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6 月 20 日（木）　 12：10 ～13：10

　ランチョンセミナー1 ／Luncheon Seminar 1

　　　会　場：第 2 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

　　　共　催：株式会社アムテック
　　　　　　　Ammtec Inc.

　　　座　長：水野 順一（Junichi Mizuno）
　　　　　　　新百合ヶ丘総合病院 低侵襲脊髄手術センター センター長

　　　演題名：立位全身アライメントの臨床的意義
　　　　　　　Clinical significance of standing whole body alignment in spine surgery

　　　演　者：長谷川 和宏（Kazuhiro Hasegawa）
　　　　　　　医療法人愛仁会 新潟脊椎外科センター センター長

　ランチョンセミナー2 ／Luncheon Seminar 2

　　　会　場：第 3 会場（ロイトン札幌 2F リージェントホール）

　　　共　催：科研製薬株式会社／生化学工業株式会社
　　　　　　　KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.／SEIKAGAKU CORPORATION

　　　座　長：大畑 建治（Kenji Ohata）
　　　　　　　大阪市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科学 教授

　　　演題名：腰椎椎間板ヘルニアに対するコンドリアーゼ
　　　　　　　　　　　　　　　　―適応症例・手技、そして長期成績―
　　　　　　　Condoliase injection for the treatment of Lumbar Disc Herniation
　　　　　　　　　　　　　　－Indication, Technique and Long term clinical outcome －
　　　演　者：松山 幸弘（Yukihiro Matsuyama）
　　　　　　　浜松医科大学 整形外科学 教授

　ランチョンセミナー3 ／Luncheon Seminar 3

　　　テーマ：人工椎間板

　　　会　場：第 4 会場（ロイトン札幌 2F ハイネスホール）

　　　共　催：メドトロニックソファモアダネック株式会社
　　　　　　　Medtronic Sofamor Danek, Co., Ltd.

　　　座　長：高見 俊宏（Toshihiro Takami）
　　　　　　　大阪市立大学 脳神経外科学 准教授

　　　演題名：頚椎人工椎間板の適応―私見も含めて―と手術手技
　　　　　　　 Operative indication and surgical technique for cervical artificial disc replacement   

 - including my opinion-
　　　演　者：原 政人（Masahito Hara）
　　　　　　　愛知医科大学病院 脊椎脊髄センター 特任教授
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6 月 20 日（木）　 17：00 ～18：00

　ハンズオンセミナー1 ／Hands-on Seminar 1

　　　テーマ：脊椎脊髄手術における骨削除テクニック	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　－ハイスピードドリルとソノペットを用いて－

　　　会　場：ハンズオンRoom1（ロイトン札幌 2F クリスタルルームA）

　　　共　催：日本ストライカー株式会社
　　　　　　　Stryker Japan K.K.

　　　座　長：中川 洋（Hiroshi Nakagawa）
　　　　　　　釧路孝仁会記念病院 脊髄脊椎センター長

　　　演題名：脊椎脊髄手術における骨削除テクニック
　　　　　　　Technique of spinal bone cutting

　　　演　者：張 漢秀（Han Soo Chang）
　　　　　　　東海大学医学部付属病院 脳神経外科 教授

　ハンズオンセミナー2（学術集会企画）／Hands-on Seminar 2

　　　テーマ：小児・成人の頚椎後方固定術

　　　会　場：ハンズオンRoom2（ロイトン札幌 2F クリスタルルームＢ）

　　　協　力：日本メドトロニック株式会社
　　　　　　　Cooperated with Medtronic Japan Co.,Ltd.

　　　演題名：頭蓋頚椎孔部の後方固定術
　　　　　　　Posterior fusion of the craniovertebral junction

　　　演　者：秋山 雅彦（Masahiko Akiyama）
　　　　　　　札幌禎心会病院 脊椎・脊髄末梢神経センター センター長

　　　演題名：中下位頚椎後方固定術
　　　　　　　Posterior fusion of the subaxial cervical spine

　　　演　者：岩﨑 素之（Motoyuki Iwasaki）
　　　　　　　小樽市立病院 脳神経外科 医療部長

　　　演題名：小児頭蓋頚椎移行部の特徴
　　　　　　　Characteristics of the pediatric craniovertebral junction

　　　演　者：上甲 眞宏（Masahiro Joko）
　　　　　　　津島市民病院 脳神経外科
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6 月 20 日（木）　 17：00 ～18：00

　イブニングセミナー1（学術集会企画）／Evening Seminar 1

　　　テーマ：脳神経外科における顕微鏡手術の歴史を学ぶ

　　　会　場：第 1 会場（ロイトン札幌 3F ロイトンホールAB）

　　　座　長：阿部 弘（Hiroshi Abe）
　　　　　　　北海道脳神経外科記念病院 名誉顧問

　　　演題名：脳神経外科における顕微鏡手術の歴史
　　　　　　　History of microsurgery in neurosurgery

　　　演　者：菊池 晴彦（Haruhiko Kikuchi）
　　　　　　　神戸市民病院機構 名誉理事長

　イブニングセミナー2（学術集会企画）／Evening Seminar 2

　　　テーマ：マイクロサージャリーによる腰椎椎間孔除圧

　　　会　場：第 2 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

　　　座　長：関 俊隆（Toshitaka Seki）
　　　　　　　北海道大学 医学部 脳神経外科 診療講師

　　　演題名：腰部脊柱管狭窄症と椎間孔狭窄
　　　　　　　Lumbar spinal canal stenosis and foraminal stenosis

　　　演　者：千葉 泰弘（Yasuhiro Chiba）
　　　　　　　北海道脳神経外科記念病院 脳神経外科医長

　　　演題名：マイクロサージャリーによる腰椎椎間孔除圧のTricks and Tips
　　　　　　　 Tricks and Tips for microsurgical decompression of the lumbar intervertebral foramen

　　　演　者：乾 敏彦（Toshihiko Inui）
　　　　　　　富永病院 脳神経外科 脳神経外科部長
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6 月 21 日（金）　 11：40 ～12：40

　ランチョンセミナー4 ／Luncheon Seminar 4

　　　テーマ：頚椎症での各種アプローチにおける最近の知見

　　　会　場：第 2 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

　　　共　催：HOYA Technosurgical 株式会社／株式会社アムテック
　　　　　　　HOYA Technosurgical Corporation／Ammtec Inc.

　　　座　長：飛彈 一利（Kazutoshi Hida）
　　　　　　　医療法人 札幌麻生脳神経外科病院 院長

　　　演題名：頚椎疾患に対する治療戦略  ―頚椎人工椎間板置換術を中心に―
　　　　　　　Treatment strategies for cervical disorders 

　　　演　者：石井 賢（Ken Ishii）
　　　　　　　国際医療福祉大学 医学部 整形外科学 主任教授

　　　演題名：頚椎前方除圧固定術の基本手技と合併症対策
　　　　　　　Standard procedures of anterior cervical decompression and fusion surgery

　　　演　者：菅原 卓（Taku Sugawara）
　　　　　　　 地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立循環器・脳脊髄センター・脊髄脊椎外科診療部長

　ランチョンセミナー5 ／Luncheon Seminar 5

　　　テーマ：単独内視鏡下脊椎脊髄手術（Solo	Endoscopic	Spine	Surgery	;	旧PELD）

　　　会　場：第 3 会場（ロイトン札幌 2F リージェントホール）

　　　共　催：株式会社エリクエンス インターナショナル／株式会社ナカニシ／
　　　　　　　リチャードウルフ株式会社
　　　　　　　elliquence international Inc.／NAKANISHI INC.／Richard Wolf K.K.

　　　座　長：中瀬 裕之（Hiroyuki Nakase）
　　　　　　　奈良県立医科大学 脳神経外科 教授

　　　演題名：Solo endoscopic spinal surgeryの注意点
　　　　　　　〜経皮内視鏡の取り扱い説明書；なんで壊れるのか？何に注意すると良いのか？〜
　　　　　　　 The mechanical troubles of solo endoscopic spinal surgery; What can we pay attention to?

　　　演　者：尾原 裕康（Yukoh Ohara）
　　　　　　　順天堂大学 脳神経外科 脊椎脊髄センター

　　　演題名：Solo endoscopic spinal surgery　〜4Kが可能にしたことと困った時のコツ〜
　　　　　　　Solo endoscopic spinal surgery  〜What does 4K video system bring us ? 〜

　　　演　者：西村 泰彦（Yasuhiko Nishimura）
　　　　　　　和歌山向陽病院 脳神経外科 脊椎脊髄外科センター
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　ランチョンセミナー6 ／Luncheon Seminar 6

　　　テーマ：胸腰椎後方固定術を学ぶ

　　　会　場：第 4 会場（ロイトン札幌 2F ハイネスホール）

　　　共　催：ネクスメッドインターナショナル株式会社
　　　　　　　NexMed International Co., Ltd.

　　　座　長：乾 敏彦（Toshihiko Inui）
　　　　　　　富永病院 脳神経外科 脳神経外科部長

　　　演題名：今さら聞けない胸腰椎固定術の基礎〜今こそ従来のオープン法を学ぶ〜
　　　　　　　 Fundamentals for thoraco-lumbar fusion –Now is the time to learn the traditional open 

technique–
　　　演　者：佐々木 学（Manabu Sasaki）
　　　　　　　医誠会病院 脳神経外科部長・医局長

6 月 21 日（金）　 14：40 ～15：40

　アフタヌーンセミナー1 ／Afternoon Seminar 1

　　　会　場：第 2 会場（ロイトン札幌 2F エンプレスホール）

　　　共　催：ニューベイシブジャパン株式会社
　　　　　　　NuVasive Japan K.K.

　　　座　長：水野 順一（Junichi Mizuno）
　　　　　　　 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 脊椎脊髄末梢神経外科 低侵襲脊髄手術センター センター長

　　　演題名： XLIF familyによる腰椎側方椎間・椎体固定-XLIF／crestlineによる腰椎椎間固定から
XLIF-corpectomyまで-

　　　　　　　 Current considerations for surgical treatment of lumbar instability with lumbar lateral 
interbody fusion –Introduction of XLIF family from XLIF／crestline to XLIF –corpectomy–

　　　演　者：伊藤 康信（Yasunobu Itoh）
　　　　　　　総合東京病院 院長代行・脊椎脊髄センター長

　アフタヌーンセミナー2 ／Afternoon Seminar 2

　　　会　場：第 3 会場（ロイトン札幌 2F リージェントホール）

　　　共　催：ジンマー・バイオメット合同会社
　　　　　　　Zimmer Biomet

　　　座　長：本田 英一郎（Eiichiro Honda）
　　　　　　　特定医療法人静便堂 白石共立病院 脳神経脊髄外科

　　　演題名：頚椎疾患に対するインストゥルメンテーション手術
　　　　　　　Instrumentation surgeries for cervical spinal diseases

　　　演　者：飯田 尚裕（Takahiro Iida）
　　　　　　　獨協医科大学 埼玉医療センター 第一整形外科・准教授


