第 1 回 JALAS

日本脊椎前方側方進入
手術研究会
月 1日
（日）
2
8：55～17：00

■ 日時：2015 年

（予定）

受付開始・開場

8：30

■ 会場：東京コンファレンスセンター・品川
〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川
TEL：03-6717-7000

5F「大ホール」

■ 会長：藤林 俊介

京都大学大学院医学研究科・整形外科

■ 参加費：3,000円

募集定員

200名

ご参加には事前登録が必要です。
下記 URL より Web にてご登録ください。

https://www3.convention.co.jp/jalas2015
※登録締切日：2015

年 1 月 30 日（金）

ただし、募集定員を超えた場合は、締切日前に登録を終了する可能性がございます。

日本整形外科学会教育研修会脊椎脊髄病単位合計 4 単位 取得可能（対象のプログラムは裏面をご確認ください。）
※研修単位をご希望の方は、受講料として 1 単位 1,000 円を申し受けます。
※日本整形外科学会 会員 IC カードを必ずお持ちください。

ご挨 拶
当研究会は脊椎前方側方進入手術の発展への寄与と、安全普及を目的として
設立致しました。
近年、特殊開創器を用いた「腰椎側方固定術」等の筋肉温存小侵襲手術が
普及して来ていますが、若手医師に対する腰椎前方手術の研修制度が十分に
確立されていないという問題点があります。また、腰椎に限らず頸椎や胸椎
においても若手医師が前方および、側方進入手術を学ぶ機会は減っています。
そこで、脊椎前方側方進入手術に関する理解と知見を深めるための場として、
第 1 回日本脊椎前方側方進入手術研究会を開催する運びとなりました。
日々ご多忙とは存じますが、何卒ご参加下さいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

日本脊椎前方側方進入手術研究会

第 1 回 会長

藤林 俊介

ご質問につきましては第 1 回 日本脊椎前方側方進入手術研究会 (JALAS) 事務局代行アドレス
（jalas@convention.co.jp）宛にご連絡ください。

共催：日本脊椎前方側方進入手術研究会／ファイザー株式会社

第 1 回 日本脊椎前方側方進入手術研究会
日本整形外科学会教育研修会脊椎脊髄病単位（〔7〕脊椎・脊髄疾患） 取得可能プログラム

プログラム

❶ 9:00 − 10:00 Basic Lecture
❷ 10:30 − 11:30 Basic Lecture
❸ 12:10 − 13:10 ランチオンセミナー ❹ 13:10 − 14:10 Basic Lecture

8：55− 9：00

開会の挨拶

9：00−10：30

腰椎前方側方手術

藤林 俊介（京都大学）



座長：

武政 龍一（高知大学）
飯田 尚裕（獨協医科大学越谷病院）

9：00− 9：30 【Basic Lecture】腰椎前方−解剖

金村 徳相（江南厚生病院）

9：30−10：00 【Basic Lecture】腰椎前方手術手技・合併症

大鳥 精司（千葉大学）

10：00−10：15 【Advanced Lecture】mini − ALIF

竹内 一裕（岡山医療センター）

10：15−10：30 【Advanced Lecture】L5/S 前方手術

朝妻 孝仁（村山医療センター）

10：30−12：00 胸腰椎前方側方手術

座長：

時岡 孝光（高知医療センター）
新井 嘉容（済生会川口総合病院）

10：30−11：00 【Basic Lecture】胸腰椎前方−解剖

宮本 敬（岐阜大学）

11：00−11：30 【Basic Lecture】胸腰椎前方手術手技・合併症

金子 慎二郎（村山医療センター）

11：30−11：45

【Advanced Lecture】
小谷 善久（製鉄記念室蘭病院）
OLIF 範囲の拡大による後方手術の低侵襲化：胸椎、胸腰椎への応用

11：45−12：00 【Advanced Lecture】胸腰椎移行部 XLIF

金村 徳相（江南厚生病院）

12：00−12：10 休憩
12:10−13:10

ランチオンセミナー

12:10−13:10

頚椎変性疾患

13:10−14:25

頸椎前方手術

座長： 藤林 俊介（京都大学）

−前方手術へのこだわり−

清水 克時（岐阜市民病院）
座長：

宮本 敬（岐阜大学）
内田 研造（福井大学）

13:10−13:40 【Basic Lecture】頸椎前方−解剖

新井 嘉容（済生会川口総合病院）

13:40−14:10 【Basic Lecture】頸椎前方手術手技・合併症

大谷 和之（九段坂病院）

14:10−14:25 【Advanced Lecture】頸椎前方 PS 固定の適応と手技

山崎 正志（筑波大学）

14:25−14:35 休憩
14:35−14:40

事務局からの連絡

14:40−15:40

特別企画

14:40−14:55

LIF の周術期・術後合併症

折田 純久（千葉大学）

14:55−15:10

手術侵襲 OLIF vs XLIF

中村 賢司（吉川病院）

15:10−15:25

間接的神経除圧 OLIF vs XLIF

山口 英敏（江南厚生病院）

15:25−15:40

成人脊柱変形手術－ XLIF の果たす役割

種市 洋（獨協医科大学）

15:40−16:55

指定演題

15:40−15:55

1：再手術を要した OLIF の合併症

村田 壮平（倉敷中央病院）

15:55−16:10

2：腰椎側方アプローチにおける腎臓の位置関係に関する検討

金子 慎二郎（村山医療センター）

16:10−16:25

3：脊椎感染症に対する前方手術

井澤 一隆（刀根山病院）

16:25−16:40

4：脊椎破裂骨折に対する後方→前方2期的固定術の試み

清水 健太郎（佐野厚生総合病院）

16:40−16:55

5：後弯位の頚髄症に対する前方再建を基軸とした手術戦略

新村 高典（横浜南共済病院）

第2回 JALAS のご案内

大鳥 精司（千葉大学）

閉会の挨拶

藤林 俊介（京都大学）

16:55−17:00

OLIF & XLIF

座長：

座長：

会場アクセス

東京コンファレンスセンター・品川

藤林 俊介（京都大学）
渡邊 吾一（羊ヶ丘病院）

大島 寧（東京大学）
稲田 充（NTT 西日本東海病院）

東京コンファレンスセンター・品川

5F「大ホール」
アトレ品川

〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川
TEL. 03-6717-7000
高輪口

JR 品川駅
品川インター
シティ

駅
行品川
京浜急

※お車でお越しのお客さまは、ビル内の時間貸し駐車場をご利用ください。

ウイング高輪
品川プリンス
ホテル

【JR 品川駅 港南口（東口）
】徒歩 2 分
【羽田空港から】 京浜急行で 14 分
【成田空港から】 成田エクスプレスで直通 70 分

港南口

