
時間 セッション名、演題タイトル・キーワード 座長演者（所属）

8:25-8:30 開会式 会長：飯田尚裕（獨協医科大学埼玉医療センター第一整形外科）

8:30-9:45 最先端もの
座長 : 今釜史郎（名古屋大学整形外科）

        海渡貴司（大阪大学整形外科）

8:30-8:45 全内視鏡下 trans Kambin 腰椎椎体間固定 (KLIF): 手術手技および治療成績 演者 : 西良浩一（徳島大学整形外科）

8:45-9:00 Anterior Colum Realignment（ACR）の適応と落とし穴 演者：金村徳相（JA 愛知厚生連江南厚生病院整形外科）

9:00-9:15 腰仙椎前方固定の低侵襲化　OLIF51 演者 : 大鳥精司（千葉大学整形外科）

9:15-9:30 脊椎前方側方進入手術施行時の血管損傷対策 演者 : 権 重好（獨協医科大学埼玉医療センター心臓血管外科）

9:30-9:45
脊椎手術で起こる射精障害は逆行性射精なのか？

～そのメカニズムと、治療について～
演者 : 小堀善友（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

9:45-10:30 骨折前方 座長 : 武政龍一（高知大学医学部整形外科・脊椎脊髄センター）

9:45-10:00 ダメージ・コントロール下の脊椎外傷前方手術～ All 前方から P → A Combined へ 演者 : 竹内大作（那須赤十字病院整形外科）

10:00-10:15
脊椎骨折（胸腰椎損傷）に対する前方手術

－胸椎胸腔鏡視下手術（VATS）という選択肢－
演者 : 竹内一裕（岡山医療センター整形外科）

10:15-10:30 骨粗鬆症性椎体骨折に対する低侵襲椎体置換術 演者 : 新井嘉容（済生会川口総合病院整形外科）

10:40-12:25 LIF・尿管損傷
座長 : 折田純久（千葉大学整形外科）

        時岡孝光（高知医療センター整形外科）

10:40-10:55 OLIF による尿管損傷の経験 演者：飯田尚裕（獨協医科大学埼玉医療センター第一整形外科）

10:55-11:10 OLIF(Oblique Lateral Interbody Fusion) で尿管損傷を生じた１例 演者：久保田剛（千葉県立佐原病院整形外科）

11:10-11:25 LIF に合併した尿管損傷に対して術中に対処し得た 1 例 演者：西村空也（川﨑市立川崎病院整形外科）

11:25-11:40 LIF 術中に尿管損傷を生じ腎摘となった一例 演者：澤上公彦（新潟市民病院整形外科）

11:40-11:55 腰椎前方アプローチにおける尿管損傷について 演者：宮本 敬（岐阜市民病院整形外科）

11:55-12:10 尿管損傷に対して泌尿器科はどのように対応するか？ 演者：小堀善友（獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科）

12:10-12:25 総合討論

12:40-13:40 ランチョンセミナー 1 座長 : 村上英樹（名古屋市立大学整形外科）

12:40-13:10 頸椎手術と椎骨動脈損傷：対処法と回避策 演者 : 鐙 邦芳（札幌整形外科脊椎脊髄センター）

13:10-13:40 頚椎前方手術における椎骨動脈損傷とその対処法　脳神経外科の立場から 演者 : 鈴木謙介（獨協医科大学埼玉医療センター脳神経外科）

13:50-14:00 事務局連絡 金子慎二郎（JALAS 事務局）

14:05-14:25 第 5 回 JALAS 優秀賞受賞口演 座長 : 野尻英俊（順天堂大学整形外科）

14:05-14:15 側方経路腰椎椎体間固定術の侵入経路に存在する危険な尿管の検討 演者 : 鏡味佑志朗（JA 愛知厚生連江南厚生病院整形外科）

14:15-14:25
側方進入腰椎固定術 (XLIF) における手術支援画像作成への取り組み 
- 手術を安全に行うための工夫 - 

演者 : 早坂　豪（千葉中央メディカルセンター脊髄脊髄センター）

14:25-14:55 一般演題 座長 : 大和 雄（浜松医科大学整形外科）

14:25-14:32
骨粗鬆症性椎体骨折偽関節に対する XLIF 進入法による椎体置換の手術手技及び

その結果について
演者 : 藤尾圭司（関西電力病院脊椎外科手外科整形外科）

14:32-14:39
腰椎側方進入椎体間固定術において、ケージ進入側が椎体間変形矯正に及ぼす

影響
演者 : 山口寛人（千葉中央メディカルセンター脊椎脊髄センター）

14:39-14:46 腰椎変性疾患に対する XLIF を用いた間接除圧固定術の中長期成績 演者 : 早坂　豪（千葉中央メディカルセンター脊椎脊髄センター）

14:46-14:53 腰椎破裂骨折に対する LIF の応用 演者 : 宮口文宏（今給黎総合病院整形外科）

14:53-15:00 脊椎前方側方進入手術後の腹壁麻痺 演者 : 菅藤智哉（獨協医科大学整形外科）

15:05-16:05 側弯前方
座長 : 安倍雄一郎（えにわ病院整形外科）

　　  金子慎二郎（藤田医科大学脊椎・脊髄科）

15:05-15:20 側弯症前方手術の長期成績と今後の展望 演者 : 須藤英毅（北海道大学整形外科）

15:20-15:35
特発性側彎症 Lenke 5( 胸腰椎 / 腰椎カーブ ) に対する前方矯正固定から後方矯

正固定への変更 －その理由－ 
演者 : 辻　太一（豊田厚生病院整形外科）

15:35-15:50
思春期特発性側弯症レンケ分類タイプ 5 に対する手術方法

―前方？後方？終わらない議論―
演者 : 渡辺航太（慶應義塾大学整形外科）

15:50-16:05 総合討論

16:05-17:20 頚椎人工椎間板の礎となる頚椎前方除圧固定術
座長 : 大谷和之（九段坂病院整形外科）

        高橋敏行（藤枝記念病院脊髄脊椎疾患治療センター）

16:05-16:20 頸椎前方手術における除圧手技 - 前方除圧固定術と人工椎間板置換術 - 演者 : 坂井顕一郎（済生会川口総合病院整形外科）

16:20-16:35 頚椎前方手術における除圧手技 - 固定術の経験から - 演者 : 相庭温臣（沼津市立病院整形外科）

16:35-16:50 頚椎人工椎間板 (CTDR) を用いた初期成績と今後の課題 演者 : 飛騨一利（札幌麻生脳神経外科病院）

16:50-17:05 頚椎人工椎間板置換術の本邦導入の現状と課題：脳神経外科の立場から 演者 : 高見俊宏（大阪市立大学脳神経外科）

17:05-17:20 総合討論

17:20-17:30 第 6 回 JALAS 優秀演題発表・表彰式、閉会式 会長：飯田尚裕（獨協医科大学埼玉医療センター第一整形外科）

第 6回 JALAS プログラム　第 1会場
（2020.1.4 現在の内容です。 予告なく変更する場合があります。）



第 6回 JALAS プログラム　第 2会場

時間 セッション名、演題タイトル・キーワード 座長演者（所属）

9:45-10:45 ハンズオンセミナー 1　OLIF51 座長：藤林俊介（京都大学整形外科）

※定員 30 名　12/16 より事前申し込み制 演者：大鳥精司（千葉大学整形外科）

12:40-13:40 ランチョンセミナー２　　　　　　　　 座長 :西村由介（名古屋大学医学部脳神経外科）

頚椎人工椎間板置換術　‐適応と治療の実際‐ 演者 :吉井俊貴（東京医科歯科大学整形外科）

14:35-16:05 ハンズオンセミナー 2　頚椎人工椎間板　　　　 座長：原 政人（愛知医科大学脊椎脊髄センター）

※定員 30 名　12/16 より事前申し込み制 演者：三原久範（横浜南共済病院整形外科）

技術指導：乾 敏彦（富永病院脳神経外科）

（2020.1.4 現在の内容です。 予告なく変更する場合があります。）


