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第３１回東北脊椎外科研究会を開催するにあたって 
 

新潟大学地域医療教育センター  
魚沼基幹病院/整形外科 

平野 徹 

この度、第 31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。  

今回は、収束の気配のない新型コロナウィルス感染症の現状に加え、本研究会の開催時

期が冬期であることを鑑み、Web 開催とさせていただくこととしました。本研究会は東北 6 県と 新

潟県の脊椎外科医が一堂に会し、同じ地域であることで生まれる温かい雰囲気とともに学問に対

する厳しさを肌で感じることができる貴重な会です。そのような研究会が Web開催となることに物足

りなさを感じる先生は私を含めて少なくないと思いますが、どうぞご理解いただければと思います。 

 

さて、本会の主題の 1 つめは脊柱矢状面アライメントとしました。成人脊柱変形における研究が

盛んですが、個人的には大学で小児脊柱変形の治療に携わってきたこともあり、以前から幅広い

年代および病態でその重要性を痛感してまいりました。今回は成人のみでなく、幅広い年代や病態

における重要性も討論できればと考えております。特別講演もこれに関連して、獨協医科大学の種

市洋先生に「脊柱変形治療のゴールは患者が必要とする生理的グローバルアライメントの構築で

ある」というタイトルでご講演いただきます。皆様ご存じの通り、脊柱変形治療の日本のトップランナ

ーのお一人であり、貴重なお話が聞けるものと思います。 

 

2 つめは「脊椎脊髄外科新技術」です。治療においては低侵襲手術の進歩はめざましいものが

ありますし、診断においても AI をはじめ様々なテクノロジーが医療に導入されてきています。是非

東北からの新技術を発信していただければと思います。 

 

Web開催では会員の先生方に face to faceでお会いする、いわゆる meetingのメリットが失われ

るのは確かです。しかし、この時期の東北や新潟で問題となりうる天候（私も数年前に本研究会に

向かう途中で電車がホワイトアウトで動けなくなった経験があります）に左右されずどこからでも参

加できるという大きなメリットがあります。 

 

是非多くの先生方にご参加いただき、例年以上の活発な御討議をお願いできれば幸いです。  
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ご参加の皆様へ 
今回は Zoom ミーティング機能を使用しての Web Live開催といたします。 

Zoomアプリケーションのインストールが必須です。ブラウザではご参加いただけません。 

座長および発表者の方は、環境を統一するため、Zoomアプリケーションをご利用ください。 

座長・発表者・視聴者を問わず、ご参加の皆様におかれましては、Zoomアカウントを 

作成（無料）し、ご参加いただくことを推奨します。 

 

インストール方法・参加・発表・発言などに関する一連の手順は「東北脊椎外科研究会」の 

Webサイトにて公開します。 

（2021年 1月初旬公開を予定） 

 

１. 参加環境の構築 

 (1) Zoomアプリケーション 

最新版のアプリケーションのインストールをお願いします。 

 (2) 接続環境 

安定した接続のために「有線ネットワーク」接続を強く推奨します。 

特に、座長・発表者におかれましては、無線 LANやモバイルルーターではなく 

有線 LAN接続の環境からご参加ください。 

 (3) 使用端末 

Zoomは Windows、Mac、Linuxのほか、Android。iOSに対応していますが、 

タブレットやスマートフォンではなくパソコンのご使用を推奨します。 

事務局としては以下の仕様を推奨いたします。 

 発表者 

 CPU：Intel Core i5 / AMD RYZEN 5以上 クアッドコア 2GHz以上 

 メモリ：8GB以上 

 座長・視聴者 

 CPU：Intel Core i3 / AMD RYZEN 3以上 デュアルコア 2GHz以上 

 メモリ：4GB以上 
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 (4) 接続機器：Webカメラ、マイク＆スピーカー 

1) Webカメラ  

 司会進行・発表・質疑の際、ご利用いただきます。 

 パソコン本体もしくは USB接続 Webカメラをご利用ください。 

 教育研修講演の受講者は、事務局にて視聴状態を確認します。 

  事前にカメラが正常に動作し、ご自身が表示されることを 

 必ず確認しておいてください。 

  

2) マイク＆スピーカー 

  パソコン本体のスピーカーを利用した状態でマイクを利用すると 

 ハウリングが生じます。 

 ヘッドセットマイクや Web会議用マイク＆スピーカーをご準備ください。 

 パソコン本体のマイクでも集音は可能ですが、聞き取りにくくなる場合が 

ございます。 

 発言をされる方は、少なくとも、ヘッドフォンのご用意をお願いします。 

 使用中に充電が切れる事態を回避するため、ワイヤレスのマイク付き 

 イヤフォンのご利用はお控えください。 
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2. 参加方法 

 (1) 接続情報 

参加には事前参加登録が必要となります。東北脊椎外科研究会の HPより 

2021年 1月 20日までに登録をお願いいたします。 

参加登録と入金が確認できた方には、開催前日の 2021年 1月 22日までに 

接続先 URL・ミーティング ID・パスコードをメールにてお送りします。 

メールが届かない場合「迷惑メール」フォルダもご確認ください。 

 (2) 入室前の注意事項 

入室前に、Zoomアプリを起動します。 

「設定」で、カメラ・マイク・スピーカーの動作確認を行ってください。 

動作確認は事前にお済ませください。 

入室後に、マイクとカメラを利用した動作確認を行わないようご協力ください。 

 (3) 入室 

メールに記載された URLのリンクをクリックします。 

もしくは、 Zoomアプリケーションを起動し「参加」をクリックします。 

ミーティング IDなど必要事項を入力してご参加ください。 

氏名表示について 

 以下の表記にてご参加ください。入室後に変更可能です。 

  座長 ：「座長 （氏名）」   お名前の前に「座長」を追加 

  演者 ：「（演題番号）（氏名）」お名前の前に「演題番号」を追加 

  参加者：「（ご所属）（氏名）」 お名前の前に「ご所属」を追加 

 (4) 入室後 

・マイク・ビデオともにオフの状態で参加する設定としております。 

ご発表・ご発言以外の時間は、マイクは「ミュート」ビデオは「オフ」の状態で 

ご視聴ください。 

・発表に関する質問を希望される方は、まずカメラをオンにします。 

表示される顔が暗くなるため、端末は逆光にならない場所に設置してください。 

指名を受けてから、マイクをオンにしてご発言ください。 

・質疑応答後、カメラとマイクをオフにしてください。 
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 (5) 事務局からの注意事項 

・画面のカメラやビデオでの撮影、録音、スクリーンショットの保存などにより 

発表者などの著作権や肖像権を侵害する行為はご遠慮ください。 

・チャット機能は、ホストと座長・発表者との個別連絡にのみ使用します。 

講演内容に関する質問は受け付けません。 

参加者からホストへの投稿は緊急時を除きお控えください。 

内容を確認して対応を判断いたします。 

 (6) 事務局の権限について 

研究会進行の妨げになる行為や不正な参加など不審な行為が認められた場合、 

一時的な退出や完全な退出処理を行う場合がございます。 
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3. 座長の皆様へ 

 (1) 当日の事務局からの連絡 

当日の演題取り下げや各種連絡事項は「チャット」機能を利用します。 

予め、 Zoom画面（下部）に表示される「チャット」をクリックして、 

チャットウィンドウを開いておいてください。 

 (2) 発表者の出欠確認 

画面（下部）に表示される「参加者」をクリックしてください。 

ここに担当セッションの発表者が「演題番号＋氏名」で表示されております。 

出席状況をお確かめください。 

 (3) 各セッションの進行 

・セッションの進行は座長に一任いたします。 

オンライン発表の開始に不具合が生じている場合や演題取り下げとなった場合、 

次の演者の発表を繰り上げてご対応ください。 

・当日は、多数の演題発表が予定されておりますので、各セッションの終了時間を 

お守りいただきますようお願いします。 

・セッションの終了が早まった場合、大幅に進行が遅れている場合を除いて 

次のセッションの開始は繰り上げず休憩時間といたします。 

 (4) セッション開始時 

・アナウンスが入ります。 

     セッション開始時、ご自身のカメラとマイクをオンにした後、 

     簡単な自己紹介をお願いします。 

 

・質疑応答のルールの告知をお願いします。 

 なお、午後において進行が遅れている場合は割愛してください。 

          ご案内の一例 

          「発言希望者は発表終了後にカメラをオンにして待機してください。 

           座長の指名を受けてからマイクをオンにして発言し、発言後は 

           ご自身でマイクをオフにしてください」 

 (5) セッション中 

・現地開催の場合と異なり、講演タイマーはございません。 

座長の時計にて進行管理をお願いします。 

・発表時間が超過した場合、質問を受け付けずに進行することもご検討ください。 

 (6) セッション終了後 

セッション終了をお伝えいただき、ご自身のカメラとマイクをオフにしてください。 
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4. 発表者の皆様へ 

   (1) 発表時間 

   ・主題演題：発表 7分 討論 5分  合計 12分 

   ・一般演題：発表 6分 討論 4分  合計 10分 

   ・症例報告：発表 4分 討論 3分  合計  7分 

  

   (2) 事前接続テスト 

Zoomを利用した発表経験の少ない先生方は事前試写を強く推奨いたします。 

1人あたり 10分程度、事前申し込み制といたします。 

2021年 1月 18日以降に接続テストを予定しておりますが 

日時が変更になる場合がございます。 

詳しくは「東北脊椎外科研究会」の Webサイトにてご案内いたします。 

（2021年 1月初旬公開を予定） 

 (3) データ作成の注意点 

・環境によっては、ビデオやアニメーションが滑らかに再生されません。 

ビデオ再生にあたっては、画質を下げてご発表いただく場合もございます。 

・オンライン発表は「自動公衆送信」と扱われます。 

音楽や映像の利用にあたっては著作権や肖像権を侵害しないようご注意ください。 

・患者様などから診療データなどを学会発表に利用することに関して 

同意を得ている場合でも、オンライン発表での利用となることにおいて、 

改めて同意を得ることが必要になる可能性があります。 

所属施設の規定に従ってください。 

 (4) 事務局からの連絡 

当日の演題取り下げや各種連絡事項は「チャット」機能を利用します。 

予め、 Zoom画面（下部）に表示される「チャット」をクリックして、 

チャットウィンドウを開いておいてください。 

 (5) 各セッションの進行 

セッションの進行は座長に一任となります 

種々の事由により、発表順の変更が生じる可能性があります。 

セッション開始時に、発表ができる準備を整えておいてください。 
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 (6) 発表中 

・ご自身の発表順になりましたら、速やかにマイクとカメラをオンにして、 

「画面共有」を実行して、ご発表をお願いします。 

 

・Zoom上での設定に不慣れな場合、発表者ツールは使用しないでください。 

スライド画面ではなく発表者側の画面が共有される失敗が多発しております。 

・講演時間を厳守してください。 

ご自身で時計やストップウォッチをご用意ください。 

 

・講演終了後、速やかに「画面共有を停止」してください。 

お忘れの場合、ホスト側から強制的に画面共有を停止いたします。 

 (7) 質疑応答終了後 

ご自身のカメラとマイクをオフにしてください。 
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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】 １２：１０〜１３：１０ 

 

座長：新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 平野 徹  

講演：「脊柱変形治療のゴールは患者が必要とする 

生理的グローバルアライメントの構築である」 

   獨協医科大学  整形外科主任教授  種市 洋先生  

           

 

認定単位： 専門医資格継続単位 （Ｎ） １単位 

  必須分野 【７】 脊椎・脊髄疾患 

  脊椎脊髄単位 【ＳＳ】  

   

 

受講料：１,０００円 （事前申請が必要） 

 

 

 

 

 

たいへん残念ですが、本年は毎年恒例の研究会前夜の症例検討会およ

び懇親会はございません。ご理解頂けますようよろしくお願いいたします。 
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第３１回 東北脊椎外科研究会スケジュール 

8:25-8:30 開会の挨拶    
8:30-9:05 症例報告①  演題:1-5   

座長：水戸済生会病院 野村 真船 
9:05-10:25  一般演題① 検査・評価 演題:6-13 

座長：新潟中央病院 勝見 敬一 
10:25-10:35   休憩 
10:35-12:10 主題①  脊柱矢状面アライメント    演題:14-21 

座長：新潟大学 渡辺 慶 
12:10-13:10  日整会教育研修講演 

座長：新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 平野 徹 
「脊柱変形治療のゴールは患者が必要とする 

生理的グローバルアライメントの構築である」 
獨協医科大学整形外科主任教授 種市 洋 先生 

13:10-13:25  役員会報告・表彰式  
13:25-13:35 休憩 
13:35-14:25 一般演題② 手術 演題:22-26 

座長：新潟県立中央病院 保坂 登 
14:25-16:00 主題 2 脊椎脊髄外科新技術    演題:27-34        

座長：新潟市民病院 澤上 公彦 
16:00-16:10 休憩  
16:10-17:20 一般演題③ 低侵襲  演題:35-41 

座長：長岡赤十字病院 三浦 一人 
17:20-18:05  症例報告 2  演題：42-47  

座長：新潟大学 大橋 正幸 
18:05  閉会の挨拶 

 

 



11 
 

プログラム 

令和３年１月２３日（土） 

 

開会の挨拶  ８：２５～８：３０ 

 

 

症例報告①  ８：３０～９：０５ 

座長：水戸済生病院 野村 真船 

 

１． Bow-hunter症候群に対する後方固定術により患側椎骨動脈の一時的な血流途絶を認めた一

例 

福島県立医科大学 横田 武尊 

２．椎骨動脈離断を合併した非骨傷性頚髄損傷の 1例 

仙台医療センター 倉田 洸孝 

３．金属アレルギー患者の腰椎変性すべり症に対し脊椎インストゥルメント固定を行った１例 

東北医科薬科大学 室谷 幹 

４．Scheuermann病を Rail Rod を使用して治療した１例 

仙台西多賀病院 吉村 広志 

５．頸髄症を呈したアルカプトン尿症性脊椎症に対して椎弓形成術を施行した一例 

福島県立医科大学 波入 雄大 

 

 

一般演題① 検査・評価  ９：０５～１０：２５ 

座長：新潟中央病院 勝見 敬一 

 

６．腰仙固定術の S1椎弓根スクリューの緩みは CT Hounsfield unit値で予測できる 

新潟中央病院 石川 裕也 

７．成人脊柱変形患者に対する胸椎-骨盤矯正固定術前後における Pelvic Incidenceの変化 -CT

を用いた 3次元計測での評価- 

新潟大学医歯学総合病院 牧野 達夫 

８．椎間板切除を伴わない頚椎後方椎間孔拡大術後の椎間板ヘルニアは術後早期に縮小する 

新潟中央病院 溝内 龍樹 
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９．MR ミエログラフィーだけで腰部脊柱管狭窄症の手術範囲を決定することは可能か 

国立弘前病院 陳 俊輔 

１０．思春期特発性側弯症における椎体変形の三次元的評価 

新潟大学 田仕 秀希 

１１．思春期特発性側弯症の呼吸機能と胸郭変形および筋量の関係 

弘前大学 和田 簡一郎 

１２．考え得る最も単純な構造のシリンジホルダーによる、手指放射線被曝低減効果について 

松田病院 笠間 史夫 

１３．骨粗鬆症椎体骨折における椎体不安定性を表す椎体前縁高・楔状率・楔状角の同等性 

松田病院 佐藤 光三 

 

 

―休憩― 

１０：２５～１０：３５ 

 

 

主題① 脊柱矢状面アライメント  １０：３５～１２：１０ 

座長：新潟大学 渡辺 慶 

 

１４．思春期における脊柱矢状面アライメント－思春期特発性側弯症と健常者の比較－ 

新潟大学医歯学総合病院 渋谷 洋平 

１５．特発性脊柱側弯症術前後の頚椎矢状面アライメントの変化 

山形大学 鈴木 智人 

１６．胸腰椎破裂骨折対する前後合併固定術と椎体形成併用後方固定術の比較 ―脊柱骨盤矢

状面アライメントを含めて― 

新潟市民病院 庄司 寛和 

１７．頚椎椎弓形成術術後後弯変形の術前予測因子の検討 

山形大学 嶋村 之秀 

 

１８．神経線維腫症 1型 dystrohic type 後側弯症に対する矯正固定術 

新潟大学 渡辺 慶 

１９．運動療法による脊柱骨盤アライメントへの効果 

秋田大学 本郷 道生 
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２０．日本人の脊柱不良アラインメント(SG-mal-Align)の検討- SVA≧40mm,  PT≧20°及び PI－

LL≧10°の頻度と臨床的意義 - 

秋田労災病院 奥山 幸一郎  

２１．Biplanar slot-scanning full body stereoradiography system (EOS)による全身立位矢状面アラ

イメントと HRQOL 

新潟脊椎外科センター 長谷川 和宏 

 

 

日整会教育研修講演（ランチョンセミナー）１２：１０～１３：１０ 

座長： 新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 平野 徹 

 

講演：『脊柱変形治療のゴールは患者が必要とする 

生理的グローバルアライメントの構築である』 

 

獨協医科大学  整形外科主任教授  種市 洋先生 

 

 

役員会報告・表彰式  １３：１０～１３：２５ 

 

 

―休憩― 

１３：２５～１３：３５ 
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一般演題② 手術  １３：３５～１４：２５ 

座長：新潟県立中央病院 保坂 登 

 

２２．胸腰椎緊急手術器械セットによる術前待機時間の短縮化 

東北大学高度救命救急センター 小野田 祥人 

 

２３．術中 CT(O-arm)を用いた体位による腹部大血管移動量の検討 

弘前大学 浅利 亨 

２４．腰椎変性すべり症に対する１椎間側方進入椎体間固定術の有用性 

岩手医科大学 千葉 佑介 

２５．第 5腰椎骨粗鬆症性椎体骨折の手術治療 

秋田大学 阿部 和伸 

２６．L5を固定下端とする成人脊柱変形矯正術後の隣接椎間障害 

秋田厚生医療センター木村 竜太 

 

 

主題② 脊椎脊髄外科新技術  １４：２５～１６：００ 

座長：新潟市民病院 澤上 公彦 

 

２７．腰椎手術患者の圧痛測定による痛みの感作の検討 

自衛隊仙台病院 山口 直毅 

２８．ナビゲーション付きドリルを用いた頚椎椎弓根スクリュー刺入精度の検討 

新潟市民病院 田中 裕貴 

２９．脊柱側弯症手術におけるスマートグラスの導入 

仙台西多賀病院 八幡 健一郎 

３０．腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ椎間板内注入療法の検討 

新潟市民病院 石川 誠一 

３１．腰椎椎間板ヘルニア（LDH）に対する脊椎内視鏡治療（MED/FED-TF）の比較 

済生会山形済生病院 奥田 正太 

３２．全内視鏡下側方腰椎椎体間固定術（Full-endoscopic transKambin lateral lumbar interbody 

fusion）を行った導入初期 12例，術後 1年の治療成績と椎体間癒合率の検討 

仙台西多賀病院 山屋 誠司              

３３．頚椎後縦靭帯骨化症の骨化進展因子と予測バイオマーカーの確立 

新潟中央病院 勝見 敬一 

 

享
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３４．胸椎 OPLLに対する弯曲型ドリルと T-sawを用いた新たな後方進入前方除圧 ―安全・確実

な除圧による手術成績の向上― 

東北医科薬科大学病院 菅野 晴夫 

 

 

―休憩― 

１６：００～１６：１０ 

 

 

一般演題③ 低侵襲  １６：１０～１７：２０ 

座長：長岡赤十字病院 三浦 一人 

 

３５．腰部脊柱管狭窄症に対する経仙骨的脊柱管形成術の短期成績 

済生会山形済生病院 入江 克宗 

３６．脊椎外科専攻医が open術式より先に内視鏡手術を習得するための執刀医教育システムと

learning curveの検討 

仙台西多賀病院 吉村 広志 

３７．化膿性脊椎炎に対する低侵襲手術の治療成績 

仙台西多賀病院 秋元 仁志 

３８．高齢者，腰部脊柱管狭窄症・多椎間狭窄病変（2から４椎間）に対する開窓術と内視鏡下椎弓

形成術の前向き比較研究 

仙台西多賀病院 秋元 仁志 

３９．腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ椎間板内注入療法の短期治療成績の検討 

青森県立中央病院 山内 良太 

４０．80歳以上の高齢者の骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術の成績 

大曲厚生医療センター 鈴木 真純 

４１．頚髄症に対する内視鏡下頚椎後方除圧術（CMEL）と CMEL変法の前向き比較研究 

仙台西多賀病院 山屋 誠司 
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症例報告②   １７：２０～１８：０５ 

座長：新潟大学 大橋 正幸 

 

４２．治療に難渋したガス産生性腸腰筋膿瘍および化膿性脊椎炎の 1症例 

岩手医科大学附属病院 下山 賢 

４３．ハローベストのスカルピンが骨穿破したことにより生じた症候性てんかんの 1例 

岩手医科大学附属病院 楊 寛隆 

４４．L5神経根症状を呈した馬尾腫瘍の一例 

福島県立医科大学 会津医療センター 佐久間 洋太 

４５．脊髄神経鞘腫症により 6年間に 4回手術を行った 1例 

自衛隊仙台病院 黒澤 理人 

４６．腫瘍と鑑別を要した椎間板嚢腫の２例 

仙台整形外科病院 佐藤 雄紀 

４７．頚髄症術後に発症した胸椎くも膜のう腫の 1例 

仙台整形外科病院 中川 智刀 

 

 

 

閉会の挨拶   １８：０５～  
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１：Bow-hunter 症候群に対する後方固定術により 

患側椎骨動脈の一時的な血流途絶を認めた一例 

福島県立医科大学医学部 整形外科学講座 

○横田武尊、大谷晃司、半田隼一、小林洋、加藤欽志、渡邉和之、二階堂琢也、 

矢吹省司、紺野愼一 

 

【背景】Bow-hunter 症候群（BHS）は頚椎回旋による椎骨動脈（VA）の圧排が原因で失神やめまい

などを引き起こす疾患である。後方固定術は代表的な外科的治療法だが、我々は同術式により VA

の血流途絶を生じた一例を経験した。【症例】70歳男性。主訴は頚椎右回旋時のめまいである。術

前の選択的血管造影では、右 VA の完全閉塞と左 VAの環椎部での高度狭窄を認めた。左 VAの血流

は頚椎右回旋位で途絶し、左回旋位で再開した。BHS の診断で当科紹介となり、後頭骨頚椎後方

固定術を行った。術中、固定直後に再度選択的血管造影を行うと、手術開始時には開通していた

左 VA の血流途絶を確認した。直ちに軽度左回旋位にて血流再開を確認できた位置で最終固定と

した。術直後より合併症の発生はなく、めまいは消失した。【考察】ＢＨＳの後方固定術では、内

固定操作による軽度な頭位の変化でもＶＡが閉塞しうるため、術中の選択的血管造影による VAの

血流評価は必須の検査であると考える。 

 

 

２：椎骨動脈離断を合併した非骨傷性頚髄損傷の 1 例 
仙台医療センター 1)整形外科外傷センター 2)救急科 

○倉田洸孝 1)，小圷知明 1)，山田康雄 2)，駒井冨岳 2)，齊藤秀雄 1)，千葉知規 1)，大柳琢 1)， 

古山和樹 1)，安山晃弘 1)，小川真司 1) 

  

頚椎頚髄損傷に合併する椎骨動脈損傷（Vertebral Artery Injury：以下 VAI）は横突起骨折、

脱臼・亜脱臼、C1-3骨折に伴うことが多く、Biffl 分類 GradeⅤである離断は稀で死亡例の報告

が多い。椎骨動脈離断による気道狭窄を合併した、非骨傷性頚髄損傷の 1 例を報告する。症例は

85 歳男性で、階段 8段より転落し受傷した。気道狭窄で心肺停止に陥り、心肺蘇生処置 1 サイク

ル施行で心肺再開した。造影 CT で C4-5 Allen 分類 DE stage 1、椎体前面血腫、右椎骨動脈離断

を認め、コイル塞栓術を行った。蘇生後 ASIA Impairment Scale  D の頚髄損傷が判明し、MRI で

脊髄圧迫像と髄内信号変化を認めた。椎弓形成術を行い両上肢のしびれが消失し、術後 1 か月で

リハビリテーション目的に転院した。造影 CT 動脈相で VAI をスクリーニングすることが重要と

いえる 1 例であった｡ 
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３：金属アレルギー患者の腰椎変性すべり症に対し 

脊椎インストゥルメント固定を行った１例 
東北医科薬科大学病院 整形外科 

○室谷 幹、菅野晴夫、加藤慶彦、千葉晋平、峯岸英絵、石塚正人、佐野徳久、小澤浩司 

 

【症例】47歳女性。主訴は腰下肢痛と間欠跛行で、L4椎体の Meyerding II 度のすべりと脊柱管

狭窄がみられた。術前のパッチテストでは、塩化パラジウム、硫酸ニッケル、塩化コバルトが陽

性であった。メーカーから取り寄せた脊椎インプラントと同組成のチタン合金は陰性であった。

コバルトクロム合金は不適と判断し、チタン合金のスクリュー・ロッド・ケージを用い L4/5 後方

椎体間固定術を行った。術後、症状が改善しアレルギー症状の出現はなかった。【考察】金属アレ

ルギーの患者には金属組成を確認した上でインプラントを選択すべきである。脊椎インプラント

はチタン合金、純チタン、コバルトクロム合金が使用され、peek ケージにはマーカー部にタンタ

ルが用いられ、機種や部品ごとに金属が異なる。パッチテスト用の合金は入手が困難だが、メー

カーから提供を受けることでパッチテストが実施できた。 

 
 

４：Scheuermann 病を Rail Rod を使用して治療した１例 

仙台西多賀病院 

○吉村 広志・八幡 健一郎・秋元 仁志・衛藤 俊光・山屋 誠司・須田 英明・ 

川原 央・古泉 豊・両角 直樹・国分 正一 

    

Scheuermann 病は胸椎ないし胸腰移行部に後弯変形を呈する疾患で、本邦では比較的稀である。

今回我々は,Rail Rod を用いた矯正により良好な成績を得たので報告する。 

症例は19歳男性。173.6cm, 100.7kgとobesity。15歳時に脊椎の後弯変形を指摘され、Scheuermann

病と診断された。装具治療を行なっていたが、後弯が進行たため、手術の方針となった。術前の

T5-12 後弯角は 72°，T9-12 の椎体が楔状変形を呈していた。手術は後方法のみで行い，T2-L3 の

矯正固定を行なった。頂椎部周囲の T6-11 は Ponte 骨切りを行い，Pedicle Screw を挿入後，Rail 

Rodを頭側から挿入し，Cantilever technique で徐々に矯正を行なった。術後の後弯角は 52.5°

まで改善した。周術期の合併症はなかった。最終経過観察時もインプラントの緩みなく矯正損失

はなかった。  
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５：頸髄症を呈したアルカプトン尿症性脊椎症に対して 

椎弓形成術を施行した一例 

福島県立医科大学医学部整形外科学講座 

○波入 雄大・大谷 晃司・半田 隼一・小林 洋・加藤 欽志・渡邉 和之・ 

二階堂 琢也・矢吹 省司・紺野 愼一 

 

稀な頸髄症を呈したアルカプトン尿症例を経験したので報告する。【症例】70 歳の男性である。

47 歳時にアルカプトン尿症と診断された。既往に OLFによる胸髄症、右膝関節症に対する手術歴

がある。四肢のしびれと手指巧緻障害、頻尿が出現し当科紹介となった。神経学的所見より C5髄

節以下の頸髄症と診断した。単純 X 線、CT で脊椎全般に高度な脊椎症性変化を認めた。MRI では

分節型 OPLL による前方要素と黄色靭帯肥厚による後方要素からなる脊髄圧迫所見が認められた。

頸椎椎弓形成術を施行し、症状は改善した。【考察】アルカプトン尿症性脊椎症は、椎間板腔の狭

小化と石灰化により椎体癒合をきたし、脊椎の可動域制限と腰背部痛の主訴が多く、神経症状は

稀である。一般的に変性は胸腰椎部から頸椎へ進行することが多い。本例でも胸髄症発症後 10年

で頸髄症を発症していた。胸髄症発症例では、将来の頸髄症発生の可能性を患者に説明しておく

必要がある。  

 
 

６：腰仙固定術の S1椎弓根スクリューの緩みは 

CT Hounsfield unit 値で予測できる 
新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 

○石川 裕也、山崎 昭義、勝見 敬一、溝内 龍樹、佐藤 雅之、坂本 徹夫 

 

【目的】腰仙固定術後の S1椎弓根スクリュー軌道部分と第 1腰椎椎体の Hounsfield unit値(HU) 

が、スクリューの緩みの予測因子となるか検討した。【方法】腰仙固定術（L5-S1 単椎間）を施行

された、50 歳以上、6 か月以上経過観察した 85 例を対象とした。術後 6 か月の CT でスクリュー

周囲全長に 1mm 以上の clear zone を認めた例を緩みありと判定し、緩みの有無で 2 群に分けて

比較検討した。【結果】緩みなし群 69 例（男性 38例、女性 31例）、あり群 16例（男性 8例、女

性 8例）であった。スクリュー緩みは 146 本でなし、24 本でありだった。年齢、性別、BMI、腰椎

骨密度、大腿骨骨密度、スクリュー径、前方骨皮質穿破の有無、L1椎体 HU に有意差はなかった。

スクリュー長（p=0.009）、スクリュー軌道の HU：109（77-158）/ 58（33-95）（p＜0.001）で有意

差があった。【結論】スクリュー軌道の HU は腰仙固定術後のスクリューの緩みの予測に有用であ

る。  
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７：成人脊柱変形患者に対する胸椎-骨盤矯正固定術前後における 

Pelvic Incidence の変化 -CT を用いた 3次元計測での評価- 
新潟大学医歯学総合病院 整形外科 

○牧野達夫、大橋正幸、渡辺慶、田仕英希、渋谷洋平 

    

【目的】Pelvic Incidence(PI)は患者固有のパラメータとされるが、脊椎固定術前後で変化する

報告も散見される。しかし、X線計測は測定誤差も無視できない。そこで、仰臥位 CT を用いて術

前後の PI変化を検討した。【方法】成人脊柱変形に対し SAIスクリューを用いた胸椎-骨盤矯正固

定術を施行した 25 例(男/女=6/19例、年齢平均 64.7歳、固定椎間数平均 9.3椎間)、CT での計測

には 3D デジタル骨モデル作成ソフト ZedHip(Lexi Tokyo Japan)を用いた。【結果】PI は術前

47.0±7.6度から術後 1週で 45.7±8.0度へ有意に減少し(p<0.01)、差の平均は 1.3度(95%CI:2.2

～0.4 度)、術前後で 5度以上変化した例はなかった。一方、立位 X線による計測では約 1/4の症

例において術前後で 5 度以上の変化がみられた。【考察】手術で腹臥位になることで仙腸関節で仙

骨が相対的に前方へ移動し PI が減少する可能性を考えられる。CTではより正確な PI の計測が可

能であり、術前仰臥位 CTで術後 PIを 5度以内の誤差で予測可能であった。  

 

 

８：椎間板切除を伴わない頚椎後方椎間孔拡大術後の椎間板ヘルニアは 

術後早期に縮小する 

新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 

○溝内 龍樹、山崎 昭義、勝見 敬一、石川 裕也、佐藤 雅之、坂本 徹夫 

 

【目的】頚椎椎間孔内の椎間板ヘルニアに対して通常我々は後方椎間孔拡大術に加えて椎間板切

除を行っているが出血により椎間板切除困難な場合がある.椎間板切除なしのヘルニアの術後経

過を明らかにした.【方法】頚椎椎間板ヘルニアに対して手術を行った 83例のうち椎間板切除な

しは 9例. 上肢の VAS 値と麻痺症例の MMT を術前後で比較. MRI 横断像でヘルニアの大きさから

縮小率：（（術前―術後）/術前）を求めた.保存短期群 10 例(経過 3 か月)と保存長期群（平均 13

か月）の 10 例の縮小率を手術群と比較した.【結果】上肢 VASは術後有意に改善. 麻痺は全例,

術後 6か月で MMT4 以上に改善した.ヘルニアの縮小率は術後 3か月で 40%,最終撮影時(平均 15

か月)71%と有意に縮小.保存短期群と長期群の縮小率は 8%と 28%で手術群より有意に低かった.

【結論】椎間板切除なしの椎間孔拡大術後早期にヘルニアは縮小した.  
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９：MR ミエログラフィーだけで腰部脊柱管狭窄症の 

手術範囲を決定することは可能か 
国立弘前病院 整形外科 

○陳 俊輔 岩崎宏貴 秋元博之 

 

【目的】2017 年から当院では 3D true fisp+fs の撮影方法を用いて腰椎 MR ミエログラフィー(MRM)を撮影

している.本研究では腰部脊柱管狭窄症(LSS)において,脊髄造影検査と MRM のどちらが狭窄を充分に評価し

ていたかを比較した.【対象と方法】LSSと診断し両検査を行った症例で,画質不良と手術既往を除外した 125

例を対象とした.狭窄の評価は改良 Schizas分類を応用し(Grade A:馬尾の識別可＋造影剤(脊髄液)の貯留あ

り,B:識別可＋貯留なし,C:識別不可),各椎間における狭窄程度を両検査間で比較した.【結果】MRMと中間位

脊髄造影の比較は各椎間において同程度の狭窄度であった.MRM と後屈位脊髄造影の比較は 6 例で造影検査

の方が狭窄していた.MRM と後屈位脊髄造影で狭窄度に差があった症例は,中間位と後屈位の腰椎前弯角の差

が大きかった.【結語】MRM は後屈位での狭窄を評価できていない可能性がある.中間位と後屈位の腰椎前弯

角の差が大きい症例は,前弯角を強調する後屈位 MRMを撮影する必要がある.  

 
 

１０：思春期特発性側弯症における椎体変形の三次元的評価 
新潟大学 整形外科 

○田仕英希 大橋正幸 渡辺慶 渋谷洋平 牧野達夫 

 

【緒言】近年、思春期特発性側弯症(AIS)における椎体形状の報告は散見される。今回、三次元的解析により

椎体の頭側終板と尾側終板の平面がなす角度(EPA)を計測し X 線との相関を評価した。【方法】当院で 2008

～2020 年に AIS Lenke type 1 または 2 に対して後方矯正固定術を受けた患者群から無作為に抽出した 40

例(女 36 例、男 4 例、平均 15.6 歳)の術前 CT を Lexi 社の ZedHip を用いて解析した。主胸椎カーブの頂椎

とその上(-)下(+)2椎体の EPAを計測した。【結果】EPAは頂椎、頂椎-1、+1、-2、+2 (6.76、6.12、5.27、

4.71、2.88度)の順に大きく、有意差を認めた (P<0.001)。頂椎、頂椎±1、頂椎±2の EPAはいずれも立位

Cobb角とは相関しなかったが、仰臥位側屈 Cobb角とは有意に相関(r=0.36, 0.49, 0.49)した。【考察】椎

体の変形は三次元的計測で頂椎が最も大きく、頂椎上下では尾側の方が大きかった。また立位 Cobb 角では

なく側屈 Cobb角と相関したことで、椎体変形が側弯変形の可撓性を規定している可能性が示唆された。【結

論】PJKは術前より PJAが 20度以上増加と定義したほうがよい。 
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１１：思春期特発性側弯症の呼吸機能と胸郭変形および筋量の関係 
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 田中直 浅利享 石橋恭之 

 

【目的】思春期特発性側弯症（AIS）の呼吸機能と胸郭変形、筋量の関係を明らかにすることであ

る。【対象と方法】対象は、選択的胸椎後方固定を行った 20歳以下の AIS 19 名（全例女性、手術

時年齢 14.7±1.6歳）である。術前後の肺活量（VC）、％VC、一秒量（FEV1.0）、一秒率（FEV1.0%）、

術前後の Cobb角、Sagittal diameter、Sternovertebral distance、Midline deviation、術前の

二重エネルギーX線吸収（DXA）法による徐脂肪量を計測した。徐脂肪量より skeletal mass index

（SMI）を算出した。呼吸パラメータと画像パラメータの相関解析を行った。【結果】術前 VCと術

前右上肢ならびに左右下肢 SMI に有意な正の相関（ρ=0.477、ρ=0.489、ρ=0.547）、Midline 

deviation に負の相関（ρ=-0.484）、術前%VCと体幹ならびに左右下肢 SMI に正の相関（ρ=0.518、

ρ=0.528、ρ=0.525）を認めた。術前 FEV1.0 と術前 Sagittal diameter、Sternovertebral distance

の間に正の相関（ρ=0.533、ρ=0.513）を認めた。FEV1.0 の変化量と Midline deviation の変化

量の間に正の相関（ρ=0.555）を認めた。【結語】AISの呼吸機能には、胸郭変形とともに筋量が

関連していた。  

 

 

１２：考え得る最も単純な構造のｼﾘﾝｼﾞﾎﾙﾀﾞｰによる 

手指放射線被曝低減効果について 
松田病院 整形外科 

○笠間 史夫、松田 倫政、甲川 昌和、山口 直毅、黒澤 理人 

    

神経根ﾌﾞﾛｯｸ、および、椎間関節ﾌﾞﾛｯｸは脊椎疾患の診断的治療に有効であり、ほぼ必須の手技で

あるが、術者の手指放射線被曝の問題がある。その低減のために長いﾋﾟﾝｾｯﾄや消毒鉗子の使用な

ど工夫されているが、力を入れにくく操作性が良くない。我々は、30ｘ300ｘ1.5mm のｱﾙﾐ板に巾

2mm のｽﾘｯﾄを作り、その板を外筒の曲率に合う形に曲げて、外筒の翼部分をｽﾘｯﾄに固定できるﾎﾙ

ﾀﾞｰを自作した。このﾎﾙﾀﾞｰによりｼﾘﾝｼﾞを緩み無く保持可能で、術者の手は照射野から離れた位置

から針の刺入・方向修正・抜去が可能で、操作性が良く便利である。このｼﾘﾝｼﾞﾎﾙﾀﾞｰの紹介と被

曝低減効果について報告する。  
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１３：骨粗鬆症性椎体骨折における椎体不安定性を表す 

椎体前縁高・楔状率・楔状角の同等性 
医療法人松田会 松田病院 整形外科 

○佐藤光三、甲川昌和、笠間史夫、山田祐一郎、山城正浩、松田倫政 

    

【背景・目的】椎体不安定性の測定は椎体骨折の診断、癒合判定に有用である。その評価には前

縁高（mm）、楔状率（%）、楔状角（度）の各種が用いられ結果を直接比較することが難しい。した

がって、椎体前縁高 1mm に相当する楔状率や楔状角を求めた。【対象・方法】60 歳以上の女 184名

の T11から L2までの側臥位 X線側面像を用いた。焦点・フィルム間距離は 120cm とした。 Genant

分類のグレード０は 447 椎、グレード 1〜3は 151椎であった。これらの椎体前縁高、後縁高、前

後径を計測した。前縁高 1mm に相当する楔状率は、当該椎体の後縁高の逆数で求め、楔状角は椎

体計測値から三角法で算出し、各椎体レベル、各グレード別に集計した。【結果・結論】変形椎で

はグレード 2 が 61 椎と最も多く、その前縁高 1mm に相当する楔状率の平均値は 3.5%、楔状角は

1.5度であった。これらを代表値とすることが実臨床では有用と考えた。  

 

 

１４：思春期における脊柱矢状面アライメント 

－思春期特発性側弯症と健常者の比較－ 
新潟大学医歯学総合病院 整形外科 

○渋谷洋平、大橋正幸、渡辺慶、田仕英希、牧野達夫、平野徹 

 

【背景】思春期特発性側弯症(AIS)手術における矢状面アライメントの重要性が報告されている

が、目標とすべきアライメントは不明である。本研究の目的は、思春期における健常者と AIS 症

例の脊柱矢状面アライメントを比較することである。【方法】学校検診を経て当院を受診した 465

名のうち、10°以上の側弯を認めない女児 44 例(平均 12.8歳；N群）と、30°以上の胸椎側弯を

有する女児 44 例 (平均 12.9 歳；S 群）を抽出した。【結果】脊柱骨盤パラメータ(N 群：S 群)は

PI(46：52)度、PT(11：11)度、SS(36：41)度、LL(52：55)度、TK(27：22)度、SVA(-27：-19)mm、

PI-LL(-6：-3)度で、N 群で PI、SS が有意に小さく、TK が有意に大きかった(p＜0.05)。【結論】

AIS 手術では十分な胸椎後弯を形成することで、その代償性変化としての腰椎前弯を獲得し、大

きな PIとバランスをとる必要がある。 

  



24 
 

１５：特発性脊柱側弯症術前後の頚椎矢状面アライメントの変化 
1) 山形大学医学部整形外科学講座 2) みゆき会病院 山形脊椎センター 

○鈴木智人 1)、嶋村之秀 1)、赤羽武 1)、武井寛 2)、杉田誠 2) 

    

【緒言】特発性脊柱側弯症術前後の頚椎矢状面アライメントの変化についての詳細な報告は少な

い。【対象と方法】演者らの施設で 2015年から 2019年に特発性脊柱側弯症 (Lenke type1 もしく

は 2 の胸椎カーブ)に対して後方矯正固定術を施行した 31 例 (女性 30 例、男性 1 例、平均年齢

14.4歳)を対象とした。X線学的評価として冠状面では主胸椎カーブのコブ角、矢状面では頚椎前

弯角、胸椎後弯角、腰椎前弯角、仙骨傾斜、Pelvic incidence、Pelvic tiltを調査し、術前と術

後 1 年で比較検討した。【結果】主胸椎コブ角は術前 49.3°が術後 12.0°に矯正され矯正率は

75.6%であった。頚椎前弯角は術前-14.3°が術後-8.8°に改善した。胸椎後弯角は術前 21.8°が

術後 17.3°に軽度減少した。腰椎前弯角、仙骨傾斜は術前後で各々5.9°、2.2°減少した。【考

察】後方矯正固定術後に頚椎矢状面アライメントは改善するが、術後 1 年時点では平均 8.8°の

後弯であった。今後、矢状面アライメントの長期的な推移を検討する必要がある。  

 

 

１６：胸腰椎破裂骨折対する前後合併固定術と椎体形成併用後方固定術の比較 

―脊柱骨盤矢状面アライメントを含めて― 
新潟市民病院 整形外科 

○庄司寛和 澤上公彦 田中裕貴 石川誠一 

    

【目的】粉砕高度の胸腰椎破裂骨折に対する前後合併固定術と椎体形成併用後方固定術の術式間

の比較・検討をすること。【対象と方法】2008年 8 月から 2018年 7月に急性期に手術を行った胸

腰椎破裂骨折(AO分類 A3, A4, B2)のうち、load sharing 分類 7点以上で、術後 2年・抜釘後 1

年以上観察した 29 例を対象とした。二期的前後合併固定術の PA 群が 10例、経皮的椎体形成併用

後方固定術 の VP群が 19例。【結果】PA 群に女性、受傷機転の飛び降りが多く、CT で骨片占拠率

が高かった(p＜0.05)。最終の X線において PA群で局所後弯角(PA/VP: 9.5/16.6)、TPA (8.1/16.8)、

PI-LL (-0.6/10.1)が有意に小さかった。【結論】PA群は骨片占拠率が高く、破裂の程度がより重

度であったが、最終の局所後弯角は小さく、矢状面アライメントも良好であった。  
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１７：頚椎椎弓形成術術後後弯変形の術前予測因子の検討 
山形大学医学部整形外科学講座 

○嶋村 之秀、鈴木 智人、赤羽 武、高木 理彰 

 

【目的】頚椎椎弓形成術後の後弯変形の術前予測因子としての全脊椎アライメント、フレイルの

有用性を検討すること。【対象と方法】2013 年 4 月から 2019 年 10 月までに当院で頚椎症性脊髄

症に対して椎弓形成術を施行し、1 年以上経過観察した 26 例(男性 20 例、女性 6 例、平均年齢

69.8 歳)を対象とした。術前全脊椎単純 X 線により各種矢状面パラメーターを測定した。フレイ

ルの評価には modified frailty index(mFI)を使用した。術前 C2-7角から術後 C2-7角を除した

ものを△C2-7 角と定義し、ΔC2-7 角≧5 度を後弯群、＜5 度を非後弯群として 2 群間で比較検討

した。【結果】後弯群は 8例(30.8%)であった。後弯群では mFIが有意に高く(p<0.01)、C7 Slope

が有意に大きく(p<0.01)、男性が多く、CGH-SVAが大きく、C7-SVAが大きい傾向にあった。【考察】

mFIが高値であるほどフレイルすなわち全身脆弱性が強い。フレイルと術前の大きな C7 Slope は

術後後弯変形の危険因子と考えられた。  

 

 

１８：神経線維腫症 1 型 dystrophic type 後側弯症に対する矯正固定術 
1)新潟大学医学部整形外科 2) 新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 整形外科  

3)新潟脊椎外科センター 

○渡辺慶 1) 平野徹 2) 大橋正幸 1) 田仕英希 1) 渋谷洋平 1) 牧野達夫 1)  

長谷川和宏 3) 

 

2000-2018 年に NF-1 に伴う dystrophic type 脊柱変形 22 例に対し矯正固定術を施行し、内訳は

側弯症 12例(平均年齢 16.8 歳)、後側弯症(局所後弯≥40°)10例(平均年齢 27.2歳)であった。後

側弯群の特徴は、高齢(16.8 歳／27.2 歳)、高頻度の前後合併手術施行(2 例／8 例)、高頻度の手

術関連合併症(0 例／6 例)であった。主カーブの側弯 Cobb 角は術前(51.8°／49.3°)、術直後

(20.4°／30°)、最終(21.9°／30.6°)であり差がなかった。後側弯群における局所後弯角の推

移(術前／術直後／最終)は、67.6°／49.3°／53.9°であり、矯正率 20.3%であった。手術関連

合併症については(全例は後側弯群)、術後下肢麻痺 1 例、ロッド折損 2 例、SSI2 例、嗄声 1 例、

肺血栓塞栓症 1 例であった。前方手術は先行的前方解離 1例、後方固定後前方再建 7例(腸骨移植

2 例、腓骨移植 5例)であった。高度な後側弯変形は、強固な前方支柱再建が必要となるが周術期

の合併症も少なくなく、後弯変形発生前のより早期の手術介入が望ましい。  
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１９: 運動療法による脊柱骨盤アライメントへの効果 
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】背筋運動療法による脊柱骨盤アライメントへの長期の有効性を検討する．【方法】背筋運

動を指導した 30 例（運動群）と，開始時の年齢，体格と脊柱骨盤アライメントをマッチした 30

例（対照群）を対象（平均 69 歳）とした．運動群では腹臥位の背筋運動を指導し，週 5回程度行

うよう指導した．脊柱骨盤矢状面アライメントと，背筋力，大腿四頭筋力，握力を計測し，群間

で比較した．経過観察期間は平均 3.3年（2-6年）である．【結果】背筋力は，運動群で有意に増

加し，対照群では減少し，変化量に群間差を認めた．矢状面アライメントは，運動群では有意に

変化せず，一方対照群は PT，TPA，TKが増加し，PI-LL は減少した．群間比較は，PT，TPAの変化

量に有意差を認めた．【考察】運動群では背筋力が増加し，アライメントは維持され，対照群では

骨盤後傾と TPA の進行がみられ，群間に有意差を認めたことから，背筋運動は骨盤後傾の進行を

予防したと考えられる．  

 

 

２０：日本人の脊柱不良アラインメント(SG-mal-Align)の検討 

- SVA≧40mm,  PT≧20°及び PI－LL≧10°の頻度と臨床的意義 - 
秋田労災病院１）秋田大学整形外科２） 

○奥山幸一郎１）、木戸忠人１）、佐藤千晶１）、宮腰尚久２）、島田洋一２） 
 

日本人で脊柱 mal-alignment（SVA≧40mm, PT ≧20°, PI－LL ≧10°：Schwab et al. 2012）を

有する人の割合と臨床的意義は検討されていない。 1489 名の母集団から無作為に抽出した 310

中健常と判断した 254 名(平均年齢 38.6±13 歳)を対象とした横断的検討を行った。SVA≧40mm,  

PT≧20°, PI－LL ≧10°はそれぞれ, 6 % (15/254), 12% (31/254), 11% (27/254)に認められ

た。全体の LBP 有症率は 24.0% (60/254)であり, その中で PI－LL≧ 10°群では LBPの有症率

が高く, SF36-MCS が低値であった（P<0.01）。 また, SVA≧40mm,  PT≧20°, PI－LL ≧10°の

全てを満たすものは全体の 1.6%(4/254)存在し, 全例で腰痛を認め, SF36-MCS は平均 35.6 と極

めて低値であった。  
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２１：Biplanar slot-scanning full body stereoradiography system (EOS) 

による全身立位矢状面アライメントと HRQOL 
1)新潟脊椎外科センター 2) 新潟大学保健学科 3）新潟大学医学部整形外科  

4) Spinal Unit, University Hospital, Bordeaux, France  

5) Académie Nationale de Médecine, France 

○長谷川和宏 1) 初鹿野駿 1) 岡本昌士 2) 渡辺慶 3) 大橋正幸 3)  Jean-Marc Vital 4) 

Jean Dubousset 5) 
 

正常立位脊柱矢状面アライメントは，頭蓋骨中心はほぼ重心線に一致し，頚椎・胸椎はこれより

後方(後弯頂椎 T7)に位置し，腰椎前弯頂椎は L4 を頂椎とし，股関節中心も常に重心線より前方

に位置する。膝関節や足関節は後方に位置して姿勢が維持される。しかし、椎間板変性が進むと

椎体配列すなわち脊柱アライメントが前傾し、立位維持が難しくなる。体幹前傾は、主に頚椎伸

展・骨盤後傾・膝屈曲によって代償されるが、HRQOL の悪化を招く。このような立位姿勢、全身骨

アライメントと HRQOL との定量的評価は十分になされてはいない。私共は、biplanar slot-

scanning full body stereoradiography system (EOS)および重心動揺計を同期させたシステム

を構築し、全身骨アライメントと HRQOL との関係の定量化を試みてきた。HRQOL は、従来から提

唱されている全身アライメントによる 3 phase: normal、compensated、decompensated の進行に

伴って悪化し、外科的治療指針となり得ることが分かった。脊柱矯正固定術の適応は、TPA>30°, 

C2-7前弯> 13°, PI-LL> 30°, PT>28°, 膝屈曲> 8°である。 

 

２２：胸腰椎緊急手術器械セットによる術前待機時間の短縮化 
1)東北大学高度救命救急センター 2)東北大学整形外科 3)東北医科薬科大学整形外科 

○小野田祥人 1),2)、菅野晴夫 3)、矢部裕 2)、橋本功 2)、相澤俊峰 2)、久志本成樹 1)、 

井樋栄二 2） 

    

【目的】脊椎インストゥルメントを用いた緊急手術の術前待機時間の短縮には、滅菌済の手術器

械・インプラントの常備が望ましい。しかし限られた保管場所や費用対効果から多数の器械の常

備は難しい。我々は 2020 年 4月から器械を厳選した胸腰椎の緊急手術セットを作り、滅菌済で常

備可能にした。本器械セットの導入前後で手術待機時間、手術時間を比較し、緊急手術を迅速化

できたか検討した。【方法】2019 年 4 月以降に緊急手術で胸腰椎固定術を行った 18 例(導入前 11

例、導入後 7例)を対象とした。脊椎固定用の手術器械数は、導入前は計 169個(9 ケース分:未滅

菌)で、導入後は計 62 個(3ケース分:滅菌済)とした。【結果】待機時間は導入前の 28±17.0 時間

が、導入後に有意に短縮し 16±10.5 時間となった。手術時間は導入前 142±49分、導入後 115±

56 分であった。【考察】厳選した手術器械セットを滅菌済で常備することで、脊椎緊急手術をよ

り迅速に行うことが可能となった。 
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２３：術中 CT(O-arm)を用いた体位による腹部大血管移動量の検討 
弘前大学 整形外科 

○浅利 享、和田簡一郎、熊谷玄太郎、田中 直、石橋恭之 

 

【目的】本発表の目的は、術中腹臥位による腹部大血管の移動量を術中 CT を用いて検討することで

ある。【対象と方法】腰部脊柱管狭窄症に対し腰椎後方椎体間固定術を施行した 25 例（男 8例、女 17

例、手術時平均年齢は 66.0 歳）を対象とした。大血管（大動脈、総腸骨動脈、内腸骨動脈）の移動量

は CT 画像を用いて L4 椎弓根、L4/5 椎間板、L5 椎弓根、L5/S1 椎間板高位での「術中 CT での椎間板

から大血管までの最短距離」-「術前仰臥位 CTでの同距離」とした。大血管の石灰化の有無（有：15

例、無：10 例）や性別での移動量の変化、また年齢や BMI と移動量との相関も検討した。【結果】各

高位で大血管の位置は術中腹臥位になることで有意な移動は認めなかった。大血管の石灰化有無での

移動量の比較、性別と移動量の比較において有意差を認めなかった。BMI と移動量は相関を認めなか

ったが、年齢と移動量の検討では L4/5 椎間板高位での右総腸骨動脈の移動量に弱い負の相関（r=-

0.384）を認めた。  

 

 

２４：腰椎変性すべり症に対する 1椎間側方進入椎体間固定術の有用性の検討 
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、及川諒介、楊寛隆、土井田稔 

 

【目的】腰椎変性すべり症に対して１椎間の側方進入椎体間固定（LLIF）と経皮的椎弓根スクリ

ュー（PPS）を用いて手術した症例を，後方椎体間固定（PLIF）と椎弓根スクリューを用いて手術

した症例と比較し，その有用性について検討した．【方法】LLIF 症例 36 例（男性 15 例，女性 21

例，平均年齢 68.2 歳）と PLIF症例 24例（男性 2例，女性 22例，平均年齢 68.6歳）で，手術時

間，術中出血量，傍脊柱筋群の面積を比較した．【結果】手術時間は，LLIF 群で 142.5 ± 50.8

分， PLIF群で 161.2 ± 27.9分であり LLIF群で短かった（p＜0.01）．出血量は LLIF群で 60.6 

± 43.9ml，PLIF群で 226.3 ± 152.7ml であり LLIF群で少なかった（p＜0.01）．傍脊柱筋群の

面積は LLIF 群で維持されていたが、PLIF群では術後 2年時点で有意に低下した（p＜0.05）．【ま

とめ】LLIFは１椎間の腰椎変性すべり症に対しても手術時間短縮と出血量低減、傍脊柱筋温存の

点で優位性を示した． 
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２５：第 5 腰椎骨粗鬆症性椎体骨折の手術治療 
1)秋田大学大学院整形外科学講座，2)秋田厚生医療センター整形外科 

○阿部和伸 1)，宮腰尚久 1)，小林孝 2)，本郷道生 1)，粕川雄司 1)，石川慶紀 1)， 

工藤大輔 1)，阿部栄二 2)，島田洋一 1) 

 

【背景】骨粗鬆症性椎体骨折(OVF)の多くは胸腰移行部に発生し，第 5腰椎(L5)では比較的稀であ

り，報告も少ない．今回我々は L5OVF に対して手術を行った 3 例の治療成績を調査した．【対象】

L5OVF に対して手術を行った 3例(全例女性，平均年齢 74 歳)の併存症，手術方法，手術時間，出

血量，手術前後・最終観察時の脊椎矢状面アライメント，JOA スコア，骨粗鬆症治療を調査した．

【結果】2 名が関節リウマチで治療していた．手術は L5 の椎体形成または置換に加え，1-2 椎間

の後方経路腰椎椎体間固定と L2-3 から骨盤までの後方固定が行われ，平均手術時間は 5 時間 36

分，平均出血量は 907ml であった．脊椎矢状面アライメントは術後に改善したが，最終観察時に

は悪化していた．JOA スコアは術後に改善し，最終観察時まで維持された．骨粗鬆症治療は全例

に行われ，2 例に術前からテリパラチド製剤を使用した．【結論】L5OVF に対する手術治療は，術

後および最終観察時の JOA スコアを改善させた．  

 

 

２６：L5を固定下端とする成人脊柱変形矯正術後の隣接椎間障害 

1)秋田厚生医療センター 整形外科 脊椎脊髄センター 2)秋田大学大学院整形外科 

○木村竜太 1) 阿部栄二 1) 小林孝 1) 菊池一馬 1) 木下隼人 1) 宮腰尚久 2) 島田洋一 2) 

 

【はじめに】成人脊柱変形に対する手術は，ADL 低下リスクを考慮しながら固定範囲を短縮でき

るかが課題である．L5を固定下端とした術後 PJF，DJF のリスク因子を後ろ向きに調査した．【方

法】L5 を下端とした成人脊柱変形術後 2 年以上フォローし得た 56 例（男性 19 例，女性 37 例）．

手術時年齢は平均 68.7歳．固定範囲は平均 5.2 椎間，経過観察期間は平均 4.7年．再手術を要し

たものを PJF，DJFと定義．術前・術後・最終フォロー時の脊柱骨盤パラメータを評価．追加手術

を要した時点をエンドポイントに設定した．【結果】PJF は 5 例(9%)，DJF は 6 例(11%)，20 度以

上の PJK は 21例(37.5%)に生じた．SVA(術前/術後/最終フォロー, mm)は 73.2/29.2/63.2, C7PL-

CSVL は 5.1/18.7/11.7 だった．固定上端を胸椎(T7-10)・胸腰移行部(T11-L2)にわけると， DJF

と 20 度以上の PJK は胸椎群に有意に多かった．【考察】L5を固定下端とする場合，上端は胸腰移

行部までとすることが隣接椎間障害予防に有効である可能性がある．  
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２７：腰椎手術患者の圧痛測定による痛みの感作の検討 
自衛隊仙台病院整形外科 1、松田病院整形外科 2、防衛医大整形外科 3 

○山口直毅 1、黒澤理人 1、遠藤想 3、笠間史夫 2、松田倫政 2、甲川昌和 2 

 

【背景】慢性腰痛患者で痛みの中枢感作が圧刺激疼痛閾値(PPT :Pressure Pain Threshold)の変

化で評価出来ることが報告されている。今回我々は腰椎手術患者の手掌部 PPT 変化が臨床評価の

指標となるかを検討した。【方法】2019 年 12月から 2020年 4 月までの腰痛手術患者 42名を対象

とした。術前後の手掌部 PPT と臨床評価 JOABPEQ、EQ-5D、腰痛評価 RDQ、ODI、中枢感作評価 CSI

を測定し、PPTと各項目の変化の相関関係を評価した。【結果】術後 PPT は有意に上昇し、各評価

項目は有意な改善を認めた。また各項目の改善は PPT 上昇に相関して変化していた。中でも術前

後 PPT差の増加は、JOABPEQ での VAS腰痛の低下、CSI の低下（共に改善）と有意な負の相関を示

した。【結語】腰椎手術患者の手掌部 PPT測定結果が、症状改善評価の一つの指標として使用出来

る可能性があると考えられた。 

  

 

２８：ナビゲーション付きドリルを用いた 

頚椎椎弓根スクリュー刺入精度の検討 

新潟市民病院整形外科 

○田中裕貴 澤上公彦 庄司寛和 石川誠一 

 

【目的】当院での CPS の刺入精度とナビゲーション付きドリルの有用性について検討した. 

【対象と方法】2008 年 2 月から 2020 年 11 月に当院で CPS を刺入した 96 例(男性 68 例,女性 28

例;平均年齢 67.5 歳)を対象とし,Group1:側面透視,Group2:ナビゲーションシステム(O-arm)下プ

ローブ,Group3:ナビゲーション付きドリル(Stealth Midas)を用いた刺入法と分類.術後 CT にて

検討.Neo 分類 Grade2,3 を逸脱とした.【結果】CPS は合計 342 本刺入されており,逸脱率は

Group1:25/187(13.3%),Group2:7/63(11.1%),Group3:4/92(4.3%)で Group3 は Group1 と比べて有

意に逸脱率が低かった(p<0.05).また Group1 では外傷例(23/137;16.8%)が非外傷例(2/50;4%)と

比べて逸脱率が有意に高かったが,Group2,3 では外傷例,非外傷例で逸脱率に差がなかった.【考

察】ナビゲーション付きドリルを使用した CPS 刺入法はフリーハンドテクニックに比べて精度が

高かった.特に,不安定性を有する外傷例においてもナビゲーション付きドリルを用いることで安

全に刺入できると考える.  
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２９：脊柱側弯症手術におけるスマートグラスの導入 
仙台西多賀病院 整形外科 

○八幡健一郎 両角直樹 吉村広志 秋元仁志 衛藤俊光 山屋誠司 川原央 古泉豊  

国分正一 

 

スマートグラスは実視野と画像や映像を重ね合わせて表示することができ，視野の移動が少なく

て済むことから，様々な分野で応用されている．近年，医療分野でもスマートグラスを応用した

報告が増えてきている．我々は，側弯症手術において CT-based ナビゲーションシステムを使用し

てきた．正確に椎弓根スクリューが挿入できるものの，手術時間が長くなる傾向があった．また，

ナビゲーション画面と術野との視野移動の際にプランナーや，プローブの先端がずれてしまうこ

ともあった．そこで，スマートグラスを使用してナビゲーション手術を行ったところ，術野から

視線を動かさずに，より正確，安全に短時間でスクリュー挿入を行うことができた．特に，多く

の椎弓根スクリューを使用する側弯症手術には，非常に有効であると思われた．また，CT-based

ナビゲーションを使用するため，術中の被曝がなく，小児の手術に適していると考えられた．  

 

 

３０：腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ椎間板内注入療法の検討 

新潟市民病院 整形外科 

○石川 誠一、澤上 公彦、庄司 寛和、田中 裕貴 

    

【目的】腰椎椎間板ヘルニアに対してコンドリアーゼ椎間板内注入療法を行い、その有効性につ

いて調査検討する。【対象】症例は 43 例（施行後 2 カ月以上の例、多数回手術例は除外）で、年

齢は平均 43 歳（18～93歳）、罹病期間は平均 8.3 カ月（2～48 カ月）、施行後経過観察期間は平均

8.4 カ月（2～18 カ月）であった。初診時下肢痛は全例、腰痛は 5 例に認め、SLR 陽性は 40 例に

認めた。ヘルニア椎間は L5/S1 21例、L4/5 16 例、L5/6 4例、L3/4 2 例であった。【結果】最終

調査時、下肢痛は 43 例中 41 例（95％）が何らかの改善を示した。腰痛を認めた例は 3 例であっ

た。注入後 MRI を施行した 30 例中 24 例（80％）にヘルニアの縮小あるいは輝度変化を認めた。

注入後腰椎 X線を施行した 31 例では、いずれも椎間板高は施行前と比較し減少傾向を示した。施

行後から観察期間内に手術例はなかった。【結論】コンドリアーゼ椎間板内注入療法は腰椎椎間板

ヘルニアに対する有効な治療法になりうると考えられる。  
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３１：腰椎椎間板ヘルニア（LDH）に対する 

脊椎内視鏡治療（MED/FED-TF）の比較 
山形済生病院 

○奥田正太 内海秀明 千葉克司 伊藤友一 鈴木智人 高木理彰 

 

【背景】LDHに対する脊椎内視鏡治療は主に MED と FED-TFの 2 つの術式があるが同じ条件で比較

検討したものは少ない。今回、L4/5 傍正中 LDH に限定し 2 つを比較検討した。【対象と方法】対

象は 2015～2019 年に L4/5 傍正中 LDH に対して脊椎内視鏡手術を施行し、術後 1 年以上経過観察

し得た 37例（MED 17例、FED-TF 20例）。調査項目は手術時間、出血量、再発/再手術率、術中合

併症、JOAスコア改善率。【結果】手術時間は MED群 99.5 分、FED群 70.3 分、出血量は MED 群 30.3 

ml、FED群 1.5 ml、再発率（同レベル同側）は MED群 0％、FED群 10％ (2例)、再手術率は MED

群 0％、FED 群 10％ (2 例)、硬膜損傷は MED群 11.8％ (2例)、FED群 0％であった。再発例を除

いた症例の JOA スコア改善率は、術後 3 か月で MED 群 71.2％、FED 群 45.5％であった。【結論】

MED において再発、再手術が少なく、FED-TF において手術時間、出血量、術中合併症が少なかっ

た。  

 

 

３２：全内視鏡下側方腰椎椎体間固定術（Full-endoscopic transKambin 

lateral lumbar interbody fusion）を行った導入初期 12例， 

術後 1 年の治療成績と椎体間癒合率の検討 
仙台西多賀病院 1整形外科・脊椎内視鏡センター，2整形外科 

○山屋誠司 1，古泉豊 2，秋元仁志 1，須田英明 2，衛藤秀光 2，吉村広志 2，八幡健一郎 2， 

川原央 2，両角直樹 2，国分正一 2 

 

全内視鏡下側方腰椎椎体間固定術（Full-endoscopic transKambin lateral lumbar interbody 

fusion：FE-KLIF）は 2018 年本邦で報告された．当院は国内 3 施設目として 2018 年に導入した．

治療成績と骨癒合率の報告は少ない．導入初期 12例の術後 1 年，治療成績と椎体間癒合率を検討

した．同一術者が執刀した FE-KLIF 12 例を対象とした．治療成績（MacNab criteria, JOA, 

JOABPEQ），CT での椎体間癒合率を術前，術後１年まで前向きに調査した． 12 例全例，MacNab 

criteria は Excellent であり，JOA, JOABPEQ 全て術前に比べ術後 1 ヶ月の早期から１年まで有

意に改善した．術後 1 年の椎体間骨癒合率は 83%と高値であった．本術式は過去に報告された椎

体間固定術とほぼ同等の高い癒合率を得ることができた．  
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３３：頚椎後縦靭帯骨化症の骨化進展因子と予測バイオマーカーの確立 
1)新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター 2)新潟大学医歯学総合病院 

整形外科 3)新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 整形外科 

 4)新潟南病院 整形外科 

○勝見敬一 1) 渡辺慶 2) 平野徹 3) 和泉智博 4) 山崎昭義 1) 溝内龍樹 1) 石川裕也 1)  

佐藤雅之 1) 坂本徹夫 1) 澁谷洋平 2)  川島寛之 2) 

 

CT を用いた 3 次元画像解析にて後縦靱帯骨化症(OPLL)の体積評価が可能となった.今回骨代謝動

態も調査し,骨化進展因子と予測バイオマーカーを調査した.【対象】当院・関連施設の OPLL70 例

(男性 44 例,女性 26例,64.9 歳)を対象とした.混合型 44 例・分節型 17 例・連続型 9 例,JOAスコ

ア 14.9 点,BMI26.7kg/m2,非手術 47 例・手術 23 例であった.骨代謝動態は通常項目に

25OHD,iPTH,FGF23,P1NP,TRACP-5b,骨形成抑制蛋白の Sclerostin・DKK-1,骨密度を調査した.3 次

元解析にて OPLL 年毎増加率を算出した.過去の年毎増加率が 7.5%であった事から,8%以上を進展

群(P 群),以下を非進展群(N 群)とし,関連因子を検討した.【結果】OPLL 体積は初回 2226.3mm3が

最終時 2496.2mm3へ増加し,年毎増加率 5.5%であった.P 群 16 例,N 群 54 例であり,単変量解析で

は (P 群 /N 群 ), 年 齢 (54.8/67.9 歳 ),BMI(31.4/25.3), 血 清 リ ン (2.8/3.2mg/dl),TRACP-

5b(296.5/433.7mU/dl)で有意差があった(p＜0.05).多変量解析では年齢,TRACP-5b を認めた.【考

察】骨化進展因子は若年と肥満に加え,低リン血症と特に TRACP-5b 低値であった.共に容易に検

査でき,進展予測バイオマーカーとなる可能性がある.  
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３４：胸椎 OPLLに対する弯曲型ドリルと T-saw を用いた 

新たな後方進入前方除圧 ―安全・確実な除圧による手術成績の向上― 

１）東北医科薬科大学整形外科   ２）東北大学整形外科 

○菅野晴夫１）、相澤俊峰２）、橋本 功２）、高橋康平２）、半田恭一２）、井樋栄二２）、 

小澤浩司１） 

 

【目的】胸椎 OPLL に対し弯曲型ドリルと T-saw による後方進入前方除圧の手技を開発し、初回手

術から積極的に行ってきた。本手技と成績を報告する。【対象】2017 以降に本術式を行った 10例

（骨化型：嘴型 8例、連続棒状 2例）とした。【手術手順】(1)頭尾側に椎弓根スクリュー挿入後、

椎弓・椎間関節・横突起・椎弓根を切除し、肋骨頭・神経根は温存する。(2)先端が弯曲したエア

ードリルで硬膜管の両側から椎体を掘削することで安全かつ容易に骨切除できる。(3)頭尾側の脊

髄圧迫がない高位で T-saw で PLL・椎体後縁を横切し、骨化巣を遊離させる。骨化巣の摘出や縮

小化はせず、椎体後方部と共に前方移動させる。(4)ロッド固定・骨移植を行う。【結果】平均 JOA 

score は術前 3.2 点、最終時 8.8 点(改善率 72％)で、術前に歩行不能の 5 例が術後に歩行可能と

なった。術後の麻痺悪化はなかった。【結論】本手技によって骨化巣を最小化・摘出せず前方移動

させることで安全・確実な前方除圧ができる。  

 

 

３５：腰部脊柱管狭窄症に対する経仙骨的脊柱管形成術の短期成績 
(1)済生会山形済生病院 整形外科 (2)山形大学医学部 整形外科学講座 

○入江克宗(1)，千葉克司(1)，伊藤友一(1)，内海秀明(1)，鈴木智人(2)，高木理彰(2) 

 

【目的】経仙骨的脊柱管形成術（TSCP：Trans sacral canal plasty）は局所麻酔下に仙骨裂孔よ

り挿入したカテーテルを用いて硬膜外癒着剥離や薬剤投与を行う手法である．当科では腰部脊柱

管狭窄症に対する低侵襲手術として TSCP を 2019 年 8 月より導入した．今回，当科で施行した

TSCPの短期成績を報告し，その有効性について検討する．【対象と方法】2019年 8 月から 2020年

3 月の間に当科で TSCP を施行し，3 か月以上の経過観察を行った 7 例を対象とした．術前，術直

後，術後 3 か月時点の JOA スコア，腰痛 VAS，下肢痛 VAS を評価した．【結果】JOA スコアは術直

後では改善率 40-70%が 4 例，40%未満が 3例，術後 3か月では改善率 70%以上が 3 例，40%未満が

4 例であった．腰痛 VAS，下肢痛 VASは術直後より全例で改善を認めた．【考察】TSCPにより一定

の症状改善を得ることができた．局所麻酔下で施行でき低侵襲である TSCP は全身麻酔が困難な

患者や，早期手術が困難な患者に対する治療方法として有用であると考えられた．  
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３６：脊椎外科専攻医が open 術式より先に内視鏡手術を習得するための 

執刀医教育システムと learning curve の検討 
仙台西多賀病院 1整形外科・脊椎内視鏡センター，2整形外科 

○吉村広志 1,2，山屋誠司 1,2，古泉豊 2，衛藤俊光 2，須田英明 2，秋元仁志 2， 

八幡健一郎 2，川原央 2，両角直樹 2，国分正一 2 

 

胆石胆嚢炎に対する腹腔鏡視下胆嚢摘出術が主流の術式となり外科専攻医は open での胆嚢摘出

術の前に腹腔鏡視下胆嚢摘出術を習得する時代となった。当院では腰椎変性疾患に対する脊椎内

視鏡手術が最多の標準術式であり，専攻医の教育のために内視鏡希望の患者に open 術式(従来法)

を行うことは倫理的にも許されない状況である．脊椎内視鏡手術は難易度が高いため以前は従来

法で十分な執刀経験を経てから行っていたが，現在当院では脊椎内視鏡手術技術認定医の指導の

もと専攻医が最初に内視鏡手術を習得している．専攻医が本術式を習得するため手術手技教育シ

ステムについて検討した．手技マニュアルのステップ毎の進捗状況の評価を行い，専攻医は手術

動画で復習を行った．導入初期１ヶ月は助手 17例後の執刀 4 件目で MED は最後まで完遂した．教

育システムが確立した環境下では，従来法より先に内視鏡手術を専攻医が安全に習得することが

できる．  

 

 

３７：化膿性脊椎炎に対する低侵襲手術の治療成績 

仙台西多賀病院 1整形外科・脊椎内視鏡センター，2整形外科 
○秋元仁志 1,2，山屋誠司 1,2，古泉豊 2，須田英明 2，衛藤俊光 2，吉村広志 2， 

八幡健一郎 2，川原央 2，両角直樹 2，国分正一 2 

 
【目的】全内視鏡下脊椎手術(FESS)や経皮的椎弓根スクリュー(PPS)による低侵襲後方固定術が普

及した事により化膿性脊椎炎の治療も低侵襲化している．化膿性脊椎炎の治療成績を後ろ向きに

検討した．【方法】2015 年から 2020 年の間に，当院で行った脊椎手術 3317 例中，化膿性脊椎炎

は 4例(0.12%)であった．年齢，罹患高位，手術介入時期，手術方法，術後 CRP陰転化までの期間，

最終転機を調査した．【結果】平均年齢 79.5 歳，罹患高位は T11/12: 1 例，L2/3: 2 例，L3/4: 1

例，手術治療介入時期は発症後平均 75 日目，手術方法は FESS 3 例， PPS 固定 1 例であった． 

CRP陰転化までは術後平均 22 日(FESS 13 日，PPS 49 日)要した．術後経過観察期間は平均 250 日

であり 4 例全例で治癒し 3例で ADL が改善した．【考察】化膿性脊椎炎は compromised host であ

る高齢者に多く，合併症のために全身麻酔が困難な症例もある．局所麻酔下 FESS は低侵襲であり

有用である．  
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３８：高齢者，腰部脊柱管狭窄症・多椎間狭窄病変（2から４椎間）に対する 

開窓術と内視鏡下椎弓形成術の前向き比較研究 

仙台西多賀病院 1整形外科・脊椎内視鏡センター，2整形外科 
○秋元仁志 1,2，山屋誠司 1,2，古泉豊 2，須田英明 2，衛藤俊光 2，吉村広志 2， 

八幡健一郎 2，川原央 2，両角直樹 2，国分正一 2 
 

【目的】一般に腰部脊柱管狭窄症に対する内視鏡下椎弓形成術(MEL)は単椎間に行われ，多椎間狭窄には開

窓術(FNS)を行う医療機関が多い．多椎間狭窄病変に対する FNS と MEL の臨床成績と入院日数を比較検討し

た．【対象・方法】2018年から 2020年までの 2年間，調査協力が得られた 180例(2椎間，3椎間，4椎間除

圧)を対象とした．年齢，性別，術前・術後 JOABPEQ，術後入院日数を調査した．【結果】2椎間除圧では，術

後 JOABPEQ社会生活で MEL 群が有意に高点数であった．3椎間除圧では，術後 JOABPEQ 疼痛関連，腰椎機能，

歩行機能，社会生活，心理の各項目で MEL 群が有意に高点数であった．4 椎間除圧では，術後 JOABPEQ 疼痛

関連，腰椎機能,歩行機能，社会生活の項目で MEL群が有意に高点数であった．術後平均入院日数は，FNS群

は除圧椎間が増えると有意に日数が増加したが，MEL群は除圧椎間が増加しても日数は増加しなかった．【考

察】多椎間狭窄に対する MEL は FNSより短期治療成績に優れ入院日数が有意に短かった． 

 

 

３９：腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ椎間板内注入療法の 

短期治療成績の検討 
青森県立中央病院 整形外科 

○山内 良太、富田卓、千葉紀之、原田義史、佐藤英樹、伊藤淳二 

 

【はじめに】本研究の目的は、コンドリアーゼ治療の早期改善例の特徴を明らかにすることである。【対象と

方法】2019 年 1 月から 2020 年 3 月にかけてコンドリアーゼ治療を行い、3 か月以上経過した 30 例（男 22

例、女 8例、平均年齢 45.0 歳）を対象とした。治療 1ヵ月での腰痛・下肢痛の Numeric rating scale (NRS)

で早期改善群と非改善群に分け、罹患高位、ヘルニアの type・局在、罹病期間、腰痛・下肢痛 NRS、治療前

MRIでの椎間板高、Pfirrmann 分類について検討した。【結果】早期改善群 20例、非改善群 10例であり、年

齢、性別、罹患高位、ヘルニアの局在、罹病期間に有意差は認めなかった。早期改善群では治療前椎間板高

が有意に低く、Pfirrmann 分類は有意に高かった。合併症は全例で認めず、2例は手術加療を施行した。【考

察】本研究からコンドリアーゼ治療後 1 ヵ月で 67%に効果が得られた。早期改善例では椎間板変性の進行と

の関連が示唆されたが、その病態については今後さらなる検討が必要である。  
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４０：80 歳以上の高齢者の骨粗鬆症性椎体骨折に対する 

経皮的椎体形成術の成績 
大曲厚生医療センター 整形外科 

○鈴木 真純 

    

骨粗鬆症性椎体骨折に対する治療は、保存治療が基本的な治療であるが、高齢者は手術治療自体

が敬遠されることも少なくない。しかし、長期保存治療による ADL の低下、椎体圧壊に伴う疼痛

残存、偽関節やそれによる遅発性麻痺等の神経障害の問題も大きい。それらを予防する手術方法

として経皮的椎体形成術（Balloon Kyphoplasty :BKP）は、高齢者においても比較的低侵襲に行

うことのできる治療法である。当院にて BKP を導入した 2019 年 4 月から 2020 年 7 月に、BKP を

施行した、80歳以上の 38例 40 椎体につき、手術までの期間、手術時間、椎体後弯角、椎体楔状

率、在院日数、ADL の推移、疼痛評価とし Numeric Rating Scale (NRS)について調査したので報

告する。 
 

 

４１：頚髄症に対する内視鏡下頚椎後方除圧術（CMEL）と 

CMEL 変法の前向き比較研究 
仙台西多賀病院 1整形外科・脊椎内視鏡センター，2整形外科 

○山屋誠司 1，古泉豊 2，秋元仁志 1，須田英明 2，衛藤秀光 2，吉村広志 2，八幡健一郎 2， 

川原央 2，両角直樹 2，国分正一 2 

 

頚髄症に対する内視鏡下頚椎後方除圧術（CMEL）は pincer mechanism の除圧を目的とした術式で

あり一部椎弓を温存するため，発育性狭窄や後縦靭帯骨化症は適応外とされた．我々は CMEL で残

存する椎弓を桐田法に準じた手法で内視鏡下除圧を行う CMEL 変法を新たに考案し，頚髄症に対

する CMELの適応を安全に拡大できたので報告する．2018年 4 月〜2 年間，当院で頚髄症に内視鏡

除圧を行った 35例中，CMEL16例と CMEL変法 19例を前向きに比較した．pincer mechanism には

CMELで行い，脊柱管前後径 12 mm以下の発育性狭窄・OPLL・骨棘のため脊髄後方移動が必要な頚

髄症は CMEL 変法を行った．JOA, JOA score 改善率，JOACMEQ は両群とも術後改善し，両群間に有

意差はなかった．CMEL変法は CMELと同等の成績であり CMELの適応を安全に拡大できる可能性が

ある．  
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４２：治療に難渋したガス産生性腸腰筋膿瘍および化膿性脊椎炎の 1症例 

岩手医科大学救急・災害・総合医学講座  岩手県高度救命救急センター 

○下山賢,菅重典,高橋学,野々口マリア,森野豪太 

 

65歳男性,近医にて右腸腰筋膿瘍と敗血症で紹介となった．CTにて広範囲の両側腸腰筋,後腹膜、椎体,脊柱

管内にガスを認めた．抗生剤と DIC治療を開始するも状態の改善を認めず緊急で後腹膜開創ドレナージおよ

び洗浄術施行し,体幹部死腔に閉鎖陰圧療法（NPWT）を用いた持続洗浄と局所高濃度抗菌薬投与（iSAP,GM使

用）を施行した．血液培養からは bacteroides fragilis が検出された．ドレナージ翌日より改善を認め DIC

を 離 脱 し , 入 院 10 日 目 に 完 全 に 創 閉 鎖 ． 創 部 か ら は Bacteroides fragilis,Klebsiellla 

pneumoniae,Enterococcus faecium などが検出された．その後に再度,採血にて炎症反応の上昇と CTにて両

側腸骨筋内に膿瘍腔がみられ,入院 24日目に再度,両側腸腰筋のデブリドメントと洗浄処置と NPWTを用いた

持続洗浄と iMAP/iSAP（MNZ）を施行し軽快に向かっていった。日本の文献では腸腰筋膿瘍に対する治療法と

して膿瘍穿刺ドレナージ術が一般的であり症例数も多いが,難治性の体幹部ガス壊疽や椎体炎に対しては

iMAP/iSAP による治療法が効果的である可能性がある．  

 

 

４３：ハローベストのスカルピンが骨穿破したことにより生じた 

症候性てんかんの 1例 
岩手医科大学 整形外科学講座 1) 岩手医科大学 救急・災害・総合医学講座 2) 

○楊寛隆 1)、下山賢 2)、菅重典 2)、高橋学 2)、大間々真一 2)、小守林靖一 2)、及川諒介 1)、 

千葉佑介 1)、遠藤寛興 1)、村上秀樹 1)、土井田稔 1) 

 

【緒言】ハローベストによる保存療法中にスカルピンの骨穿破をきたし症候性てんかんを生じた 1例を経験

したため報告する。【症例】55歳、男性。13年の透析歴。バランスを崩し受傷、環椎骨折の診断。当院で即

日にハローベスト装着。初回固定後 10 週で前額部のピン刺入部より滲出液あるも締め直し施行。初回固定

後 11 週、意識障害と痙攣発作で当院へ救急搬送、前額部ピンの骨穿破と脳挫傷あり。ハローベスト除去と

抗てんかん薬による治療で意識レベル改善、その後自宅退院。【考察】ピンの骨穿破の先駆症状として緩みや

滲出液などが起こるとする報告がある。本症例は透析患者であることを背景に、術前後の頭部 CT 未施行、

滲出液ある際のピン締め直しが骨穿破の要因と考えた。【結語】ハローベスト固定後は骨穿破の可能性を考

慮し頭部 CT で頭蓋骨の厚さの計測とピン刺入位置の評価を行い、緩みや滲出液がある際は刺入位置を変更

することが望ましい。  
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４４：L5 神経根症状を呈した馬尾腫瘍の 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 

○佐久間  洋太 岩渕 真澄 鈴木 駿介 佐藤 俊樹 富永 亮司 白土 修 

 

【症例】65歳男性.誘因なく右臀部～大腿後面～下腿外側痛が出現したため当科を受診した.右長

母趾伸筋,長趾伸筋,長趾屈筋に MMT 5-の筋力低下が認められ,Dejerine 徴候が陽性であった.腰

椎 MRIでは L4/5椎間高位で右外側陥凹の狭窄が認められた.また,L1/2高位で硬膜管内に T1強調

像で等信号・T2 強調像で高信号の腫瘤が認められた. 造影 MRI では L1/2 高位の腫瘤影は造影効

果を伴う楕円形の腫瘍性病変であった.L4/5 脊柱管狭窄による右 L5 神経根障害が疑われたため、

右 L5 神経根ブロックを施行したが効果がなかった.神経根ブロックの効果がなかった事から腫瘍

が右 L5 神経根支配領域の痛みを引き起こしていると考えられたため、腫瘍摘出術を行った.病理

診断は神経鞘腫であった.術後速やかに右下肢痛は消失した.【考察】腰神経根症状を呈している

患者に対しては、脊柱管狭窄や椎間板ヘルニア等の退行性変性疾患以外に、馬尾腫瘍も鑑別の 1

つに挙げる必要がある. 

 

 

４５：脊髄神経鞘腫症により 6年間に 4回手術を行った 1例 

自衛隊仙台病院整形外科 1、松田病院整形外科 2 

○黒澤理人 1、山口直毅 1、甲川昌和 2、松田倫政 2、笠間史夫 2 

 

神経線維腫症には I・II 型とは別に、最近になり神経鞘腫症という前庭神経腫瘍を認めない疾患

概念が報告された。発生頻度は II型よりもさらに低く稀な疾患である。今回我々は神経鞘腫症と

考えられ4回手術を行った症例を経験したので報告する。 

28 歳男性。22 歳時（2014 年）に左大腿前面に痛みが出現し当院を受診した。MRI で L3 レベルに

1.5x2cm の T2 高信号の腫瘤をみとめた。その他 Th11、L1 レベルにも小さな結節性病変と右腸腰

筋内に 2.5cm大の T2高信号の腫瘤をみとめた。聴神経障害や家族歴がなく神経鞘腫症を疑い、L3

レベルの腫瘍を摘出した。その後、24歳で C2 レベル、27歳で C5/6レベル、28歳で T11 と L1レ

ベルにある脊髄腫瘍の増大による神経症状が出現したため腫瘍の摘出を行ったが、病理診断は全

て神経鞘腫であった。現在、硬膜内に小さな病変が複数残存しており継続した経過観察が必要で

ある。  



40 
 

４６：腫瘍と鑑別を要した椎間板嚢腫の 2 例 

仙台整形外科病院 

○佐藤雄紀、徳永雅子、高橋永次、中川智刀、星川健、兵藤弘訓、佐藤哲朗 

 

【はじめに】腫瘍と鑑別を要した椎間板嚢腫を 2 例経験したので報告する． 

【症例 1】41 歳男性 右下肢しびれで受診．MRI で S1 レベルに T1WI 低信号．T2WI 高信号を呈し，

内部構造不均一な脊柱管内腫瘤がみられた．造影 MRI で辺縁に造影効果がみられ，隔壁を伴う多

房性の腫瘤であった．S1 神経腫瘍や椎間板嚢腫が考えられたが，椎間板造影を行い嚢腫内に造影

効果がみられた．L5/S 椎間板嚢腫の診断で手術を行い症状は軽快した． 

【症例 2】26歳男性 左第 1 趾しびれ，左臀部痛で受診．MRI で L5レベルに T1WI 低信号，T2WI 高

信号を呈し，L5椎体の浸食像を伴う巨大腫瘤がみられた．造影 MRI で辺縁の造影効果がみられる

嚢腫様の腫瘤であった．L5神経腫瘍や椎間板嚢腫が考えられたが，椎間板造影を行い嚢腫内に造

影効果がみられた.L4/5 椎間板嚢腫の診断で手術を行い症状は軽快した． 

【考察】腫瘍を疑わせる脊柱管内嚢腫病変では椎間板嚢腫を念頭に置く必要がある．鑑別には椎

間板造影が有用と思われた． 

 

 

４７：頚髄症術後に発症した胸椎くも膜のう腫の 1 例 
仙台整形外科病院 整形外科 

○中川智刀 佐藤雄紀 徳永雅子 高橋永次 星川健 兵藤弘訓 佐藤哲朗 

    

症例は 56 歳男性。主訴は歩行時のふらつき、へそから足底までのしびれ。7 年前に黒川法を当院で受

けて、下肢の軽いしびれのみが残存。1 年半前よりつまずきを自覚し、下半身のしびれも出てきたため

近医整形外科、神経内科を受診し、頚髄症遺残症状として紹介受診された。上肢症状はなく、ふらつき、

脱力のため歩行 500ｍ以下。片脚立位不安定で、両 IP、Quad と右 TA で 4（G）と低下。BTR 以下両側

亢進。頚髄症遺残症状はあるが、胸髄症と診断。MRI では T7/8 高位を中心に脊髄の前方偏位がある

が、背側に明らかなマスはなかった。脊髄造影では脊髄背側に脳脊髄液が貯留した嚢腫を疑う所見で

あった。硬膜内くも膜のう腫の診断で手術施行。T6-9 の片側椎弓切除をし、エコー下に嚢腫の確認し摘

出した。術後、両下肢のしびれ、動きは改善された。術後 1年では、両下肢のしびれは残存して、階段の

不安定性はあるが、歩行は 1km以上可能であった。MRIで脊髄の偏位はなく、再発はなかった。 
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－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。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。 

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 卓  ・ 沼沢 拓也 ・ 和田 簡一郎 

岩手県 ： 沼田 徳生 ・ 遠藤 寛興 ・ 大山 素彦 

秋田県 ： 宮腰 尚久 ・ 小林 孝  ・ 鈴木 哲哉  

山形県 ： 千葉 克司 ・ 杉田 誠 ・ 鈴木 智人 

宮城県 ： 両角 直樹 ・ 相澤 俊峰 ・ 菅野 晴夫 

福島県 ： 岩渕 真澄 ・ 二階堂 琢也 

新潟県 ： 平野 徹  ・ 渡辺 慶  ・ 澤上 公彦   

監事   ： 兵藤 弘訓 

前会長 ： 大谷 晃司 
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－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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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

澤 上 公 彦 新 潟 市 民 病 院 びまん性特発性骨増殖症に伴う頸椎頸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

杉 田 誠
み ゆ き 会 病 院
山形脊椎センター

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

飯 田 純 平 秋 田 大 学 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

溝 内 龍 樹 新 潟 大 学 三次元不等方性コントラスト法を併用した拡散MRIによる頚髄後索の変性の評価

石 川 裕 也 新 潟 大 学 片側椎間関節切除に固定術を併用しない胸椎砂時計腫摘出術の中長期成績：多施設研究

優秀演題賞　受賞者一覧

第２５回

第２４回

第２３回

第２２回

第２１回

第３０回

第２８回

第２９回

第２７回

第２６回
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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

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

東北脊椎外科研究会　開催一覧
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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

平成30年1月27日 主題 脊椎手術合併症 

フォレスト仙台 特講1 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

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

順天堂大学病院　管理学　教授　　小林　弘幸　先生

平成31年1月26日 主題 １，骨粗鬆症性椎体骨折　　２，脊椎疾患の保存療法

フォレスト仙台 特講 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

シンポ 「脊椎外科レジストリの成果と今後の課題」

令和2年1月25日 主題 脊椎脊髄外科に関する臨床研究　治療成績不良例の検討

フォレスト仙台
30 117 52 51

公立大学法人
福島県立医科大学

大谷　晃司
特講

一般病院からアカデミックな脊椎臨床研究を目指してー骨粗鬆症性椎体骨折などを例にー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　函館中央病院　金山 雅弘 先生
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