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すっかり⽇が短くなり、暑さもようやくしのぎやすくなって参りました。⽇頃のご協⼒を感謝申し上げます。
7⽉30⽇の統合本部とのweb会議において、第27回JPSTSSを完全にONLINE開催すると決定いたしました。

COVID-19感染拡⼤の影響もあり、online systemは社会インフラとして⽋かせないものになりましたが、学会にお
きましては現地開催の代替えとの印象はぬぐえないように思います。

「どうせやるなら⾯⽩い会にしよう。」と気持ちを切り替え、既存のシステムを利⽤するのではなく、学会運営
システムをゼロから制作する道を選択しました。その後不眠不休・・・はかなり⼤げさですが、精⼒的に開催に向
けて準備を進めております。すべてのアイデアを形にすることは難しそうですが、何か⾯⽩いことをご提案できれ
ばと思っております。

Live配信は10⽉2〜4⽇の３⽇間、Streaming配信は9⽉28⽇〜10⽉11⽇までを予定しております。⻑丁場になり
先⽣⽅にもご負担をおかけするかと存じますが、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

JPSTSS 2020 ONLINEをお楽しみください。

第27回⽇本脊椎・脊髄神経⼿術⼿技学会（JPSTSS学会）学術集会
会 ⻑ ： 久保⽥基夫（⻲⽥総合病院 脊椎脊髄外科）
副会⻑： 細江 英夫（岐⾩県総合医療センター 脊椎脊髄センター）

Faculty List

磯⾙宜広 国際医療福祉⼤学 三⽥病院 整形外科 中島宏彰 名古屋⼤学医学部附属病院 整形外科

江⼝ 和 千葉⼤学⼤学院医学研究院整形外科学 野中康⾂ 平和病院 横浜脊椎脊髄病センター

⼤隣⾠哉 脳神経センター⼤⽥記念病院 脊椎脊髄外科 原 慶宏 武蔵野⾚⼗字病院 整形外科

荻原 哲 埼⽟医科⼤学総合医療センター 整形外科 福⽥美雪 信愛会脊椎脊髄センター 交野病院

折⽥純久 千葉⼤学⼤学院整形外科学 船尾陽⽣ 国際医療福祉⼤学医学部 整形外科学

河村直洋 ⽇本⾚⼗字社医療センター 脊椎整形外科 三浦 勇 ⻲⽥総合病院 脊椎脊髄外科

熊野 洋 国⽴病院機構相模原病院 整形外科 安原隆雄 岡⼭⼤学⼤学院 脳神経外科

佐々⽊伸洋 信愛会脊椎脊髄センター 交野病院 ⼭崎昭義 新潟中央病院 整形外科 脊椎・脊髄外科センター

清⽔孝彬 京都⼤学 整形外科 ⼭崎隆志 武蔵野⾚⼗字病院 整形外科

菅原 卓 秋⽥県⽴循環器・脳脊髄センター 脊髄脊椎外科 ⼭本慎司 ⼤⻄脳神経外科病院 脳神経外科

⽵林研⼈ 東京⼥⼦医科⼤学 脳神経外科 譲原雅⼈ ⻲⽥総合病院 脊椎脊髄外科

中尾祐介 三楽病院 整形外科 脊椎脊髄センター

今回の学会にご協⼒いただくFacultyの先⽣⽅です。（敬称略、あいうえお順）



⽇本整形外科学会教育研修講演
(*)は脳神経外科医も取得可能です。

セッション分類 時間 会場 演題名 講師 種別分野 配信形式

１０⽉２⽇（⾦）

Tea timeセミナー3 10:00〜11:00 第3会場 ⾸下がり症候群 -その病態と評価⽅法、および⼿術治療- 光⼭哲滝 7，8 Liveのみ

ランチョンセミナー3 10:50〜11:50 第2会場 脊髄損傷患者に対する新しい幹細胞製剤 本望 修 1，7

Spine Leader's Lecture 2 11:00〜12:10 第1会場
頚椎前⽅椎体間固定術における椎体間ケージの性状が⾻癒合に与える影響 伊藤陽平

7，8 Live +
Streaming

ディスポーザブル脊椎⼿術機器の有⽤性と今後の課題 新井嘉容

ランチョンセミナー2 11:20〜12:20 第3会場 頸椎後⽅再建固定術のコツ −より安全に⼿術を⾏うために− 宮本裕史 7，8 Live +
Streaming

ランチョンセミナー1 12:40〜13:40 第3会場
頚椎アライメントと⼿術治療 ⼤島 寧

8，7 Live +
Streaming低侵襲腰椎前⽅固定術がもたらした腰椎⼿術におけるパラダイムシフト-低侵襲腰

椎前⽅固定OLIF51を含む考察 折⽥純久

ランチョンセミナー6 13:50〜14:50 第1会場
⼩切開直視下アプローチによる側⽅侵⼊腰椎椎体間固定術 ⽩旗敏之

7，8 Live +
Streaming

⾻系統疾患の脊椎⼿術 ⽵下祐次郎

ハンズオンセミナー2 14:00〜15:00 第3会場 隣接障害(PJK, 予防のための新しい制動術「 Cross band 制動術」の⼿技の詳細と
成績 佐野茂夫 7，8 Live +

Streaming

特別講演6 14:30〜15:30 第2会場 サイバニクスが拓く医療・福祉の未来 ~ ⼈・AI-ロボット・情報系の融合 ~ ⼭海嘉之 14-4(*) Liveのみ

Tea timeセミナー2 15:20〜16:20 第3会場
脊椎における⾻形成促進薬の特性 齋藤 琢

4，7 Liveのみ
⾻粗鬆症性椎体⾻折治療における外科治療の⽴ち位置 ⼾川⼤輔

教育講演1 16:40〜18:00 第2会場
神経因性膀胱への取り組み 脊椎外科医と泌尿器科医の役割 細川直登

7，7 Live +
Streaming

脊椎外科医が知っておきたい他科疾患の基礎知識 感染症科領域 上野 学

特別講演7 18:20〜19:20 第2会場 ウイルス感染による肺炎の発症機構と免疫学的記憶 宮澤正顯 14-2(*) Live +
Streaming

１０⽉３⽇（⼟）

ハンズオンセミナー1 09:00〜10:00 第3会場 頚椎⼈⼯椎間板 Prestige LPハンズオン/講習会 古⽮丈雄/
原 政⼈

7，8 Liveのみ

Spine Leader's Lecture 16 09:00〜10:10 第1会場
⾻基質配向性の重要性と脊椎椎間ケージ開発への基礎指針 中野貴由

1，7 Live +
Streaming⾻配向化誘導を可能とする⾦属積層造形を基盤とした⾰新的脊椎椎間ケージの臨

床開発 伊東 学

ランチョンセミナー4 11:10〜12:10 第2会場 Expandable interbody fusion cage が腰仙椎の局所バランスに与える影響とその
Surgical Technique ⼩⻄定彦 7，8 Live +

Streaming

Tea timeセミナー5 12:30〜13:30 第2会場
腰椎・腰仙椎固定後の仙腸関節痛 阿部栄⼆

7，8 Live +
Streaming

LIFとPPSを⽤いた成⼈脊柱変形矯正術の合併症とその対策 齋藤貴德

特別講演4 14:00〜15:00 第1会場 頸椎変形の⼿術治療の変遷 鐙 邦芳 7，8 Live +
Streaming

Spine Leader's Lecture 4

Spine Leader's Lecture 5
13:50〜15:10 第2会場

頚椎神経根症に対する顕微鏡下頚椎前⽅椎間孔拡⼤術（MacF）-⾃験例1300例に基いて- ⼟屋直⼈ 7，8 Live +
Streaming

チタン製インプラントは⽚開き式椎⼸形成術と椎間孔拡⼤術の併⽤において有⽤である ⼭崎昭義

Spine Leader's Lecture 10 16:40〜18:00 第1会場

最新の術中ナビゲーションシステムを⽤いた脊椎脊髄⼿術の実際と限界 川村⼤地
7，8 Live +

Streaming
最新の低線量ハイブリッドナビゲーション⼿術室における脊椎⼿術の進化 ⾼橋 淳

Invited Lecture 1 18:30〜19:30 第1会場 The transition from the degenerative spine to adult deformity: Biomechanics 
and predictive models of failure in the sagittal plane

Dominique 
Rothenfluh 7，8 Live +

Streaming

１０⽉４⽇（⽇）

Invited Lecture 2 09:00〜10:00 第1会場
Post-Operative review of fusion results from Posterior Lumbar Interbody 
Fusion with Interfuse Modular implants in combination with Bi-lateral Posterior 
Lumbar Pedicle screw fixation

Michael Russell 7，8 Live +
Streaming

Tea timeセミナー4 10:20〜11:20 第1会場

Full Endoscopic Spine  Surgeryのpros & cons（⾮特異性腰痛の診断から除圧椎
体間固定治療まで） ⼟⽥隼太郎

7，8 Live +
Streaming脊椎全内視鏡下⼿術（FESS）の安全な導⼊とその後 −導⼊のハードルを越えた

先にある世界− 出沢 明

教育講演3 10:20〜11:50 第2会場
⼿術に伴う医原性頚髄障害の発⽣原因とその安全対策 本間隆夫

7，8 Live +
Streaming

脊椎脊髄⼿術の医療安全 ー合併症対策：髄液漏ー 川原範夫

ランチョンセミナー5 10:40〜11:40 第3会場
脊椎由来の痛みに対する治療戦略 -整形外科の⽴場から- ⽯川哲⼤

1，7 Liveのみ
神経障害性疼痛の機序を踏まえた治療選択: 薬物治療、ブロック注射から神経刺激
療法、DREZotomy、帯状回凝固術まで 後藤真⼀

⽇整会教育講演単位認定ご希望の先⽣は、ホームページよりお申し込みください。受講料（１単位 1,000円）が必要です。受講料は講演中⽌以外の理由では払い戻しいたしません。
（＊）は⽇本専⾨医認定機構による共通講演に該当します。脳神経外科学会会員も受講証明書の提出で１単位認定されます。

Streaming配信では講演視聴後に⼩テストがございます。設問にお答えいただいて初めて受講証明書が発⾏されます。Liveのみで受講可能な講演がございますのでご注意ください。

頚椎⼈⼯椎間板 ハンズオンセッションは、ハンズオン受講に事前登録いただき（⼈数制限があります）、かつ同セッションへの教育講演単位認定のお申し込みをいただいた⽅のみが対象となります。

⽇整会より不正受講防⽌について注意喚起がございました。何らかの不正受講が認められた場合には、認定単位が取り消されることがございます。
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