢 73.2（35～92）歳。頚椎 8 例、胸椎 2 例、腰椎
43 例。調査項目は術前合併症、起因菌同定率、同定方法、治療法、入院期間、転帰等とした。
【結果】
術前合併症は高血圧 30 例（56％）
、糖尿病 15 例（28％）
、悪性腫瘍 9 例（17％）等で、起因菌同定率
は 32 例（60.3％）、その同定方法は血液培養 26 例で最多、治療は保存治療のみが 39 例（74％）
、経皮
的内視鏡（PE）での洗浄デブリ 14 例（26％）
（経皮的椎弓根スクリューを用いた固定（PPS）追加 1 例）
、
入院期間は平均 43（2～121）日、転帰は寛解が 50 例（94％）であった。

6.仙腸関節部ブロックが有効な、腰部神経根障害様症候の 2 例
仙台整形外科病院
◯中川智刀、徳永雅子、高橋永次、兵藤弘訓、佐藤哲朗

腰殿部痛をはじめ仙腸関節部由来の症状が、少なからず存在していることが知られている。腰殿部
痛が最も多い症状だが、下肢への放散痛やしびれを訴える例も少なくない。腰部神経根障害様の症状
を呈しながらも、仙腸関節部ブロックが有効であった症例を報告する。症例 1 は 68 歳女性。左腰から
下腿後面にかけての痛みによる歩行困難。安静時痛が強く、TA,EHL,Glue.med.が MMT：G と低下してお
り、左 L5 障害様症状を呈していた。MRI では、L4/5 外側陥凹狭窄が軽度見られる程度であった。仙腸
関節部ブロック 7 回にて痛み消失した。症例 2 は 35 歳男性。左殿部から大腿下腿後面、足底の痛みと
しびれ。坐位、歩行は短時間のみ可。筋力低下ないが、左 ATR 低下があり左 S1 障害様症状であった。
MRI で L5/S 左ヘルニアがあった。が、前医を含め 3 回の S1SRG は無効であった。しかし、仙腸関節部
ブロック 5 回にて痛みは軽快した。
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7.腰椎椎間板嚢腫の治療成績 -保存療法の有用性仙台整形外科病院
◯高橋永次、徳永雅子、中川智刀、兵藤弘訓、佐藤哲朗

【はじめに】腰椎椎間板嚢腫の治療は手術が一般的であり保存療法に関する報告は少ない．
【目的】腰椎椎間板嚢腫に対する治療成績について検討すること．
【対象と方法】2002 年～2012 年までに当院で加療した腰椎椎間板嚢腫のうち経過観察可能であった 16
例を対象とした．男性 15 例，女性 1 例．平均 32 歳．観察期間は平均 11 カ月であった．手術または保
存療法を行い，治療法ごとに嚢腫の経時的変化を観察し臨床成績を検討した．
【結果】手術は 3 例に対して行われていた．保存療法は 13 例に行われ，9 例で縮小か消失，1 例でヘ
ルニアが再発，3 例で変化が見られなかった．全例で臨床症状は改善していた．
【考察】保存療法による腰椎椎間板嚢腫消失の報告は渉猟し得た限りでは 4 例のみでまとまった報告
はない．本研究では保存療法を行った 13 例中 9 例で嚢腫が縮小・消失していたことから，保存療法も
有用であると考えられた．

8.腰椎椎間関節嚢腫の保存療法
東北労災病院 整形外科 1)、松田病院 整形外科 2)、金渕整形外科クリニック 3)，
仙台西多賀病院 整形外科 4)、東北大学 整形外科 5)
◯日下部隆 1)、中村

豪 1)、笠間史夫 2)、金淵隆人 3)、古泉

豊 4)、相澤俊峰 5)

【対象と方法】腰椎椎間関節嚢腫に対して保存的に加療した 80 例（男：48，女：32）が対象である．
年齢は平均 66 歳で，神経根症が 73 例，腰殿部痛のみが 7 例であった．経過観察期間は平均 13 カ月で
あった．Retrospective に保存療法の成績（MacNab の判定基準）と画像所見の変化を検討した．
【結果】
保存療法による 4 カ月後の症状は Excellent：36 例，Good：29，Fair：10，Poor：5 であった．最終経
過観察時には Excellent：44，Good：21 で，Fair と Poor の 15 例は手術に至った．36 例に椎間関節ブ
ロックを行ったが，症状の経過はブロック未施行例と差がなかった．罹病期間は平均 5.3 カ月で，手
術に至った症例は平均 11.6 カ月であったが，保存療法で寛解した症例は平均 3.5 カ月と有意に短く，
カットオフ値が 4 カ月であった．平均 13 カ月後の MR 像では 60％で嚢腫が縮小し，34％で不変，6％で
増大した．
【結語】罹病期間が 4 カ月以内の症例は保存療法で概ね良好な成績が得られ，過半数では嚢
腫が縮小することが期待できる．
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9.放射線防護グローブの被爆量軽減効果
腰椎選択的神経根ブロックにおける検証
仙台整形外科病院
◯中川智刀、徳永雅子、高橋永次、兵藤弘訓、佐藤哲朗

脊椎外科治療では透視下手技が多く存在し、照射野に最も近い手指への被爆が大きい。また、放射線
防護グローブは近年改良されている。当研究の目的は、放射線防護グローブ使用による、実際の被爆軽
減効果を測定することである。対象は腰椎 SRG53 回（33 例）
。線量計はリング型個人線量計を用い、放
射線防護グローブはフレア社「GLF25」を使用した。方法は、まず示指に線量計（防護ありリング）を
付け、そのうえに放射線防護グローブを装着する。次に別の線量計（防護なしリング）を示指につけた
後に滅菌グローブを装着した。SRG は斜位法で行い、透視電圧は 70kV であった。結果。手指への等価
線量は 1 年推計で防護なしリングが 334.0mSv/年、防護ありリングが 181.6mSv/年であり、46％の被爆
軽減効果が見られた。最新のグローブは厚みが 0.25mm と薄く、ラテックス製なため、手技への影響も
少なく感じた。

10.胸椎を分割した 3 次元筋骨格モデルを用いた
脊柱後弯高齢者の椎間板内圧の検討
秋田大学 大学院 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、島田洋一

【目的】既存の 3 次元筋骨格モデルから，胸椎を分割し精密な筋走行を再現したモデルを新たに作成
し，脊柱後弯者の立位時の全脊柱の椎間板内圧を算出した．【対象】高齢女性 12 名．全脊椎立位側面
X 線で C7 前方偏位 (SVA)を計測し，対象者を正常群 (SVA＜40mm)と後弯群 (SVA≧40mm)の 2 群にわけ
た．【方法】モデル解析ソフト Anybody Modeling System の既存モデルの胸椎を分割し椎間関節を定
義，精密な筋走行を再構築した．このモデルに対象者の全脊椎立位側面 X 線で計測した椎体間の角度
を入力し，椎間板内圧を算出し，正常群と後弯群を比較した．【結果】新モデルにより算出した椎間板
内圧は過去に報告された実測値と高い相関があった (胸椎：r=0.9152，腰椎：r＝0.8083)．算出した椎
間板内圧は，T11/12，T12/L1, L1/2 において後弯群で有意に大きかった (p＜0.04)．【考察】椎間板
内圧は，脊柱後弯により胸腰移行部で増加した．これは椎体への負荷の増大，椎体骨折，脊柱後弯の増
強という悪循環をきたす原因と考えられる．
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11.骨粗鬆症性既存椎体骨折の分布と背筋力，QOL との関連
秋田大学整形外科
◯本郷道生、宮腰尚久、粕川雄司、石川慶紀、工藤大輔、島田洋一

【目的】陳旧性骨折のある患者の骨折数やその分布と背筋力の関係を検討した．
【方法】新鮮椎体骨折がなく，腹臥位不可な症例を除いた 320 例，平均 71 歳を対象とし，椎体骨折の
有無と脊柱アライメント，等尺性背筋力，SF-36，RDQ，日本骨代謝学会 QOL 質問表を評価した．骨折高
位は上中位胸椎(T4-9)，胸腰移行部(T10-L2)，下位腰椎(L3-5)に分け，評価項目に対する椎体骨折数や
骨折高位の影響を解析した．【結果】椎体骨折なし群 158 例，骨折 1 椎群 82 例，2 椎群 31 例，3 椎群
22 例，4 個以上群 27 例での比較において，背筋力は群間に有意差を認め(p<0.001, ANOVA)，骨折なし
群が 13.4±5.7kg，1 椎群 9.6±5.5kg など骨折数が増えるごとに低下した．痛みと日常生活動作の項
目は骨折数が増えるごとに有意に悪化した．高位間比較では，背筋力に差はなく，SF-36 の PCS スコア
で下部腰椎骨折群が他群と比較し有意に低下していた（p<0.001）．
【考察】骨折数が増え後弯が増強するほど QOL や背筋力は低下し，高位別では下部脊椎のアライメン
ト不良により QOL が低下し，これまでの知見を裏付けた．

12.骨粗鬆症性椎体骨折における椎体不安定性評価の有用性
―椎体不安定性による骨癒合判定と骨癒合予測値についてー
松田病院

整形外科１）、岩手県立中央病院

整形外科２）

佐藤光三１）、山田祐一郎１）、○甲川昌和１）、関口拓矢２）

【背景と目的】椎体不安定性による骨癒合判定は一般化しつつあるが、不安定性の数的基準値を明記
している報告は少ない。椎体前縁高での不安定性がそれぞれ 1.0 mm,1.5 mm,2.0 mm 以下で骨癒合と判
断した場合の累積骨癒合率と骨折早期の椎体不安定性による 6 か月後の骨癒合予測値について報告す
る。
【方法】当院の回復期リハビリ病棟へ入院した胸腰椎部の新鮮椎体骨折（陥凹椎を除く）５４椎で
ある。荷重位と非荷重位の側面Ｘ像での椎体前縁高の差を椎体不安定性とし、骨癒合は椎体不安定性
が基準値以下で椎体内亀裂がないものとした。
【結果】骨癒合判定基準による骨癒合率の差は早期に大
きく、経過とともに縮小した。したがって、判定基準値は明記される必要がある。ＲＯＣ解析により、
骨折後５週時の椎体不安定性は前縁高の 2.0 mm 強（座位と側臥位との差）が 6 か月後の骨癒合を中等
度の精度で予測できた。
【結論】椎体不安定性は椎体骨折の治療上有用な指標の一つである。
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13.骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存治療の経年変化
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、澁谷洋平、牧野達夫、金城純人

【目的】骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折の入院保存的治療の内容を 2014～2017 年の 1 年毎に調査した。
【対
象と方法】入院保存的治療を行った 337 例を対象とし,年齢,性別,受傷機転,入院日数, BP または PTH
製剤の治療(入院前後)について調査した。
【結果および考察】以下 2014/2015/2016/ 2017 年で記載す
る。入院症例数は 68/80/84/105 例,平均年齢は 79.6/78.9/80.7/82.5 歳とともに年々増加し,男性:女
性は 17:51/ 20:60/25:59/31:74 といずれも女性が多かった。受傷機転は各年ともに約半数が転倒,約
30%が不明だった。入院日数は 37.8/35.3/42.6/47.5 日と年々増加していた。椎体骨折入院前に BP ま
たは PTH 製剤が行われていた症例は,各年で 19.1/8.8/1.2/ 11.4%と非常に少なかった。入院後は
17.6/32.5/11.9/43.8%の症例において BP または PTH 製剤が行われており,2017 年までに PTH 製剤は
21.9%,BP 製剤は 21.9%と治療導入率は増加したが,十分とは言えなかった。続発骨折や偽関節を防ぐた
めにも入院後の治療の導入は重要である。

14.骨粗鬆症性椎体骨折における厳密な安静管理による
入院保存療法の治療成績
みゆき会病院山形脊椎センター1)、みゆき会病院

整形外科 2)、山形大学医学部整形外科 3)

◯杉田 誠 1)、武井寛 1)、石井淳二 2)、土田浩之 2)、平上健 2)、鈴木真央 2)、高木理彰 3)

【目的】骨粗鬆症性椎体骨折に対する入院保存療法の治療成績について検討すること。
【対象と方法】2015 年 1 月から 2017 年 9 月の間に、入院加療を行った新鮮椎体骨折を対象とした。新
鮮椎体骨折が認められれば即日入院を原則とし、入院後 2 週間まで厳密な安静管理による床上安静と
した。発症後 12 か月での骨癒合獲得率、ならびに骨癒合不全例の特徴につき検討した。
【結果】対象
は女性 122 例、男性 42 例の計 164 例 180 椎体であった。受傷後 1 年で骨癒合が得られたのは 157 椎体
（87.2%）であった。発症から入院介入までに要した期間が長くなるほど、後壁損傷、MRI T2 強調像に
おける低輝度広範囲型である例が増加し、骨癒合完成の不良因子であった。
【考察】本骨折に対し、受
傷早期であるほど後壁損傷、MRI T2 強調画像での低輝度広範囲型は少なく良好な骨癒合が獲得できる
ため、早期診断、早期医療介入が重要である。

18

15.骨粗鬆症性椎体骨折に対する
入院保存療法介入時期の違いによる治療成績について
仙台整形外科病院１）、みやぎ南部整形外科クリニック２）
◯徳永雅子１）、兵藤弘訓１）、佐藤哲朗１）、中川智刀１）、高橋永次１）、高橋良正２）

骨粗鬆症性椎体骨折（OVF）での治療開始時期の遅れが保存療法の治療成績に及ぼす影響について、後
壁損傷の程度に応じて治療を行った症例で検討した。
対象は MRI で新規 OVF（T11—L2）と診断し、1 年目の経過を観察しえた 74 例 76 椎体(1M 未満群:61、
1M 以上群:15)である。入院時の痛み・ADL、椎体変形、後壁損傷の頻度(Neutral CT)では両群間に有意
差はみられなかった。1M 以上群で入院時の Flexion CT での脊柱管内陥入骨片占拠率は 27％と有意に
高く（p＜0.05）
、陥入骨片の不安定性も 8.6％と有意に大きかった（p＜0.01）
。また、1M 以上群では 1
年時で椎体変形が有意に回復し（p＜0.05）
、骨癒合率は 73.3％と有意に低かった（p＜0.05）
。
治療開始が１ヵ月以上と遷延した症例では、後壁の不安定性がより大きく骨癒合率もより低いので、
この点を念頭においた治療が必要である。

16.高齢者の強直性脊椎障害における脊椎骨折の保存療法の経験
仙台整形外科病院
◯徳永雅子、兵藤弘訓、中川智刀、髙橋永次、佐藤哲朗

強直性脊椎障害(ASD)を伴う脊椎骨折は高齢者の軽微な外傷で生じやすく、初診時単純 X 線像では診
断が困難である。また高度の不安定性を伴うため、保存療法では癒合不全や遅発性神経麻痺を高率に
合併し、早期観血的治療が推奨されている。今回我々は高齢者 ASD 骨折の保存療法を後ろ向きに調査
した。

MRI で新鮮骨折と診断された ASD 骨折 21 例のうち保存療法で 6 ヵ月以上経過が追えた 8 例を

対象とした。骨折型は Reverse Chance 骨折：4（例）
、Chance 骨折：3、破裂骨折：1 で、破裂骨折以外
は three－column injury であった。動態 CT による診断では、Neutral CT で棘突起骨折が診断困難で、
Flexion CT で判明したものは 7 例中 5 例であった。骨癒合は 8 例中 7 例で得られ、骨癒合率は 87.5%
であった。動態 CT は three column injury を明瞭化できると考えられた。また高齢者の ASD を伴う脊
椎骨折であっても骨折型を把握した上で保存療法を行えば観血的治療と遜色ない成績が期待できると
考えられた。
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17.超高齢者（85

歳以上）頚椎損傷に対し
観血的治療を行った症例の臨床的検討
大原綜合病院整形外科

◯関根 拓未、佐藤 勝彦
【目的】超高齢者の頚椎損傷に対して観血的治療が行われた症例の臨床的特徴と経過について検討す
る。
【対象と方法】当院で手術が施行された 85 歳以上の超高齢者頚椎損傷 5 例における臨床的経過に
ついて検討した。
【結果】受傷機転はいずれも低エネルギー外傷で、C2 骨折 2 例、C5/6 椎体・椎間板
損傷、C6/7 片側椎間関節脱臼、C6/7 椎体・関節突起骨折後の遅発性局所後弯変形が 1 例ずつであっ
た。全例で頭部と顔面に挫創や打撲痕が存在し、高度な頚部痛と可動域制限が認められた。画像所見
では、3 例で損傷高位の頭尾側に骨性強直が認められた。手術は全例に instrumentation 併用後方除
圧固定術を施行した。退院時の転帰は、5 例中 4 例は術後平均 4.8 週で退院または転院して損傷前
ADL に復帰したが、残り 1 例は併存疾患の悪化により術後 4 ヶ月目に死亡した。
【考察と結論】超高齢
者においても、リスクを十分に評価した上での観血的治療が無事に施行されれば、術前 ADL の維持が
可能である。

18.腰椎側方進入椎体間固定術症例に対する骨粗鬆症治療成績
－テリパラチド，デノスマブ単独療法とデノスマブ，テリパラチド併用療法の比較検討－
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、宮一雄、金野大地、土井田稔

【目的】高齢者の脊椎固定術は，内固定金属の緩みや固定椎体・固定隣接椎体骨折，骨癒合遷延が危惧
され，骨粗鬆症薬物療法は必須である．当院における腰椎側方進入椎体間固定術（LLIF）症例に対して
各種骨粗鬆症治療薬を単独もしくは併用投与し，その骨代謝に与える影響について検討した．
【対象と方法】LLIF と後方固定術を施行し，1 年以上経過観察した 83 例（男性 30 例，女性 53 例，平
均年齢 69.6 歳）を薬物治療無し群 15 例，テリパラチド単独投与群 28 例，デノスマブ単独投与群 5 例，
デノスマブ，テリパラチド併用投与群 35 例の 4 群に分け比較検討した．単独投与は術前 3 ケ月前から
とし，併用群はデノスマブ投与後 1 カ月後にテリパラチドを開始とし術前に 2 カ月間投与した．術前，
術後 6 カ月，1 年，2 年で DEXA 法による大腿骨頚部 BMD，YAM 値，骨代謝マーカーとして P1NP，TRACP5b を評価した．
【結果】大腿骨頚部 BMD および YAM 値は群間に有意差はないものの，薬物治療群で経時
的に上昇した．テリパラチド単独群において P1NP が術後有意に上昇し、経過で維持していた．
【まとめ】テリパラチド/デノスマブの単独/併用投与ではいずれも経時的に骨密度の上昇を認めたが，
併用投与の優位性は認めなかった．
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19.Balloon Kyphoplasy 後の遅発性セメント逸脱例の検討
仙台整形外科病院

◯兵藤弘訓、徳永雅子、中川智刀、高橋永次、佐藤哲朗

【目的】遅発性セメント逸脱の危険因子を検討すること．
【対象】2011 年から骨粗鬆症性椎体骨折に対し BKP 56 例を行い、セメントが逸脱したのは 5 例であ
る．
【方法】BKP 術後 1 年以上経過したセメント非逸脱 43 例を比較対照とし、セメント逸脱の 5 例と比
較検討した．セメント逸脱の定義を前方逸脱は Flexion CT(Sag.)でセメントの 1/2 以上が隣接椎体前
縁を超えたもの、後方逸脱はセメントが脊柱管内に逸脱したものとした.【結果】有意差が見られたの
は、男性、発症から BKP までの期間、コルセット装着や ADL 制限のコンプライアンスの低下、Denis
type C、強直椎最下端骨折、尾側終板の欠損または断片化であった．
【結語】損傷高度のアリゲーター
マウスや頭側および頭尾側の終板損傷はセメントが逸脱する傾向ではなかった。遅発性にセメントが
逸脱する骨折型は、尾側終板が損傷した Denis Type C、強直椎最下端骨折に見られる傾向であった．

20.骨粗鬆症性椎体骨折を合併した黄色靭帯骨化症の手術成績
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

◯粕川雄司、宮腰尚久、本郷道生、石川慶紀、工藤大輔、飯田純平、佐藤千晶、島田洋一

【目的】胸椎黄色靭帯骨化症（OLF）に後縦靭帯骨化（OPLL）または骨粗鬆症性椎体骨折（VF）を合併
した例の手術成績を OLF 単独例と比較した。
【方法】胸椎 OLF 手術例 40 例を、OLF 単独の 23 例、OPLL
を合併した 12 例、VF を合併した 5 例に分け、術式、術前後 JOA スコア、術後歩行状態を調査した。
【結果】術式は、OLF 単独の OLF 群は椎弓切除 20 例、除圧固定術 3 例、OPLL 群と VF 群は全例除圧固
定術であった。JOA スコアは、術前 OLF 群 5.5、OPLL 群 3.5、VF 群 3.0 と VF 群は OLF 群に比べ低値（P
＝0.03）で、術後 VF 群 4.0 は OLF 群 9.0 と OPLL 群 7.8 に比べ低値（P＜0.01）であった。術後 OLF 群
23 例、OPLL 群 10 例が歩行可能となったが、VF 群は全例歩行不能であった（P＜0.01）
。
【結論】同一椎
間に OLF と VF が合併すると、JOA スコアが低く歩行不能であった。
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21.骨粗鬆症性椎体骨折を伴う脊柱変形に対する治療成績
国立病院機構盛岡病院

整形外科

◯大山素彦、本田剛久、佐藤研友

椎体骨折による後弯変形を伴う脊柱変形に対して手術治療を行い、最低２年以上経過観察し得た 13 症
例を対象とした。平均年齢 74.5 歳、全例女性、大腿骨 BMD0.50g/㎠であった。骨折椎体は T11 から L5
にわたり、複数椎体が骨折したものが 5 例であった。手術は骨切りを併用した矯正を必要としたもの
が 10 例、UIV は胸椎 11 例、腰椎 2 例、尾側は全例 S2SAI であった。平均手術時間は 508 分、術中出血
量 1216ml、合併症として感染 3 例、硬膜損傷 1 例、ロッド折損 2 例であった。SF-36 および SRS-22 で
はすべての項目で改善を認め、satisfaction は 4.2 であった。椎体骨折を伴う脊柱変形は局所での後
弯変形が強く、ほとんどの症例で骨切りおよび長範囲の固定が必要であった。その結果、長時間の手術
となり、出血量も多く、高齢者にとっては非常に高侵襲ではあるが、術後成績は良好で満足度も高かっ
た。

22.骨粗鬆症性椎体骨折後後弯症に対する
後方短縮骨切り術と前後合併術の検討
新潟市民病院整形外科

◯湊圭太郎、澤上公彦、八幡美緒、石川誠一

はじめに：骨粗鬆症性椎体骨折後後弯変形（OPK）に対して当科で施行した後方椎体骨切り術（P 群）
、
前後合併群（AP 群）について術後成績を検討した。
方法：2008 年から 2017 年における 26 例（男性 34％、平均年齢 72.5 歳）を対象とした。P 群 16 例、
AP 群 10 例だった。術前後の矯正角度、術後-最終観察時の矯正損失、SVA、隣接椎体新規骨折、スクリ
ューのゆるみ、歩行機能、合併症について比較した。
結果：P 群、AP 群において矯正角度（22.7 度/16.4 度）
、矯正損失（9.0 度/3.6 度:p
<0.01）
、SVA 術前（73.2/85.1）
、術後（36.6/54.2）
、最終（109.4/80.2）だった。隣接椎体骨折は（3/2）
例、スクリューのゆるみは（3/1）例、歩行機能が低下した例は（3/2）例だった。合併症は P 群で術後
血腫、せん妄、貧血、気胸、AP 群で気胸を 1 例ずつ認めた。
まとめ：AP 群で矯正損失が有意に少なかった。強固な前方支柱再建が局所後弯の維持に有効と考えら
れた。
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23.アライメント不良を伴う骨粗鬆症性椎体圧潰の手術法の検討
新潟中央病院

整形外科

脊椎・脊髄外科 1）、魚沼基幹病院

整形外科 2）

◯渋谷洋平 1）、勝見敬一 2）、山崎昭義 1）、和泉智博 1）、牧野達夫 1）、金城純人 1）

【目的】アライメント不良(SVA≧80mm)を伴う骨粗鬆症性椎体圧潰に対する後方固定併用椎体形成術
(VP 群)と後方椎体短縮術/置換術(O 群)の画像と患者立脚型指標を用いた臨床成績を検討した。
【方法】
VP 群 19 例(平均 78 歳)、O 群 11 例(74 歳)を比較した。
【結果】術前 SVA は共に 114mm で差はなかった。
以下(VP 群：O 群)で表記。手術時間(237：328)分、出血量(343：1787)ml と VP 群で少なかった。局所
後弯角矯正角は (13.8：24.2)度と O 群で大きく、矯正損失は(8.8：4.5)度と O 群で少なかった。術後
SVA は(152：137)mm と差はなかったが、VP 群のみ術前から有意に悪化していた。骨癒合率、続発骨折
発生率の差はなく、全例歩行可能だった。JOABPEQ の獲得点数は疼痛(30：31)、腰椎機能(39：13)、歩
行機能(30：36)、社会生活(35：26)、心理的(21：19)と差はなかった。
【結論】O 群は局所アライメン
トを改善し、グローバルアライメントを維持できた。しかし、臨床成績は差がなく、患者の全身状態に
よっては低侵襲な VP が有用と思われた。

24.弘前大学整形外科関連施設における手術登録の現状と
脊椎脊髄病手術の検討―青森県内 2016－2017 年―
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】2016 年より弘前大学整形外科関連施設によるインターネット上の手術登録が開始された。本
調査の目的は、2016 と 2017 年における青森県内の脊椎脊髄病手術を集計し、男女年代別の傾向を検討
することである。
【対象と方法】青森県内の弘前大学整形外科関連施設から 2016、2017 年の 2 年間に
登録された整形外科手術は 17,527 件であった。この内、脊椎脊髄病の手術は 2,796 件であった。男女、
年代別の手術件数、手術レベル、傷病を検討した。
【結果】男性で 1,668 件、女性で 1,128 件の手術が
行われていた。年代別では 70 代が 852 件と最多で、60 代 758 件、50 代 402 件が次いだ。レベルは腰
椎が 1,845 件と最多で、女性 10 代を除く、男女全ての年代で変性疾患に対する手術が最も多く、男性
では 60 代、女性では 70 代にピークを認めた。
【考察】女性よりも男性において変性疾患に対する手術
を受ける患者がより若年で増加していた。高齢者の社会参加に脊椎脊髄病治療が果たす役割を今後検
討していく必要がある。
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25.脊椎外科レジストリの有用性と問題点
岩手医科大学整形外科
村上秀樹

多施設研究は、個々の研究機関の特徴や研究者の主観によるデータの偏りが少なく研究の質が高まる
といわれており、昨今、大規模な患者レジストリを集計、分析することによる臨床研究が多く行われて
きている。一方、多施設研究では、研究協力施設間のデータの精度や解釈の相違によりデータの質の低
下が生じる可能性があるため、多施設から収集するデータは標準化され同様の調査項目や形式に統一
される必要がある。また、施設ごとに倫理審査委員会に申請する際の煩雑さや研究対象者から同意を
得ることの難渋さなども問題となる可能性がある。脊椎外科関連の患者レジストリとしてすでにいく
つかの関連学会が施行、または施行予定となっているが、本研究会で患者レジストリを開始する場合
にはそれら他学会・研究会のレジストリにも対応できるようなものにしていく必要があると考える。
今回は、本研究会主導の東北地区脊椎外科レジストリの有用性と問題点について整理し、実施する必
要性について検討する。

26.Akita Spine Group の発足とこれまでの活動状況
秋田大学大学院整形外科学

◯宮腰尚久、小林孝、奥山幸一郎、石河紀之、鈴木哲哉、粕川雄司、島田洋一

われわれは、多施設研究と教育を目的として、2007 年に Akita Spine Group(ASG)を立ち上げた。発足
以降、症例登録を続けてきたが、このデータは、ASG のメンバーであれば誰でも制限なく使用すること
ができる。主なメンバーは、月 1～2 回のミーティングで、現在の研究や今後の活動についての意見を
交換している。このような活動の結果、大学外においても質の高い研究が可能となり、ASG 発足前より
も、関連病院から主要な学会で採択される演題数が増加した。さらに、症例登録により、秋田県内の脊
椎脊髄手術の変遷がより詳しく把握できるようになった。また、ASG では、若手医師に対する教育にも
力を入れている。直近に各病院で経験した症例をもとに、ASG のメンバーによる基本的な診断方法や手
術手技についての症例検討会を、卒後 3 年目以降の整形外科医を対象として、月 1～2 回、開催してい
る。
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27.山形県における脊椎手術レジストリの現状
山形大学医学部附属病院＊、Yamagata Spine Conference

◯橋本淳一＊、林 雅弘、伊藤友一、尾鷲和也、武井 寛、笹木勇人、千葉克司、内海秀明
杉田 誠、長谷川浩士、山川淳一＊、岩崎

聖、鈴木智人＊、嶋村之秀＊、赤羽

武＊

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針や、臨床研究法等、昨年より研究の質や透明性を高める
動きが拡散している。脊椎外科医が、患者の生活の質の向上を目的とした手術に関して臨床研究を行
う場合、手術症例登録、目的症例の抽出・調査から臨床研究が立ち上がり、結果を学会や論文で公表す
るという流れがあるが、各病院間で同じ意識で行われているとはいえない。今回、当大学関連病院のう
ち、脊椎外科専門医が所属し定期的に脊椎手術を施行し臨床研究を行っている病院を対象として調査
を行った。手術症例の登録は、情報管理が個人データ管理によることが多く、厳密に行われてはいなか
った。臨床研究に関して、患者から同意を得ている施設は少なく、また倫理審査委員会が院内に存在す
る病院は多いが、審査を受けるかどうかの意思や審査方法は多様であった。以上より今後は、質の高い
臨床研究の活性化を目的とした倫理的な規制が必要であると思われた。

28.東北大学脊椎外科懇話会手術登録
東北大学脊椎外科懇話会

◯相澤俊峰、国分正一、佐藤哲朗、田中靖久、笠間史夫、村上栄一、小澤浩司、兵藤弘訓
古泉豊、両角直樹、星川健、川原央、小川真司、日下部隆、中川智刀、橋本功、菅野晴夫

東北大学脊椎外科懇話会（Tohoku University Spine Society=TUSS）では、1988 年から全関連病院、
全例登録の東北大学脊椎外科懇話会手術登録（TUSS Spine Registry）を行っている。登録するデータ
は施設名、ID ナンバー、在住県、性別・年齢、病名、手術高位、術式のみである。毎年エクセルデー
タとして収集し、東北大学にある事務局で保管する。このデータを用いて研究したいという場合には、
懇話会の幹事会の承認の上、データの使用を許可している。2016 年までに 72,325 件が登録され、約 30
年の縦断的なデータを有する。このデータを用いて、これまで多くの学会発表、邦文・英文の論文を発
表してきた。本手術登録について紹介する
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29.福島県における脊椎外科手術レジストリの現状
福島県立医科大学整形外科学講座

◯二階堂琢也、大谷晃司、渡邉和之、加藤欽志、小林洋、矢吹省司、紺野愼一

福島県立医科大学整形外科と関連病院 22 施設（県内 20 施設、県外２施設）の昨年度の総手術件数は
13,702 件（うち大学病院 1,019 件）であった．そのうち、脊椎手術は 1,370 件（うち大学病院 237 件）
で、定時枠で脊椎手術を実施している施設は 7 施設であった．その 7 施設での脊椎手術件数は 1,245
件で、脊椎手術全体の 91%を占めていた．これまで福島県では、脊椎外科手術のレジストリを実施して
いない．各関連病院での手術件数は把握しているが、その詳細は不明である．今後、東北の脊椎外科レ
ジストリ構築に向けて、福島県の脊椎外科レジストリの構築が必要である．課題としては、各施設での
レジストリに関する医師の負担が少なくないことが挙げられる．レジストリの内容や方法を十分に検
討し、できる限り簡便化することが望ましい．さらに、脳神経外科を含む、福島医大整形外科関連施設
以外で行われている脊椎手術に関しては把握が難しいという問題点がある．

30.新潟脊椎外科研究会手術症例登録の現状と問題点
新潟大学大学院整形外科
新潟脊椎外科研究会

◯平野 徹、渡邊慶、 新潟脊椎外科研究会

【背景と目的】新潟脊椎外科研究会では、2014 年より手術症例登録を開始した。調査項目は、基本情
報、診断、手術情報、合併症、併存症、前処置などである。現状と問題点を検討した。【方法】件数、
部位、疾患、年齢分布、調査項目の記載率を調査した。
【結果】手術件数は年間 3,500～3,800 件、部位
は腰椎 60%、頚椎 20%、胸椎 7-8%、診断は、変性疾患 75%、外傷 10%程度、腫瘍、変形、感染、靱帯骨
化が 3-5%であった。年齢は 70-79 歳が 30%、60-69 歳が 25%、80 歳以上、50-59 歳が約 15%だったが、
後 2 年では前 2 年に比べ 80 歳以上の割合が有意に高かった。項目別の記載率は、併存症や前処置で
75-80%と低かった。
【考察】データから手術数、疾患、年齢などの傾向が把握できたが、合併症や併存
症はその定義や手術への影響が不明な項目もあったためか、記載率が低値であった。有用なレジスト
リとするためには、利用目的を明確にし、定義が明瞭で意義があるとのコンセンサスが得られた項目
の設定が重要である。
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31.成人脊柱変形手術における
多椎間 PLIF 単独と LIF 併用の出血量比較
秋田厚生医療センター

◯木下隼人、小林 孝、阿部利樹、菊池一馬、木村竜太、村井 肇、小西 奈津雄、阿部栄二

【背景】成人脊柱変形（ASD）手術における多椎間 PLIF 単独と LIF 併用の出血量について，比較・検
討した。
【対象と方法】2011 年から 2018 年までに当院で施行した ASD 手術を多椎間 PLIF 群（P 群．
n=33）および LIF 併用群（L 群．n=71）に分けた．術中出血量，輸血量を調査し，総出血量を術前と術
後 4 日目の Ht 値を基に Gross の式より算出し，hidden blood loss(HBL)=総出血量＋輸血量－術中出
血量で計算した．
【結果】総出血量（p=0.0263）
，術中出血量（p=0.0003）および輸血量（p=0.0002）は，
P 群が L 群より有意に多かった．
【考察】LIF 併用の ASD 手術は，多椎間 PLIF よりも出血量が少なく，
輸血量も抑えることができ，低侵襲な手術手技であることが示された．
【結語】ASD 手術において，LIF
併用は多椎間 PLIF 単独よりも出血量および輸血量を抑えた．

32.側方進入腰椎椎体間固定術における
コラーゲン使用人工骨の有効性と混合率の検討
新潟大学地域医療教育センター

魚沼基幹病院

整形外科 1)

新潟大学医歯学総合病院 整形外科 2)、新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター3)

◯勝見敬一 1)、平野徹 2)、渡辺慶 2)、大橋正幸 2)、庄司寛和 2)、溝内龍樹 2)、若杉正嗣 1)
牧野達夫 1,3)、遠藤直人 2)

【目的】成人脊柱変形に対する側方椎体間固定(LIF)術に,我々はコラーゲン使用人工骨,リフィット
(RF)を自家骨と併用している.RF の有効性と適切な混合率を検討した.【対象と方法】3 椎間以上の LIF
併用固定術を施行し,1 年以上観察した連続 25 例を対象とした.男性 8 例・女性 17 例,年齢 68 歳,観察
期間 20 か月,総固定椎関数 8.2 椎間,LIF 椎間数 3.2 椎間であった.自家骨と RF を各 1cc とし以下の混
合率のケージを用いた (各ケージは 4cc).RF75%(R75)(RF/自家骨/RF/RF),RF50%集約(R50C)(自/自
/R/R),RF50%モザイク(R50M)(R/自/R/自),RF25%(R25)(自/自/R/自).ケージ癒合は屈曲位・伸展位 CT に
て判定した.【結果】術後 1 年骨癒合は 69%,混合率別では R75(61%),R50C(90%),R50M(67%),R25(70%)で
あり,RF50C を除くと骨癒合は混合率に反比例傾向であった.術後 2 年骨癒合は 85%,混合別では
R75(77%),R50C(100%),R50M(85%),R25(87%)であり,R50C が高く R50M は R25 と同等であった.有害事象
はなかった.【考察】骨癒合率は術後 1 年で 69％だが 2 年で 85%と高率に得られた.骨癒合率と RF 混合
率は反比例したが,混合率 50%以上でも十分骨癒合が期待できると思われた.
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33.成人脊柱変形に対する
広範囲矯正固定術後の L5-S1 高位ロッド折損の検討
岩手医科大学整形外科

◯金野大地、村上秀樹、遠藤寛興、山部大輔、及川諒介、千葉祐介、土井田稔

【目的】ASD に対する広範囲矯正固定術後に多く認められる L5-S1 高位のロッド折損対策について検
討した。
【対象と方法】L5-S1 の上下椎間関節突起の切除を最小限にして、両側から椎間スペーサーを
設置し、かつ Ti 製（径 6.0mm）ロッドを使用した症例を改良法（16 例）とし、片側から 1 ヶ所の椎間
スペーサーと CoCr 製（径 5.5mm）ロッドを使用した従来法（16 例）と比較した。検討項目はロッド折
損、術後の S1・S2AI スクリューの loosing、L5-S1 骨癒合、術前後 L5-S1 局所前弯角の変化とした。
【結果】ロッド折損は改良法 1 例、従来法 4 例であり、S1・S2AI スクリューの loosing は改良法 3 例、
従来法 5 例、L5-S1 の術後 1 年時の骨癒合は改良法 15 例、従来法 10 例であった。局所前弯角は改良法
では術前 6.7、術直後 10.8、術後半年 10.6、1 年 8.8、従来法では術前 7.4、術直後 12.1、術後半年
11.0、1 年 9.8 であり、有意な差はないもの、術後 1 年での矯正損失傾向を認めた。
【結論】改良法は
従来法と比較し有意差はなかったが、骨癒合率は上昇しロッド折損率は減少傾向であった。

34.側方進入腰椎椎体間固定術後の固定隣接椎間における
椎間板と椎間関節変性
岩手医科大学整形外科

◯千葉佑介、村上秀樹、遠藤寛興、山部大輔、宮一雄、金野大地、土井田稔

【目的】側方進入腰椎椎体間固定術（LLIF）後における、固定隣接椎間の椎間板と椎間関節変性が隣接
椎間障害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PPS固定術を行
った39例を対象とし、術後1年、2年時点にASDの有無を確認して２群に分類した。それぞれの固定隣接
椎間の椎間板変性をMRIによるPfirrmann分類、椎間関節変性をCTによるPathria分類に基づいて評価し、
比較検討した。【結果】ASD(+)群は17例、ASD(-)群は22例であった。椎間板変性に関してはいずれの観
察時にも両群間に有意差は認めず、有意な変性の進行もみられなかった。椎間関節変性に関してはASD
（+）群において術後1年時点で有意に変性が進行していた（p<0.05）。【考察・まとめ】固定隣接椎間
板変性の評価では、ASDとの関係を見いだせなかった。既にgradeの高い椎間板の変性を有しているこ
とに起因すると考えられた。固定隣接椎間関節の変性の進行と、ASDとの関連が示唆された。
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35.L4/5 単椎間の腰椎椎体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

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、渋谷洋平、牧野達夫

【目的】第 4 腰椎変性すべり症に対して施行した L4/5 単椎間の腰椎椎体間固定術後の隣接椎間障害
(以下,ASD)について検討することである。
【対象と方法】2009〜2015 年の間に手術を施行し術後 2 年以
上の経過観察をした 187 例とした.ASD は術後下肢神経症状を呈し再手術となった症例とし,ASD 群(A
群 15 例)および非 ASD 群(N 群 172 例)に分けて比較検討した.【結果】A 群:N 群において,平均年齢
(72.2:66.9)は A 群で有意に高く,術前 disc vacuum(有/無 11/4:68/104)は A 群で有意に多く,術前椎間
板変性度（Pfirrmann grade1/2/3/4/5→0/3/6/4/2:9/74/71/17/1）は A 群で有意に高かった.性別(男
性/女性→5/10:51/121),隣接椎間の除圧(有/無→6/9:69/103),術前腰椎前弯角(34.7:36.3),術前隣接
椎間不安定性(有/無→3/12:9/163),術前 facet OA(Pathria grade0/1/2/3→0/7/7/1:43/81/46/2)おい
て両群間に有意差はなかった.【考察】ASD 発生の危険因子として高齢および術前隣接椎間板変性度の
高さが関与している.

36.当院の頚椎後方固定術における外側塊スクリューの使用経験
秋田労災病院整形外科１）、秋田大学大学院整形外科２）

◯木戸忠人１）、奥山幸一郎１）、笠間史仁１）、関 展寿１）、加茂啓志１）、佐藤千恵１）
千葉光穂１）、宮腰尚久２）、島田洋一２）

【はじめに】頚椎後方固定術におけるインスツルメントとして、椎弓根スクリュー（PS）と外側塊スク
リュー（LMS）がある。それぞれ利点、欠点を有しているが、LMS が比較的安全性が高いといわれてい
る。
【目的】頚椎後方固定術における LMS の使用結果について検討すること。
【対象】当院で頚椎後方
固定術を行い、LMS を使用した 10 例を対象とした。男性 7 例、女性 3 例、平均年齢 66 歳（45−82 歳）
。
疾患は頚椎症性脊髄症 4 例、脱臼骨折 2 例、関節リウマチ 1 例、頚椎 OPLL1 例、転移性胸椎腫瘍 2 例
であった。
【結果】使用した LMS は C3 に 8 本、C4 に 8 本、C5 に 12 本、C6 に 14 本、C7 に 4 本の合計
46 本であった。全例で椎骨動脈損傷や神経根損傷はみられなかった。1 本で外側塊骨折をきたした。
現在までインスツルメントの折損は認めていない。
【まとめ】十分な術前計画が必要であることは勿論
であるが、LMS は頚椎後方固定術において有用なツールの一つである。
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37.環椎後弓低形成を伴う環軸関節亜脱臼により頚髄症を呈した１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、岩渕 真澄、福田 宏成、富永 亮司、白土 修

【はじめに】環椎後弓低形成を伴う環軸関節亜脱臼により頚髄症を呈した 1 例を経験したので報告す
る.【症例】64 歳男性【現病歴】4 ヶ月前、起床後の洗面動作時、突然四肢麻痺が出現したが数時間で
自然回復した.前医で環軸椎不安定症による頸髄症と診断され保存的治療を受けるも、四肢のしびれや
巧緻機能障害,歩行障害が残存するため、当科紹介となった.【現症と画像所見】四肢の深部腱反射亢進
と感覚障害を認めた.環椎後弓低形成に伴う環軸椎亜脱臼（環軸歯突起間距離 7mm,有効脊柱管前後径
10mm）が認められ、それによる脊髄の圧排が顕著であった.【手術法】術中 CT ナビゲーション下に
Harms(Tan)法、すなわち C1 外側塊スクリューと C2 椎弓根スクリューを用いた後方固定術を行った．
術中にスクリューとロッドよる整復操作を行う事で良好な整復位が得られた.術後半年の現在、骨癒合
は完了している。四肢の軽度しびれは残存するが、歩行障害と巧緻機能障害は消失した．【考察】環椎
後弓低形成に伴う頚髄症は、比較的稀な疾患である。本症例は、環軸関節亜脱臼を併発していた.治療
は、原則として手術が適応である。C1-2 後方固定術の中で、最も強固な術式である Harms(Tan)法を施
行し、結果は良好であった。確実な整復位が得られれば、必ずしも後弓切除の必要性は無いと考える.

38.幼児環軸関節亜脱臼の治療経験 - 一例報告 福島県立医科大学

整形外科学講座

◯草野敬悟、渡邉和之、小林洋、加藤欽志、二階堂琢也、大谷晃司、矢吹省司、紺野愼一

今回我々は、精神発達遅滞・多発奇形を有する幼児の環軸関節亜脱臼の一例を経験したため報告する。
症例は 2 歳男児である。原因不明の精神運動発達遅滞、floppy infant のため未定頸で、自立歩行は不
能である。既往歴として慢性呼吸不全、右股関節脱臼、神経因性膀胱、胃食道逆流症がある。前医で撮
像された頸椎 MRI で環軸関節亜脱臼が指摘され、当科へ紹介となった。当科初診時は四肢の自動運動
は認められたが、立位、座位保持は困難であった。上下肢の深部反射が両側上下肢で亢進していた。頸
椎 MRI では環軸関節亜脱臼と脊髄圧排所見が認められた。以上から環軸関節亜脱臼とそれに伴う頚髄
症と診断し、手術を施行した。手術は環椎後弓切除、後頭骨－C2 固定術を行った。C2 には lamina screw
を挿入した。左腸骨から採骨して自家骨移植を行った。術後は特に合併症なく経過した。頭蓋骨から
C2 までの固定性は良好であった。幼児環軸椎亜脱臼に対して本術式は有用である。
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39.術中 CT ナビゲーションが有効であった脊椎腫瘍症例の検討
弘前大学整形外科

◯浅利享、和田簡一郎、熊谷玄太郎、工藤整、大鹿周佐、竹内政道、松本健太郎、石橋恭之

【背景】脊椎手術において、特に脊椎周囲へのスクリュー刺入の際や骨形成異常に対しての術中 CT ナ
ビゲーションの有効性が報告されているが、脊椎腫瘍切除に関する報告は多くない。
【目的】術中 CT ナ
ビゲーションを使用し切除した脊椎腫瘍症例を検討し報告することである。
【症例】症例は術後 3 ヶ月
以上経過観察可能であった 4 例（全例男性）で、軟骨肉腫 1 例、類骨骨腫 2 例、骨芽細胞腫 1 例であ
っ た 。 手 術 は 術 中 CT ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 使 用 下 に 腫 瘍 を 切 除 し 、 脊 柱 再 建 が 必 要 な 症 例 で は
instrumentation を行った。全例において最終観察時に再発を認めなかった。
【考察】脊椎腫瘍手術に
おいては、術中に適切な切除範囲を判断することが難しく、切除不足よる再発が問題となる。術中 CT
ナビゲーションの使用は、切除不足と同時に過切除も防ぐことができ、低侵襲化に寄与すると考えら
れた。

40.転移性髄内腫瘍の治療経験 -1 例報告福島県立医科大学

整形外科学講座

◯國島 麻実子、渡邉 和之、小林 洋、加藤 欽志、二階堂 琢也、大谷 晃司、矢吹 省司、紺野 愼一

【背景】転移性髄内腫瘍は非常にまれな疾患で、その詳細は不明な点が多い。今回、対麻痺にて発症し
た転移性髄内腫瘍の症例を経験したため報告する。
【症例提示】症例は 38 歳女性である。当院初診の 2
日前に腰痛と両下肢の麻痺が出現して立位困難となり、前医へ救急搬送された。腰椎 MRI にて脊髄円
錐上部の髄内に腫瘍性病変が認められ、当院へ紹介された。当科初診時、左下肢で腸腰筋以下 MMT 上 2
程度の筋力低下が認められた。知覚は痛覚触覚が両下肢全体で脱失し、深部反射は両側 PTR．ATR とも
消失していた。髄内腫瘍による対麻痺と診断し、待機手術を予定した。入院 8 日後、両下肢の筋力が
上 MMT 0-1 と低下したため、同日緊急で髄内腫瘍切除術を施行した。病理所見からは癌転移が疑われ
た。全身検索の結果、原発は肺腺癌と診断された。
【考察】手術後に肺腺癌の脊髄内転移と診断した一
例を経験した。髄内腫瘍の鑑別診断には転移性腫瘍の可能性を考慮する必要がある。
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41.腰椎砂時計腫術後 15 年で頚椎砂時計腫を発症した１例
福島県立医科大学

整形外科学講座

◯結城拓也、渡邉和之、大谷晃司、小林洋、加藤欽志、二階堂琢也、矢吹省司、紺野愼一

脊髄腫瘍における砂時計腫の割合は２割程度と報告されている。一方、砂時計腫が異なる高位で発生
した報告は、我々が渉猟し得た範囲では過去に１例の報告があるのみである。今回我々は、腰椎砂時計
腫術後 15 年で頚椎砂時計腫を発症し、手術に至った症例を経験したので報告する。症例は８３歳男性
である。15 年前に腰椎砂時計腫 Eden type Ⅲの診断で腫瘍摘出術を施行され経過観察中であった。今
回、左上下肢の筋力低下と歩行障害が出現したため当科を受診した。
頚椎 MRI にて、C2/3 高位で硬膜内から左椎間孔部にかけて T1 強調像で低信号、T2 強調像で高信号の
占拠性病変が認められた。

頚椎砂時計腫 Eden Type Ⅱによる頸髄症と診断し、手術を施行した。術

後、左上下肢の筋力低下と歩行障害は改善し、術後７週で退院した。
病理診断は Schwannoma であった。

42.頚髄髄内腫瘍の髄外発育に対し椎弓切除・硬膜形成のみで
症状が改善し、9 年間経過した症例
自衛隊仙台病院整形外科 1） 松田病院整形外科 2）

◯遠藤想 1）、甲川昌和 2）、松田倫政 2）、笠間史夫 2）

【症例】65 歳男性。2 年前より両足趾のｼﾋﾞﾚ感で発症、徐々に範囲が拡大、不安定歩行となった。初診時、両
側剣状突起以下にｼﾋﾞﾚ感・足底の知覚脱失・下肢腱反射亢進・痙性歩行を認め、不全対麻痺状態であった。
MRI で C7-Th1 高位脊髄背側に T1 強調像で iso、T2 強調像で low、均一に造影される腫瘍を認めた。CTM
再構成像で、腫瘍頭側は境界不明瞭だが、尾側は CSF cap sign を認め、髄内腫瘍の髄外発育と診断した。
C6-Th1 を椎弓切除し、硬膜を切開して腫瘍を露出させた。腫瘍は腹側で頚髄と癒合しており、剥離不能であ
った。腫瘍は切除せず、人工硬膜で余裕を持たせて硬膜を形成・修復した。術後、症状改善し、花栽培農家と
して復帰した。頚椎術後 9 年経過した現在も、以前の農業に従事しており、ADL は良好に保たれている。
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43.胸椎硬膜外に発生した血管脂肪腫の１例
岩手医科大学整形外科学講座

◯宮 一雄、遠藤 寛興、千葉 佑介、山部 大輔、村上 秀樹、土井田 稔
【目的】胸椎硬膜外に発生したまれな血管脂肪腫を経験したので報告する．
【症例】54 歳男性．臍部以下，両下肢にかけての痺れ，脱力を主訴に前医を受診．精査にて T8-9 高位
硬膜背側に腫瘍性病変を認め手術目的に当院へ紹介となった．
MRI では T1 強調画像にて高信号領域内に点状陰影を示す腫瘍性病変を認め，硬膜管は腹側に著明に圧
排されていた．T7-9 左側椎弓切除後に腫瘍を全摘出した．腫瘍と硬膜の癒着は認めず，一塊として全
摘出が可能であった．術直後より下肢痺れの軽減と筋力低下の回復を認め，独歩安定し自宅退院とな
った．病理組織検査では，大小拡張血管の増生と，その周囲に成熟脂肪組織を認め，血管脂肪腫との診
断であった．
【考察】血管脂肪腫は四肢皮下組織や筋肉内に好発するが，脊柱管内発生の報告は少なく，
全脊髄腫瘍中 0.14％～1.2％とされている．MRI にて特徴的な画像所見を呈し，硬膜背側に発生する非
浸潤型腫瘍は全摘出が可能で予後良好との報告が多い．本症例も諸家の報告と同様に一塊に摘出可能
であり，術後経過も良好であった．

44.軽度腰椎変性すべり症に対する PLIF と ME-MILD の比較：
術後 5 年以上での長期成績
秋田厚生医療センター整形外科１）秋田大学整形外科２） 札幌医科大学整形外科３）秋田労災病院整形外科４）

◯木村竜太 1)、宮腰尚久 2)、吉本三徳 3)、本郷道生 2)、粕川雄司 2)、小林孝 1)、阿部利樹 1)、菊池一馬 1)
奥山幸一郎 4)、木戸忠人 4)、廣田亮介 3)、濱田修人 3)、千葉光穂 4)、阿部栄二 1)、山下敏彦 3)、島田洋一 2)

【目的】単椎間の軽度腰椎変性すべり症に対する PLIF と ME-MILD の術後臨床成績と再手術率を，術後
5 年以上の長期経過例で比較した．
【方法】対象は，軽度腰椎変性すべり症 116 例（PLIF(P)群 79 例，
ME-MILD(M)群 37 例）
，術式は施設ごとで決定した．検討項目は，手術時間，出血量，周術期合併症，5
年以上フォローアップ可能だった例における術前後の SF-36，JOA スコア，術後の JOABPEQ，VAS，ZCQ
である．
【結果】P 群が M 群に対し有意に手術時間が長く，出血量が多かった．周術期合併症は P 群 3
例，M 群 2 例認めた．78 例（P 群 50 例，M 群 28 例）で 5 年以上のフォローアップが得られた．SF-36
と JOA スコアは同等に改善、術後の JOABPEQ，VAS，ZCQ に群間の有意差は認めなかった．再手術率は P
群 8%，M 群 7%で有意差は認めなかった．
【考察】脊椎手術の低侵襲化により，固定術と除圧術の長期成
績の差は縮小している可能性がある．
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45.腰椎変性疾患に対する徳島大式，経椎間孔アプローチ PED の
導入後，短期治療成績の検討
独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院整形外科

脊椎内視鏡センター

◯山屋誠司、古泉豊、芦名善博、須田英明、八幡健一郎、田村則男、川原央、両角直樹
大出武彦、国分正一
演者は，日本脊椎脊髄病学会クリニカルフェローとして徳島大学病院整形外科学教室で経皮的内視
鏡下椎間板摘出術（PED）を研修する機会を頂いた．徳島大式 PED のコンセプトは，局所麻酔下，経椎
間孔アプローチでヘルニアから狭窄症まで除圧を行うことである．徳島大学 PED フレッシュカダバー
セミナーに計 6 回参加後，多くの手術症例を経験し当院で導入した．PED を行った 22 例（腰椎椎間板
ヘルニア 16 例，化膿性椎間板炎 4 例，腰部脊柱管狭窄症 1 例，腰椎椎間孔狭窄 1 例） を後ろ向きに
検討した．L4/5 以上の 14 例は経椎間孔アプローチ，L5/S の 4 例は椎弓間アプローチで行った．麻酔
法は局所麻酔 16 例，全身麻酔 6 例（うち椎弓間 4 例）であった．再手術を要した 1 例を除いた 21 例
で MacNab criteria excellent〜good と術後成績は良好であった．経椎間孔アプローチ PED 特有の合
併症である exiting nerve root injury(ENRI)はなかった．徳島大式 PED は局所麻酔かつ ENRI を未然
に防ぐ手技上の工夫があるため，安全に導入することができた．

46.腰椎変性すべり症に対する
経皮的内視鏡下腰椎椎体間固定術(PETLIF)の導入と短期成績
独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院整形外科

脊椎内視鏡センター

◯山屋誠司、古泉豊、芦名善博、須田英明、八幡健一郎、田村則男、川原央、両角直樹
大出武彦、国分正一
近年，OLIF や XLIF と経皮的椎弓根スクリュー（PPS）の組み合わせによる indirect decompression を
コンセプトとした低侵襲腰椎側方固定術が普及したが，腸管損傷や尿管損傷など重篤な合併症の報告
もある．長濱らは，これらの合併症のない新しいコンセプトの経皮的内視鏡下腰椎椎体間固定術
（PETLIF）を報告した（SSRR2018）
．後方 PPS で整復・仮固定後，経椎間孔アプローチで経皮的内視鏡
下椎間板摘出術（PED）system と専用の整復デバイスを用いて，20mm の皮膚切開で cage を挿入し椎体
間固定が可能である．演者は，長濱，西良らの PETLIF 手術を見学後，徳島大学病院整形外科学教室
PETLIF フレッシュカダバーセミナーで同術式のトレーニングを行い，昨年本術式を導入した．Ⅱ度の
腰椎変性すべり症２例に対して PETLIF を行い，画像上のすべりの整復・除圧および術後治療成績も良
好である．合併症もなかった．PETLIF は間接除圧が基本であるが，本術式に，PEVF（percutaneous
endoscopic ventral facetectomy）を併用することで椎間孔から lateral recess まで直接除圧も可能
である．
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47.胸椎椎間板ヘルニアに PED 法を施行した 1 例
済生会山形済生病院整形外科１）、山形大学整形外科２）
◯千葉克司１）、内海秀明１）、伊藤友一１）、橋本淳一２）、嶋村之秀２）

【はじめに】胸椎椎間板ヘルニアは比較的まれな疾患である、今回我々は高齢、合併症のため、全身麻
酔が難しい症例に局所麻酔で経皮的内視鏡下胸椎椎間板摘出術（PETD）を施行したので報告する。
【症
例】８９歳男性、両下肢のしびれとふらつき、つかまり立ちもできない状態で紹介され、MRI 上 Th１
１/１２に左側優位の比較的大きなヘルニアを認めた。合併症もあり、全麻困難のため保存療法も考え
られたが、局所麻酔下で PETD を施行することで、下肢の位置覚が改善、つかまり立ちができるように
なった。
【考察】胸椎椎間板ヘルニアは、単純な除圧術が難しいことが多く、前方除圧固定、後側方除
圧固定など侵襲の大きな手術が必要になる。腰椎とは違い肺損傷、脊髄損傷の危険性があり、特別な注
意が必要だが、局麻でできる PETD は胸椎椎間板ヘルニアの治療法の選択肢になりうると考えられた。

48.腰椎術後再発ヘルニアに対する
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(MED)の成績
仙台整形外科病院
◯高橋永次、徳永雅子、中川智刀、兵藤弘訓、佐藤哲朗

【はじめに】腰椎再発ヘルニアに対する MED は術後瘢痕や神経周囲の癒着のため難易度は高いが，内
視鏡の特性が生かせるため有用な術式である．
【目的】腰椎再発ヘルニアに対する MED の術後成績を検
討すること．
【対象と方法】2016 年 3 月～2017 年 7 月に当院で加療した腰椎再発ヘルニアのうち MED
を行った 21 例．男性 17 例，女性 4 例．平均 46 歳．観察期間は平均 7 か月．初回手術は Open 法 9 例，
MED 12 例．罹患椎間は L4/5 3 例，L5/S 18 例．検討項目は手術時間，出血量，開窓部の掘削幅，再手
術前と最終 JOA score，合併症とした．
【結果】手術時間は平均 83 分，出血量は平均 21ml，開窓部の
掘削幅は平均 3 ㎜，再手術前と最終 JOA score はそれぞれ 16.5 点，26.5 点．合併症は術中硬膜損傷
が 1 例，ヘルニア再再発が 3 例であった．
【考察】腰椎再発ヘルニアに対する MED は良好な成績であり，
有効な選択肢に成り得ると考えられた．
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49.Spine Damage Control を施行した多発外傷患者の
呼吸機能の検討
岩手医科大学救急災害総合医学講座１）整形外科学講座２）
◯菅重典１）、高橋学１）、石部頼子１）、山部大輔２）、遠藤寛興２）、村上秀樹２）、土井田稔２）

【緒言】昨今,脊椎・脊髄外傷を含んだ多発外傷にも全身管理や機能再建を目的とした早期
からの介入が必要と考えられており ,救急・集中治療領域においても Damage Control
Orthopedics と同様に Spine Damage Control（SDC）は治療戦略の一つとなってきている．
【対象】2013/1 月‐2017/7 月の期間に当センターに搬送された胸腰椎骨折を含む多発外傷
患者（ISS18 以上）で人工呼吸管理を要した患者を対象とした．
【方法】受傷 7 日以内に SDC
した群を SDC 群とし,それ以降に施行した群は未施行群とし比較検討した．検討項目は P/F,
動的肺コンプライアンス（DynC）,RSBI,P0.1,人工呼吸器依存期間,ICU 滞在日数の検討を行
った．
【結果】全 25 名（男性 18 名,女性７名）年齢:65.2±19.7（32－83）ISS:26±6.1,SDC
群 13 名,未施行群は 12 名であった．術後 2 病日には SDC 群で DynC,RSBI,P0.1 は有意に改善
しており,P/F も改善傾向を示した．人工呼吸器依存期間および ICU 滞在期間も短縮傾向が
認められた．
【考察】多発外傷の治療戦略として有用なものであり,多発外傷患者の救命率の
向上並びに後遺障害軽減のための一助となる戦略であると考えられる．

50.患者立脚型評価法をうまく使うために
～アンケートサイトを利用した集計法～
仙台整形外科病院
◯中川智刀、徳永雅子、高橋永次、兵藤弘訓、佐藤哲朗

治療成績は、医療側評価法よりも患者立脚型評価法の方が、より客観性が高く、再現性が高い。しか
し、実際の研究では、十分に活用されていない。理由は、集計（データベース化）に非常な労力を要す
るためである。当院では、アンケートサイトを使った患者立脚型評価法の聴取、集計を行っている。方
法は、ネット上でアンケートサービスを行っている会社と契約し、アンケートを制作する（JOABPEQ、
JOACMEQ、ODI、SF-36）
。病院に無線ネット環境を構築し、タブレット端末にて、患者さんに入力しても
らう。入力されたデータは、サーバーよりダウンロードでき、生データを集計用 excel（自己作成）で
変換するとそのままデータベース化できる。この方法の利点は、100 人単位でも容易にデータベース化
でき、複数の評価法にも活用でき、費用が安価なことである。この方法を使えば、医療事務員や他の医
師の力を借りられない小規模病院でも患者立脚型評価法を導入、活用できる。
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51.腰椎手術中に発生した劇症型麻酔性悪性高熱症
松田病院整形外科 1） 自衛隊仙台病院整形外科 2） 東北大学整形外科 3）
◯甲川昌和 1）、遠藤想 2）、松田倫政 1）、笠間史夫 1）、松田倫治 3）、相澤俊峰 3）

【症例】25 歳男性。L5 腰椎分離辷り症に対して PLIF 予定で手術を行なった。手術開始後 30 分頃から
頻脈になり、術後 1 時間で体温は 41.8 度、脈拍 120 まで上昇した。悪性高熱症の疑いで除圧のみで閉
創し、直ちにダントロレン 120m の静注と全身の氷嚢での冷却により、1 時間ほどで体温は 37 度台まで
低下した。体温の再上昇と、腎機能の悪化に対する治療を考慮し、東北大学病院麻酔科に転院し ICU 管
理を行った。6 日間でダントロレンを総量 1500mg 使用し、血清ミオグロビン値は転院時の 23176ng/ml
から 200ng/ml 以下まで低下し、腎機能も Cr2.21 から正常値まで改善した。吸入麻酔・筋弛緩剤が使
用できないため、全身状態が落ち着いた 2 週間後、静脈麻酔のみで PLIF を行い問題無く終了した。術
中筋生検による CICR 検査では異常亢進がみられ、日本初の劇症型悪性高熱症であることが判明した。
現在培養細胞検査、遺伝子検査を実施中である。

52.Pure conus medullaris syndrome を呈した一例
秋田労災病院整形外科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）、奥山幸一郎１）、木戸忠人１）、関展寿１）、加茂啓志１）
佐藤千恵１）、千葉光穂１）、宮腰尚久２） 、島田洋一２）

【症例】81 歳女性。主訴は排尿困難。近医で神経因性膀胱の診断で薬物治療が行われるも改善なく、
尿道カテーテルを留置された。症状出現後 5 カ月で当科受診。下肢症状はなく、尿閉、便秘、会陰部の
温痛覚低下、肛門括約筋弛緩を認め、尿路感染を繰り返していた。単純 X 線像で L1-L5 椎体骨癒合、
CT 像/MR 像で Th12/L1 高度狭窄、脊髄造影検査で Th12/L1 の complete block 像を認め、pure conus
medullaris syndrome と診断した。Th12/L1 TTIF および Th10-L3 後方固定術を施行した。術後は徐々
に尿意を自覚するようになり、尿道カテーテルを抜去することができた。夜間尿回数は減少し、尿路感
染症を合併しなくなった。
【考察】Conus medullaris syndrome は仙髄障害に起因し、膀胱直腸障害、
性機能不全、肛門筋機能不全、肛門周囲知覚異常などの症状をきたす。下肢症状を伴わない pure conus
medullaris syndrome は比較的稀な病態であり、他疾患との鑑別に注意を要する。本症例では、発症か
ら 8 ヵ月で手術を施行し、神経因性膀胱は徐々に改善が得られた。
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53.胸椎部脊髄ヘルニアの 1 例
竹田綜合病院

整形外科

◯芝崎真人、橋本功、本田雅人

脊髄ヘルニアは、脊髄が硬膜欠損部より脱出する稀な疾患である。今回我々が経験した胸椎部脊髄ヘ
ルニアの 1 例を報告する。症例は 71 歳男性で、主訴は両下肢のしびれであった。1 年前 L4 前方すべり
に対し L4/5 開窓術を受けたが、術後 1 か月で症状が再燃した。身体所見として歩行障害と排尿障害が
あり、神経学的には筋力低下はないが膝蓋腱反射が亢進しており、胸部脊髄症が疑われた。MRI では
Th4/5 高位で脊髄の前方移行がみられた。一方 CT myelogram で硬膜管内に占拠性病変はみられず、脊
髄ヘルニアと診断した。手術は T3-5 椎弓切除し硬膜切開後、ヘルニア孔拡大術を行った。術後両下肢
のしびれは残存したが歩行障害は改善した。脊髄ヘルニア病態は二重硬膜の深層と浅層の間に脊髄が
脱出するものが最も一般的である、その手術法として過去にヘルニア孔拡大術のみで再発がないとす
る報告があり、本症例でも良好な結果が得られた。
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－東北脊椎外科研究会会則－
第１条
第２条
第３条
第４条
第５条

第６条
第７条
第８条

第９条
第１０条
第１１条
第１２条
第１３条

本会は東北脊椎外科研究会（The Tohoku Spine Surgery Society）と称する。
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。
本会は年に１回学術集会を行う。
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。
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。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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
本会則は平成２９年１月３０日に一部改訂した。

－東北脊椎外科研究会役員－
幹事
青森県：富田
岩手県：沼田
秋田県：奥山
山形県：橋本
宮城県：兵藤
福島県：岩渕
新潟県：平野
監事 ：小野
前会長：村上

卓
徳生
幸一郎
淳一
弘訓
真澄
徹
睦
秀樹

・
・
・
・
・
・
・

沼沢
松谷
宮腰
千葉
両角
大谷
渡辺

拓也
重恒
尚久
克司
直樹
晃司
慶

39

・
・
・
・
・
・
・

和田
遠藤
小林
杉田
相澤
鹿山
澤上

簡一郎
寛興
孝
誠
俊峰
悟
公彦

－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日に一部改訂した。
本規定は平成２９年１月２６日に一部改訂した。
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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

第21回

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―

第22回

第23回
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

第24回

第25回

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
第26回 木 村 竜 太 秋
赤

羽

田

大

学 腰椎固定術と除圧術後の腰痛，QOL，ADL，満足度の比較

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

澤上

公 彦 新 潟 市 民 病 院 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

山部

大 輔 岩 手 医 科 大 学 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

第27回

第28回
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東北脊椎外科研究会
開催日・会場

研究会 研修会 懇親会

主題・特別講演

平成3年1月19日

主題

宮城県医師会館

特講

1

130

51

開催一覧

当番幹事
１. 頸椎・頸随損傷

２. 胸椎・胸随損傷

[History of instrumentation for spinal problems:
An experience of25 yearsat the University of Hong Kong」

東北大学 国分 正一

University of Hong Kong
特講

Jong C.Y.Leong

「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
2

宮城県医師会館

主題
114

62

37

国立郡山病院 古川浩三郎

特講

脊椎分離・分離辷り症
「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

平成5年1月23日
3

仙台市青年文化ｾﾝﾀｰ

主題
145

88

45

新潟大学 本間 隆夫

冨永 積生 先生

脊椎外科における各種合併症

特講

「術中脊髄機能モニタリングの現状と問題点」

主題

１. 脊椎脊髄疾患診療における私の工夫

特講

「環軸椎脱臼－その分類と治療を中心に－」

主題

１. 頸椎捻挫（むちうち損傷）

特講

「馬尾性間欠跛行の病態考察」

主題

１. 脊椎・脊髄のスポーツ障害

特講

「頸椎後縦靱帯骨化症の外科的手術の２０年」

和歌山県立医科大学
平成6年1月22日
4

斎藤報恩会館

143

77

35

山形大学 大島 義彦

平成7年1月28日
5

宮城県医師会館

149

51

45

秋田大学 阿部 栄二

平成8年1月20日
6

エルパーク仙台

136

98

41

弘前大学 植山 和正

平成9年1月18日
7

斎藤報恩会館

主題
122

80

42

岩手医科大学 嶋村 正

平成10年1月17日
8

斎藤報恩会館

特講

主題
123

76

54

東北大学 佐藤 哲朗

特講

玉置 哲也 先生

２. ＭＲＩ工夫

国立神戸病院

片岡

治

先生

東京医科大学

三浦 幸雄 先生

２. 腰椎変性すべり症

２. 脊柱靱帯骨化症（主に長期例）

九段坂病院

山浦伊裟吉 先生

ＪＲ東海総合病院

見松健太郎 先生

脊髄腫瘍
「脊髄髄内腫瘍の診断と手術手技」

胸椎部脊髄症
「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
9

斉藤報恩会館

123

91

南東北病院 渡辺 栄一

主題

１. 私のすすめる治療法

特講

「ＭＲＩの進歩：特に脊椎領域と関連して」

２． 画像診断

東京慈恵会医科大学
平成12年1月29日
10

斉藤報恩会館

128

83

43

西新潟中央病院
内山 政二

特講

「変性性腰痛疾患に対するPFIF」

主題

脊髄腫瘍（特に画像診断について）

特講

「脊髄腫瘍の画像診断の進歩」

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）

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」

主題

１，頸椎後方拡大術の合併症

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」

主題

外傷性頚部症候群

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～」

主題

小児の腰椎疾患（１８歳以下）

特講

「小児の脊椎外傷（Spinal injuries in children)」

主題

高齢者脊椎手術の課題と進歩

特講

「脊柱管狭窄に対する最小侵襲手術の課題と進歩」

主題

椎間孔狭窄症（頚椎・腰椎）

特講

「腰椎椎間孔狭窄の診断と治療」

主題

骨粗鬆症

特講

「骨粗鬆症性椎体骨折の手術」

主題

靱帯骨化症

特講

「胸椎後縦靱帯骨化症に対する全周除圧術」

主題

脊椎不安定症（不安定性を伴う脊椎疾患）

特講

「腰椎疾患治療とインフォームドコンセント」

石塚外科整形外科病院
平成13年1月27日
11

斉藤報恩会館

141

88

46

置賜総合病院 林 雅弘

慶応義塾大学教授
平成14年1月26日
12

斎藤報恩会館

161

78

46

秋田労災病院 千葉 光穂

65

八戸市立市民病院
末綱 太

麻生リハビリテーション専門学校
平成15年1月25日
13

斉藤報恩会館

福田 国彦 先生

主題

131

72

西島 雄一郎 先生

戸山 芳昭 先生

竹光 義治 先生

２，頸椎前方固定術の合併症

杏林大学 里見 和彦 先生
平成16年1月24日
14

斉藤報恩会館

158

102

65

盛岡赤十字病院
八幡 順一郎

仙台弁護士会 弁護士 荒 中 先生
平成17年1月29日
15

斉藤報恩会館

142

106

60

西多賀病院 石井 祐信

61

福島県立会津総合病院
佐藤 勝彦

香港大学整形外科学講座教授 Kｅｉth DK Luk
平成18年1月28日
16

斉藤報恩会館

146

69

先生

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
17

斉藤報恩会館

151

74

57

新潟中央病院 山崎 昭義

九段坂病院 院長 中井 修先生
平成20年1月26日
18

斉藤報恩会館

179

95

59

山形大学医学部附属病院
武井 寛

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
平成21年1月24日
19

フォレスト仙台

174

80

63

秋田大学 宮腰 尚久

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
20

フォレスト仙台

171

82

69

弘前記念病院 三戸 明夫

えにわ病院 整形外科 副院長 佐藤 栄修先生

42

平成23年1月29日

主題

仙台国際センター
21

132

98

57

岩手医科大学

山崎

小児、成人脊柱変形

特講1

「小児脊柱変形の治療戦略」

特講2

「脊柱変形の治療～乳幼児から高齢者まで～」

健

神戸医療センター

獨協医科大学
平成24年1月28日

主題

仙台国際センター
22

155

112

61

松田病院

笠間

整形外科部長

整形外科

主任教授

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」

特講2

「心因性偽脊椎障害」

東北労災病院

整形外科

第二部長

新潟脊椎外科センター センター長

23

福島ビューホテル

119

77

58

福島県立医科大学

矢吹省司

主題

温故知新

特講

「頸部脊柱管拡大術のこれから

24

仙台国際センター

159

71

78

新潟市民病院

伊藤拓緯

25

仙台パークビル

155

74

64

山形大学医学部整形外科科学講座
橋本 淳一

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

26

フォレスト仙台

138

52

平成29年1月28日
27

フォレスト仙台

153

93

74

医療法人整友会
弘前記念病院 整形外科
小野 睦

平成30年1月27日

140

154

59

進吾

先生

本間隆夫

先生

平林

洌

先生

康夫

先生

信田

整形外科

名誉病院長

特講

「脊髄損傷治療におけるピットフォールとその対策」

主題

新・老年『脊椎」医学

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）」

主題

腰椎変性疾患の診断と治療

特講

「Surgical Strategies in Treatment of Lumbar Instabilities with Paraspinal Minimal Invasive Approacｈ

整形外科部長

～

最近の進歩

センター長

伊藤

清水

敬親

先生

～
」

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

脊椎・脊髄疾患の多数回手術

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
主題

フォレスト仙台
28

先生

救急対応を要する脊椎脊髄疾患

群馬脊椎脊髄病センター
平成28年1月30日

裕

主題

神戸赤十字病院
平成27年1月31日

野原

ｰ適応と手技を中心にｰ」
慶友整形外科病院

平成26年1月25日

先生

脊椎脊髄病疾患と境界領域

史夫

平成25年1月26日

宇野耕吉

医学医療系

整形外科

教授

山崎

正志 先生

脊椎手術合併症

特講1

成人期以降の脊柱変形～病態と治療up-to-date～

特講2

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

岩手医科大学部 整形外科学講座
村上秀樹

新潟脊椎外科センター

順天堂大学病院

43

センター長

管理学

教授

長谷川

小林

和宏先生

弘幸先生

44

