
8888：：：：55550000～～～～9999：：：：00000000　　　　　　　　開開開開会会会会ののののここここととととばばばば 司馬　立

9999：：：：00000000～～～～9999：：：：44440000　　　　　　　　基基基基礎礎礎礎研研研研究究究究
座長 ： 町田　正文 （独立行政法人国立病院機構村山医療センター）

1111 ．．．．胸胸胸胸腰腰腰腰椎椎椎椎前前前前方方方方手手手手術術術術をををを念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いいいいたたたた胸胸胸胸管管管管・・・・交交交交感感感感神神神神経経経経幹幹幹幹のののの解解解解剖剖剖剖学学学学的的的的位位位位置置置置

弘前大学　整形外科　 ○

2222 ．．．．患患患患者者者者個個個個体体体体別別別別脊脊脊脊柱柱柱柱有有有有限限限限要要要要素素素素モモモモデデデデルルルルのののの構構構構築築築築((((基基基基本本本本ツツツツーーーールルルルのののの開開開開発発発発))))

名古屋大学 ○ 笹岡 竜，畔上 秀幸

日本赤十字愛知短期大学 村地 俊二

名古屋大学名誉教授 鬼頭 純三

石田整形外科 石田 義人

名城病院整形外科 川上 紀明

トヨタ記念病院整形外科 牧野 光倫

3333 ．．．．先先先先天天天天性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症ににににおおおおけけけけるるるる三三三三次次次次元元元元実実実実体体体体モモモモデデデデルルルルのののの有有有有用用用用性性性性のののの検検検検討討討討

千葉大学大学院医学研究院整形外科学 ○

聖隷佐倉市民病院整形外科 南 昌平、小谷 俊明

国立千葉東病院整形外科 大塚 嘉則、高相 晶士、井上 雅俊、丸田 哲郎

船橋整形外科西船クリニック 中田 好則

4444 ．．．．側側側側弯弯弯弯症症症症患患患患者者者者にににに見見見見らららられれれれたたたた上上上上顎顎顎顎骨骨骨骨のののの変変変変化化化化

荻原歯科口腔外科 ○ 荻原 力

国立療養所千葉東病院整形外科 大塚 嘉則

神奈川歯科大学人体構造講座 高橋 常男

9999：：：：44440000～～～～11110000：：：：11110000　　　　　　　　病病病病態態態態
座長 ： 庄野　泰弘 (信州大学）

5555 ．．．． ――――先先先先天天天天性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症((((FFFFaaaaiiiilllluuuurrrreeee    ooooffff    ffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn))))ににににおおおおけけけけるるるる奇奇奇奇形形形形椎椎椎椎 隣隣隣隣接接接接椎椎椎椎のののの空空空空間間間間的的的的関関関関係係係係
名城病院　整形外科 ○

東海中央病院　整形外科 中島 晶

6666 ．．．．ココココンンンンピピピピュュュューーーータタタターーーーシシシシミミミミュュュュレレレレーーーーシシシショョョョンンンンをををを用用用用いいいいたたたた自自自自動動動動車車車車事事事事故故故故にににによよよよるるるる胸胸胸胸椎椎椎椎脱脱脱脱臼臼臼臼骨骨骨骨折折折折のののの受受受受傷傷傷傷機機機機序序序序解解解解析析析析

聖隷佐倉市民病院整形外科 ○ 小谷 俊明、 南 昌平

千葉大学整形外科 高橋 和久、山崎 正志、赤澤 努、中山 詩朗

国立病院機構千葉東病院整形外科 丸田 哲郎

財団法人日本自動車研究所 江島 晋

7777 ．．．．パパパパーーーーキキキキンンンンソソソソンンンン病病病病ににににおおおおけけけけるるるる側側側側弯弯弯弯のののの検検検検討討討討

浜松医科大学整形外科 ○

11110000：：：：11110000～～～～11111111：：：：00000000　　　　　　　　症症症症候候候候性性性性側側側側弯弯弯弯治治治治療療療療１１１１
座長 ： 宇野　耕吉 （兵庫県立のじぎく療育センター）

8888 ．．．．椎椎椎椎弓弓弓弓切切切切除除除除後後後後頚頚頚頚椎椎椎椎高高高高度度度度後後後後弯弯弯弯変変変変形形形形のののの治治治治療療療療経経経経験験験験

順天堂大学整形外科 ○ 米澤 郁穂、辻 高明、高橋 正樹、黒沢 尚

杏雲堂病院 小塙 幸司

横浜鶴ヶ峰病院 新井 康久

9999 ．．．．PPPPrrrraaaaddddeeeerrrr----WWWWiiiilllllllliiii症症症症候候候候群群群群にににに合合合合併併併併ししししたたたた側側側側彎彎彎彎症症症症のののの2222手手手手術術術術例例例例

神戸大学整形外科 ○ 角谷 賢一朗、土井田 稔

兵庫県立のじぎく療育センター 宇野 耕吉、木村 琢也、斉藤寧彦、浜村 清香

11110000 ．．．．パパパパーーーーキキキキンンンンソソソソンンンン病病病病にににに伴伴伴伴うううう脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形にににに対対対対すすすするるるる矯矯矯矯正正正正固固固固定定定定手手手手術術術術ににににおおおおけけけけるるるる問問問問題題題題点点点点

藤田保健衛生大学整形外科 ○

11111111 ．．．．重重重重度度度度膵膵膵膵機機機機能能能能不不不不全全全全とととと皮皮皮皮膚膚膚膚疾疾疾疾患患患患をををを合合合合併併併併ししししたたたた脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症のののの１１１１例例例例

大阪医科大学　整形外科 ○ 藤原 憲太、瀬本 喜啓、兵田 暁、阿部 宗昭

枚方市民病院 小坂 理也

11112222 ．．．．胸胸胸胸郭郭郭郭欠欠欠欠損損損損をををを伴伴伴伴うううう脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形のののの2222例例例例

兵庫県立のじぎく療育センター　整形外科 ○ 浜村 清香、宇野 耕吉、木村 琢也、斉藤 寧彦

村田 英之、高橋 正哲、山梨 晃裕、長谷川 智彦、大和 雄、長野 昭

赤澤 努、礒辺 啓二郎、山崎 正志、高橋 和久、守屋 秀繁

今釜 史郎、川上 紀明、後藤 学、小原 徹哉、辻 太一

花村 俊太朗、中井 定明、谷戸 祥之、志津 直行、市瀬 彦聡

ププププ　　　　ロロロロ　　　　ググググ　　　　ララララ　　　　ムムムム
第第第第1111日日日日目目目目：：：：11111111月月月月11112222日日日日（（（（金金金金））））

油川 修一、横山 徹、斉藤 啓、沼沢 拓也、岡田 晶博、藤 哲



11111111：：：：00000000～～～～11111111：：：：44440000　　　　　　　　症症症症候候候候性性性性側側側側弯弯弯弯治治治治療療療療2222
座長 ： 瀬本　喜啓 （大阪医科大学）

11113333 ．．．．先先先先天天天天性性性性両両両両下下下下肢肢肢肢切切切切断断断断にににに合合合合併併併併ししししたたたた側側側側弯弯弯弯症症症症のののの１１１１例例例例

慶應義塾大学整形外科 ○ 辻 収彦、松本 守雄、千葉 一裕、戸山 芳昭

11114444 ．．．．先先先先天天天天性性性性後後後後側側側側弯弯弯弯症症症症ににににddddiiiiaaaasssstttteeeemmmmaaaattttoooommmmyyyyeeeelllliiiiaaaaおおおおよよよよびびびびtttteeeetttthhhheeeerrrreeeedddd    ccccoooorrrrddddをををを合合合合併併併併しししし麻麻麻麻痺痺痺痺をををを呈呈呈呈ししししたたたた1111例例例例

新潟県立小出病院　　　整形外科 ○ 佐藤 剛

聖隷浜松病院　　せぼねセンター 長谷川 和宏

新潟大学　大学院整形外科学分野 平野 徹

11115555 ．．．．CCCCoooosssstttteeeelllllllloooo症症症症候候候候群群群群にににに伴伴伴伴うううう高高高高度度度度側側側側弯弯弯弯症症症症のののの１１１１例例例例

防衛医科大学校整形外科 ○

11116666 ．．．．早早早早期期期期羊羊羊羊膜膜膜膜破破破破裂裂裂裂シシシシーーーーククククエエエエンンンンススススにににによよよよるるるる側側側側弯弯弯弯のののの１１１１手手手手術術術術例例例例

帝京大学整形外科 ○

11111111：：：：44440000～～～～11111111：：：：55550000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

11111111：：：：55550000～～～～11112222：：：：55550000　　　　　　　　ラララランンンンチチチチョョョョンンンンセセセセミミミミナナナナーーーー1111
脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症のののの手手手手術術術術----特特特特にににに難難難難治治治治例例例例のののの問問問問題題題題点点点点ににににつつつついいいいてててて----

獨協医科大学越谷病院整形外科 野原 裕

11112222：：：：55550000～～～～11113333：：：：11110000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

11113333：：：：11110000～～～～11114444：：：：11110000　　　　　　　　会会会会長長長長招招招招待待待待講講講講演演演演
Expansion Thoracoplasty with VEPTR for the Treatment of  Thoracic Insufficiency Syndrome Associated with Spinal Deformity in the Young Child

University of Texas Health Science Center at San Antonio

11114444：：：：11110000～～～～11115555：：：：44440000　　　　　　　　　　　　シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム　　　　「「「「幼幼幼幼小小小小児児児児重重重重度度度度脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形のののの治治治治療療療療」」」」
座長 ： 野原　裕 （獨協医科大学越谷病院）

： 南　昌平 （聖隷佐倉市民病院）

11117777 ．．．．幼幼幼幼小小小小児児児児側側側側弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術例例例例のののの検検検検討討討討

聖隷浜松病院せぼねセンター ○ 長谷川 和宏

新潟大学大学院整形外科学分野 平野 徹、渡辺 慶、澤上 公彦、遠藤 直人

11118888 ．．．．11110000歳歳歳歳以以以以下下下下のののの進進進進行行行行性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるる治治治治療療療療

名城病院　整形外科・脊椎脊髄センター ○ 川上 紀明、後藤 学、小原 徹哉、辻 太一、今釜 史郎

刈谷総合病院整形外科 松原 祐二

厚生連江南昭和病院整形外科 金村 徳相

名古屋大学医学部整形外科 松山 幸弘

11119999 ．．．．先先先先天天天天性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるるイイイイリリリリザザザザロロロロフフフフ創創創創外外外外固固固固定定定定器器器器をををを用用用用いいいいたたたた手手手手術術術術

兵庫県立のじぎく療育センター整形外科 ○ 宇野 耕吉、木村 琢也、斉藤 寧彦、浜村 清香

22220000 ．．．．重重重重度度度度後後後後弯弯弯弯変変変変形形形形にににに対対対対すすすするるるる幼幼幼幼児児児児期期期期手手手手術術術術のののの治治治治療療療療成成成成績績績績

福岡市立こども病院・感染症センター　整形外科 ○ 柳田 晴久、角田 信昭

22221111 ．．．．TTTTrrrreeeeaaaattttmmmmeeeennnntttt    ffffoooorrrr    SSSSeeeevvvveeeerrrreeee    PPPPeeeeddddiiiiaaaattttrrrriiiicccc    SSSSccccoooolllliiiioooossssiiiissss    PPPPaaaattttiiiieeeennnnttttssss

Washington University School of Medicine ○ Lawrence G.Lenke,MD

11115555：：：：44440000～～～～11115555：：：：55550000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

11115555：：：：55550000～～～～11116666：：：：33330000　　　　　　　　　　　　合合合合併併併併症症症症・・・・予予予予防防防防
座長 ： 江原　宗平 (茅ヶ崎徳洲会病院）

22222222 ．．．． IIIInnnnssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttをををを抜抜抜抜去去去去せせせせずずずずにににに治治治治癒癒癒癒ししししたたたた特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症術術術術後後後後MMMMRRRRSSSSAAAA深深深深部部部部感感感感染染染染のののの１１１１例例例例

市立酒田病院　整形外科 ○ 尾鷲 和也

座長：川上　紀明（名城病院）

Robert M.Campbell,Jr.,M.D.

座長：嶋村　正（岩手医科大学）

本強矢 隆生、朝妻 孝仁、辻 崇、 渡邉 泰伸、中山 美数

丸山 徹、鈴木 勝明、佐々木 剛、三浦 亮、松下 隆



22223333 ．．．．脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術のののの合合合合併併併併症症症症のののの検検検検討討討討

防衛医科大学校整形外科 ○

22224444 ．．．．側側側側彎彎彎彎症症症症前前前前方方方方矯矯矯矯正正正正固固固固定定定定術術術術後後後後にににに脛脛脛脛骨骨骨骨神神神神経経経経麻麻麻麻痺痺痺痺ををををききききたたたたししししたたたた一一一一例例例例

成田赤十字病院整形外科 ○ 石川 哲大

聖隷佐倉病院整形外科 南 昌平、小谷 俊明

千葉大学大学院医学研究院整形外科 村田 淳、赤澤 努

22225555 ．．．．側側側側彎彎彎彎症症症症後後後後方方方方手手手手術術術術例例例例ににににおおおおけけけけるるるる腸腸腸腸骨骨骨骨採採採採骨骨骨骨部部部部欠欠欠欠損損損損のののの骨骨骨骨再再再再生生生生状状状状態態態態ににににつつつついいいいてててて――――bbbboooonnnneeee    wwwwaaaaxxxx    ととととGGGGeeeellllffffooooaaaammmmのののの比比比比較較較較――――

横浜新都市脳神経外科病院整形外科 ○ 権藤 宏、武村 康、江成 勝

横浜南共済病院整形外科 竹口英文

11116666：：：：33330000～～～～11117777：：：：22220000　　　　　　　　後後後後弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術
座長 ： 清水　克時 （岐阜大学）

22226666 ．．．．二二二二分分分分脊脊脊脊椎椎椎椎にににに伴伴伴伴うううう脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形にににに対対対対すすすするるるる手手手手術術術術療療療療法法法法

兵庫県立のじぎく療育センター　整形外科 ○ 木村 琢也、宇野 耕吉、斉藤 寧彦、浜村 清香

22227777 ．．．．先先先先天天天天性性性性後後後後側側側側弯弯弯弯症症症症成成成成人人人人例例例例にににに対対対対すすすするるるる治治治治療療療療経経経経験験験験

名城病院　整形外科 ○

刈谷総合病院　整形外科 松原祐二

名古屋大学　整形外科 片山良仁

22228888 ．．．．先先先先天天天天性性性性脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形にににに対対対対すすすするるるるココココンンンンピピピピュュュューーーータタタタ支支支支援援援援骨骨骨骨切切切切りりりり術術術術

信州大学整形外科 ○ 高橋 淳、平林 洋樹、庄野 泰弘、加藤 博之

茅ヶ崎徳洲会総合病院整形外科 江原 宗平、楢崎 勝巳

22229999 ．．．．SSSScccchhhheeeeuuuueeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn病病病病にににに対対対対すすすするるるる手手手手術術術術治治治治療療療療――――HHHHyyyybbbbrrrriiiidddd後後後後方方方方固固固固定定定定にににによよよよるるるる前前前前後後後後方方方方手手手手術術術術ととととPPPPeeeeddddiiiicccclllleeee    SSSSccccrrrreeeewwww後後後後方方方方固固固固定定定定手手手手術術術術のののの比比比比較較較較――――

東大整形外科 ○ 竹下 克志

米国コロラド州Woodridge Spine Center Thomas Lowe

33330000 ．．．．胸胸胸胸腰腰腰腰椎椎椎椎椎椎椎椎弓弓弓弓切切切切除除除除術術術術後後後後にににに発発発発生生生生ししししたたたた脊脊脊脊椎椎椎椎変変変変形形形形のののの矯矯矯矯正正正正手手手手術術術術のののの一一一一例例例例

岐阜大学附属病院整形外科 ○

平野総合病院整形外科 大西 量一

岐北総合病院　整形外科 岩田 崇

11117777：：：：22220000～～～～11117777：：：：55550000　　　　　　　　変変変変性性性性側側側側弯弯弯弯　　　　　　　　　　　　
座長 ： 中原　進之介（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター）

33331111 ．．．．腰腰腰腰椎椎椎椎変変変変性性性性側側側側彎彎彎彎症症症症にににに対対対対すすすするるるるCCCCaaaannnnttttiiiilllleeeevvvveeeerrrr----TTTTLLLLIIIIFFFF

岐阜大学整形外科 ○

33332222 ．．．．変変変変性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症のののの手手手手術術術術治治治治療療療療

名古屋第二赤十字病院整形外科 ○ 佐竹 宏太郎、佐藤 公治、安藤 智洋

33333333 ．．．．腰腰腰腰椎椎椎椎変変変変性性性性側側側側弯弯弯弯にににに伴伴伴伴うううう椎椎椎椎間間間間孔孔孔孔部部部部狭狭狭狭窄窄窄窄症症症症のののの椎椎椎椎体体体体間間間間CCCCaaaaggggeeeeをををを用用用用いいいいたたたた除除除除圧圧圧圧固固固固定定定定－－－－3333年年年年以以以以上上上上経経経経過過過過例例例例のののの検検検検討討討討

北海道整形外科記念病院 ○

橋本 孝治、神田 倫秀、杉山 誠一、細江 英夫、清水 克時

杉山 誠一、金森 康夫、鈴木 直樹、細江 英夫、清水 克時

長谷川 匡一、藤谷 正紀、織田 格、松野 誠夫

渡邉 泰伸、朝妻 孝仁、辻 崇、中山 美数、酒井 翼

小原 徹哉、川上 紀明、後藤 学、辻 太一、今釜 史郎



8888：：：：00000000～～～～8888：：：：55550000　　　　　　　　モモモモーーーーニニニニンンンンググググセセセセミミミミナナナナーーーー 座長： 清水　克時（岐阜大学）
胸胸胸胸腔腔腔腔鏡鏡鏡鏡視視視視下下下下脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形前前前前方方方方矯矯矯矯正正正正固固固固定定定定術術術術（（（（EEEECCCCIIIIFFFFシシシシスススステテテテムムムム））））のののの中中中中長長長長期期期期成成成成績績績績――――問問問問題題題題点点点点とととと対対対対策策策策――――

茅ヶ崎徳洲会総合病院　脊椎・側彎症外科センター 江原　宗平

8888：：：：55550000～～～～9999：：：：11110000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

9999：：：：11110000～～～～11110000：：：：00000000　　　　　　　　手手手手術術術術成成成成績績績績1111
座長 ：

33334444 ．．．．超超超超高高高高分分分分子子子子量量量量ポポポポリリリリエエエエチチチチレレレレンンンンテテテテーーーーププププをををを使使使使用用用用ししししたたたた脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症後後後後方方方方矯矯矯矯正正正正固固固固定定定定術術術術のののの手手手手術術術術成成成成績績績績

北海道大学大学院医学研究科機能再生医学講座整形外科学分野 ○

33335555 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるるsssseeeeggggmmmmeeeennnnttttaaaallll    ssssccccrrrreeeewwww    ffffiiiixxxxaaaattttiiiioooonnnnににににおおおおけけけけるるるるssssccccrrrreeeewwww挿挿挿挿入入入入のののの正正正正確確確確性性性性

名城病院　整形外科　脊椎脊髄センター ○

33336666 ．．．．思思思思春春春春期期期期胸胸胸胸椎椎椎椎側側側側弯弯弯弯ににににおおおおけけけけるるるる術術術術式式式式間間間間回回回回旋旋旋旋変変変変形形形形矯矯矯矯正正正正効効効効果果果果のののの比比比比較較較較

名城病院　整形外科 ○ 傳 剛、川上 紀明、後藤 学、小原 徹哉、辻 太一、今釜 史郎

33337777 ．．．． IIIInnnn    ssssiiiittttuuuu    ccccoooonnnnttttoooouuuurrrriiiinnnngggg    tttteeeecccchhhhnnnniiiiqqqquuuueeee    にににによよよよるるるる側側側側弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術のののの経経経経験験験験

山形大学整形外科 ○ 武井 寛、橋本 淳一、古川 孝志

33338888 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側彎彎彎彎症症症症にににに対対対対すすすするるるるWWWWiiiissssccccoooonnnnssssiiiinnnn    SSSSSSSSIIII変変変変法法法法ののののイイイインンンンププププラララランンンントトトト　　　　抜抜抜抜去去去去例例例例のののの３３３３次次次次元元元元的的的的評評評評価価価価

天理病院　整形外科 ○

11110000：：：：00000000～～～～11110000：：：：55550000　　　　　　　　手手手手術術術術成成成成績績績績2222
座長 ： 植山　和正 （弘前記念病院）

33339999 ．．．．術術術術中中中中HHHHaaaalllloooo----FFFFeeeemmmmoooorrrraaaallll牽牽牽牽引引引引にににによよよよるるるる麻麻麻麻痺痺痺痺性性性性側側側側弯弯弯弯患患患患者者者者ににににおおおおけけけけるるるる骨骨骨骨盤盤盤盤傾傾傾傾斜斜斜斜のののの矯矯矯矯正正正正

東大整形外科 ○ 竹下 克志

米国セントルイス・ワシントン大学 Lawrence G. Lenke、Keith Bridwell、Yongjung Kim

44440000 ．．．．胸胸胸胸腰腰腰腰椎椎椎椎移移移移行行行行部部部部カカカカーーーーブブブブにににに対対対対すすすするるるるMMMMIIIINNNNIIII----OOOOPPPPEEEENNNN手手手手術術術術

茅ヶ崎徳洲会総合病院脊椎側彎症外科 ○ 江原 宗平、楢崎 勝

信州大学整形外科

44441111 ．．．．側側側側弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術ににににおおおおけけけけるるるる胸胸胸胸郭郭郭郭形形形形成成成成術術術術のののの効効効効果果果果

国立病院機構千葉東病院 ○ 高相 晶士、井上 雅俊、丸田 哲郎、大塚 嘉則

船橋整形外科西船クリニック 中田 好則

千葉大学大学院医学研究院整形外科 赤沢 努

44442222 ．．．．JJJJaaaarrrrcccchhhhoooo----LLLLeeeevvvviiiinnnneeee症症症症候候候候群群群群にににに対対対対すすすするるるるeeeexxxxppppaaaannnnssssiiiioooonnnn    tttthhhhoooorrrraaaaccccooooppppllllaaaassssttttyyyy

名城病院 整形外科 ○ 辻 太一、川上 紀明

University of Texas San Antonio Robert M. Campbell Jr.

Christus Santa Rosa Children's Hospital

44443333 ．．．．高高高高度度度度のののの拘拘拘拘束束束束性性性性肺肺肺肺機機機機能能能能障障障障害害害害をををを呈呈呈呈ししししたたたた脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側彎彎彎彎症症症症のののの手手手手術術術術治治治治療療療療

国立病院機構千葉東病院　整形外科 ○ 井上 雅俊、大塚 嘉則、高相 晶士、丸田 哲郎

船橋整形外科　西船クリニック 中田 好則

11110000：：：：55550000～～～～11111111：：：：44440000　　　　　　　　保保保保存存存存療療療療法法法法
座長 ： 内山　政二 （独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院）

44444444 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症ににににおおおおけけけけるるるる装装装装具具具具装装装装着着着着時時時時間間間間のののの研研研研究究究究

旭川医科大学　整形外科 ○ 竹光 正和

Alfred I. duPont Hospital for Children, DE, USA Rahman T, Bowen JR, Scott, CB

44445555 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるる装装装装具具具具療療療療法法法法のののの成成成成績績績績－－－－大大大大阪阪阪阪医医医医大大大大式式式式装装装装具具具具（（（（OOOOMMMMCCCC    bbbbrrrraaaacccceeee））））をををを用用用用いいいいてててて－－－－

宮崎大学医学部整形外科 ○

弘潤会野崎東病院整形外科 田島 直也

44446666 ．．．．ボボボボスススストトトトンンンン脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形矯矯矯矯正正正正装装装装具具具具にににによよよよるるるる側側側側弯弯弯弯症症症症治治治治療療療療

藤田保健衛生大学整形外科 ○

東名ブレース(株) 永井 純三、織田 幸男

44447777 ．．．． ――――特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるるSSSSRRRRSSSS----22222222をををを用用用用いいいいたたたたアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査査査査 ――――22220000歳歳歳歳以以以以上上上上非非非非手手手手術術術術例例例例のののの検検検検討討討討
東京慈恵会医科大学　整形外科 ○

44448888 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側彎彎彎彎症症症症にににに対対対対すすすするるるる装装装装具具具具療療療療法法法法のののの成成成成績績績績----カカカカーーーーブブブブ高高高高位位位位とととと治治治治療療療療効効効効果果果果ににににつつつついいいいてててて----

岡山大学大学院医歯学総合研究科機能再生・再建科学専攻（整形外科学分野） ○ 杉本　佳久、田中 雅人、生熊 久敬、井上 一

愛媛整肢療護園 中込 直

花村 俊太朗、中井 定明、谷戸 祥之、志津 直行、市瀬 彦聡

高畑 雅彦、鐙 邦芳、伊東 学、小谷 善久、角家 健、須藤 英毅、安井 啓悟、三浪 明男

Melvin D. Smith, James W. Simmons, Barry Cofer, Steven Inscore, John Mangos

曽雌 茂、茶薗 昌明、井上 雄、中村 陽介、木田 吉城、牛久 智加良、藤井 克之

後藤 学、辻 太一、川上 紀明、小原 徹哉、今釜 史郎

高橋 淳、中村 功、平林 洋樹、北原 淳、加藤 博之

金馬 敬明、広藤 栄一、西松 秀和、長谷 隆生、

森本 佳秀、福田 知佐子、前田 勉

黒木 浩史、公文 崇詞、後藤 英一、久保 紳一郎、帖佐 悦男

第第第第2222日日日日目目目目：：：：11111111月月月月11113333日日日日((((土土土土））））

新井　康久（横浜鶴ヶ峰病院）



11111111：：：：44440000～～～～11111111：：：：55550000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

11111111：：：：55550000～～～～11112222：：：：55550000　　　　　　　　ラララランンンンチチチチョョョョンンンンセセセセミミミミナナナナーーーー2222 座長：中井　定明（藤田保健衛生大学）
脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症にににに対対対対すすすするるるる術術術術式式式式のののの選選選選択択択択ににににつつつついいいいてててて

独立行政法人国立病院機構　村山医療センター 斉藤 正史

11112222：：：：55550000～～～～11113333：：：：11110000　　　　　　　　総総総総会会会会

11113333：：：：11110000～～～～11114444：：：：11110000　　　　　　　　山山山山田田田田・・・・井井井井上上上上メメメメモモモモリリリリアアアアルルルルレレレレククククチチチチャャャャーーーー 座長：司馬　立(司馬医院）
側側側側弯弯弯弯症症症症手手手手術術術術療療療療法法法法・・・・２２２２５５５５年年年年間間間間のののの軌軌軌軌跡跡跡跡

東京都済生会中央病院　整形外科 鈴木　信正

11114444：：：：11110000～～～～11114444：：：：22220000　　　　　　　　休休休休憩憩憩憩

11114444：：：：22220000～～～～11114444：：：：55550000　　　　　　　　主主主主題題題題　　　　姿姿姿姿勢勢勢勢のののの評評評評価価価価
座長 ： 石井　祐信(独立行政法人国立病院機構西多賀病院）

44449999 ．．．．日日日日本本本本人人人人のののの脊脊脊脊柱柱柱柱SSSSaaaaggggiiiittttttttaaaallll    AAAAlllliiiiggggnnnnmmmmeeeennnntttt    のののの評評評評価価価価

昭和大学藤が丘病院整形外科 ○

太田福島総合病院 吉岡 茂

55550000 ．．．．腰腰腰腰椎椎椎椎のののの側側側側方方方方運運運運動動動動性性性性にににに対対対対すすすするるるるXXXX線線線線学学学学的的的的検検検検討討討討（（（（第第第第2222報報報報））））

昭和大学藤が丘病院整形外科 ○

55551111 ．．．．ロロロローーーールルルル撮撮撮撮影影影影法法法法（（（（FFFFuuuullllccccrrrruuuummmm    BBBBeeeennnnddddiiiinnnngggg））））にににによよよよるるるる側側側側弯弯弯弯症症症症ののののfffflllleeeexxxxiiiibbbbiiiilllliiiittttyyyy評評評評価価価価

東大整形外科 ○ 竹下 克志、丸山 徹、東川 晶郎、中村 耕三

11114444：：：：55550000～～～～11115555：：：：44440000　　　　　　　　神神神神経経経経線線線線維維維維腫腫腫腫症症症症・・・・キキキキアアアアリリリリ奇奇奇奇形形形形
座長 ： 広藤　栄一（天理よろづ相談所病院）

55552222 ．．．．キキキキアアアアリリリリ奇奇奇奇形形形形((((IIII型型型型))))ににににととととももももななななうううう脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側彎彎彎彎のののの外外外外科科科科的的的的治治治治療療療療

榛名荘病院，群馬脊椎脊髄病センター ○

55553333 ．．．．脊脊脊脊柱柱柱柱側側側側弯弯弯弯症症症症をををを契契契契機機機機にににに診診診診断断断断さささされれれれたたたたキキキキアアアアリリリリ奇奇奇奇形形形形ttttyyyyppppeeee    1111のののの治治治治療療療療経経経経験験験験

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室 ○

55554444 ．．．．神神神神経経経経線線線線維維維維腫腫腫腫症症症症にににに伴伴伴伴うううう側側側側弯弯弯弯症症症症－－－－傍傍傍傍脊脊脊脊柱柱柱柱腫腫腫腫瘍瘍瘍瘍ととととのののの関関関関係係係係ににににつつつついいいいてててて－－－－

刈谷総合病院整形外科 ○ 松原 祐二

名城病院整形外科

愛知県厚生連昭和病院整形外科 金村 徳相

名古屋大学整形外科 松山 幸弘

55555555 ．．．．神神神神経経経経線線線線維維維維腫腫腫腫症症症症脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形にににに伴伴伴伴うううう肋肋肋肋骨骨骨骨頭頭頭頭脊脊脊脊柱柱柱柱管管管管内内内内陥陥陥陥入入入入のののの1111例例例例～～～～組組組組織織織織学学学学的的的的検検検検討討討討～～～～

新潟大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野 ○ 高野 玲子、平野 徹、遠藤 直人

聖隷浜松病院せぼねセンター 長谷川 和宏

55556666 ．．．．神神神神経経経経線線線線維維維維腫腫腫腫症症症症にににによよよよるるるる脊脊脊脊柱柱柱柱変変変変形形形形にににに対対対対すすすするるるる脊脊脊脊椎椎椎椎固固固固定定定定術術術術のののの治治治治療療療療成成成成績績績績

獨協医科大学越谷病院整形外科 ○

11115555：：：：44440000～～～～11116666：：：：22220000　　　　　　　　QQQQOOOOLLLL
座長 ： 礒辺　啓二郎（千葉大学）

55557777 ．．．．側側側側弯弯弯弯症症症症矯矯矯矯正正正正手手手手術術術術にににによよよよるるるる患患患患者者者者アアアアウウウウトトトトカカカカムムムム評評評評価価価価SSSSRRRRSSSS----22224444のののの変変変変化化化化～～～～縦縦縦縦断断断断的的的的検検検検討討討討～～～～

新潟大学医歯学総合研究科機能再建医学講座整形外科学分野 ○ 渡辺 慶、平野 徹、伊藤 拓緯、遠藤 直人

聖隷浜松病院せぼねセンター 長谷川和宏

55558888 ．．．．側側側側弯弯弯弯症症症症でででで使使使使用用用用さささされれれれるるるるイイイインンンンスススストトトトルルルルメメメメンンンントトトトのののの信信信信頼頼頼頼性性性性・・・・妥妥妥妥当当当当性性性性

東大整形外科 ○ 竹下 克志、松平 浩、東川 晶郎、中村 耕三

帝京大学整形外科 丸山 徹

55559999 ．．．．側側側側弯弯弯弯症症症症がががが患患患患児児児児ととととそそそそのののの母母母母親親親親にににに与与与与ええええるるるる心心心心理理理理的的的的影影影影響響響響

新潟大学医歯学総合病院　看護部 ○ 山田 梨絵、大竹 幸江、後藤 泰代、広川 佐代子

新潟大学医歯学総合病院　整形外科 渡辺 慶、平野 徹、伊藤 拓緯、遠藤 直人

聖隷浜松病院せぼねセンター 長谷川 和宏

66660000 ．．．．特特特特発発発発性性性性側側側側弯弯弯弯症症症症ににににおおおおけけけけるるるる術術術術前前前前後後後後ススススポポポポーーーーツツツツ活活活活動動動動のののの変変変変化化化化

新潟大学大学院医歯学総合研究科機能再建医学講座整形外科分野 ○ 平野 徹、渡辺 慶

聖隷浜松病院せぼねセンター 長谷川 和宏

11116666：：：：22220000～～～～11116666：：：：33330000　　　　　　　　閉閉閉閉会会会会ののののここここととととばばばば 司馬　立

清水 敬親、登田 尚史、井野 正剛、笛木 敬介、田内 徹

川上 紀明、後藤 学、辻 太一、小原 徹哉、今釜 史郎

石田 将也、森下 益多朗、神崎 浩二、小俣 貴弘、立野 慶

落合 淳一、森下 益多朗、神崎 浩二、斉藤 元、小俣 貴弘、立野 慶

安部 聡弥、浅野 聡、木家 哲郎、飯田 尚裕、中村 豊、井村 純哉、野原 裕

三浦竹彦、笹生 豊、系 重毅、鳥居 良昭、朝熊 弘年、磯見 卓、浜辺 正樹、青木 治人


