一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会 第19回脊椎脊髄病教育研修コース
日時・場所：2021年4月24日(土） 国立京都国際会館

講義名

時間帯

第Ⅰコース： 脊椎脊髄外科指導医向けコース
「脊椎・脊髄Revision surgery」
（定員140名）

Annex Hall 1（別館）

講義 1 11:00-12:00 Revision surgery（頚椎）のコツと落とし穴

担当理事：西良 浩一

講師

所属・役職

course manager: 酒井 紀典
（徳島大学大学院医歯薬学研究部
感覚運動系病態医学講座 運動機能外科学（整形外科））
坂井 宏旭

独立行政法人労働者健康安全機構総合せき損センター
整形外科部長

単位数

分野

委員長：竹下 克志

種別

医療安全１単位及び手術症例50例置換
【日整会】専門医(N) あるいは
脊椎脊髄病医(SS) 5単位

1

7,13

SS

1

7,13

SS

1

14-5

SS

1

7,13

SS

1

7,13

SS

12:00-12:15 単位申請、昼食配布、休憩
講義 2 12:15-13:15 Revision surgery（腰椎）のコツと落とし穴

寺井 秀富 大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学 准教授

13:15-13:30 単位申請、昼食回収、休憩
講義 3 13:30-14:30 脊椎外科診療に伴う職業被曝と医療被曝

山下 一太

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 感覚運動系病態医学講座
運動機能外科学（整形外科） 講師

14:30-14:35 単位申請
講義 4 14:35-15:35 Revision surgery（高齢者脊椎手術）のコツと落とし穴

原田 智久 洛和会丸太町病院 副院長

15:35-15:40 単位申請

講義 5 15:40-16:40 脊椎・脊髄腫瘍手術-Revision surgeryを含めて-

Annex Hall 2（別館）

第Ⅱコース： 日整会脊椎脊髄病医向けコース（定員70名）
「外傷・腫瘍・感染—最新知見の整理」

講義 1 11:00-12:00 脊椎外傷（骨折）update -頚椎を中心に-

今釜 史郎

名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻
運動・形態外科学 整形外科学/リウマチ学 脊椎班 准教授

course manager: 井上 玄（北里大学整形外科 脊椎外科）

時岡 孝光 高知医療センター 整形外科 主任部長

【本会認定脊椎脊髄外科指導医】医療安全1単位
【日整会】専門医(N)あるいは脊椎脊髄病医(SS) 4単位

1

2,7

SS

12:00-12:15 単位申請、昼食配布、休憩
講義 2 12:15-13:15 脊髄損傷update

須田 浩太

独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道せき損センター
整形外科 副院長/整形外科部長/腰痛・脊損センター長

1

7,8

SS

加藤 仁志

金沢大学附属病院 整形外科
機能再建学（整形外科学）講座 助教

1

5,7

SS

山田 浩司

独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院
整形外科・脊椎外科 副部長

1

6,7

SS

13:15-13:30 単位申請、昼食回収、休憩
講義 3 13:30-14:30 転移性脊椎腫瘍update
14:30-14:35 単位申請
講義 4 14:35-15:35 化膿性脊椎炎update

Room B-2

第Ⅲコース： 脊椎内視鏡手術コース（定員40名）

course manager: 西良 浩一（徳島大学大学院 運動機能外科学）

講義 1 11:00-11:30 MEDとMELの基本手技とピットフォール

高橋 寛

東邦大学医学部 整形外科学講座

講義 2 11:30-12:00 MEDの応用

山田 宏

和歌山県立医科大学 整形外科

【日整会】専門医(N)あるいは脊椎脊髄病医(SS) 3単位
【日整会】脊椎内視鏡下手術・技術認定医申請用
の証明書発行

1

7,13

SS

2

7,13

SS

12:00-12:15 単位申請、昼食回収、休憩
講義 3 12:15-12:45 全内視鏡手術の応用

西良 浩一 徳島大学大学院 運動機能外科学

講義 4 12:45-13:15 FED transforaminal法

坂根 正孝 筑波学園病院 整形外科 リハビリテーション科部長

講義 5 13:15-13:45 FED interlaminar法

土屋 邦喜 地域医療機構九州病院 整形外科 診療部長

13:45-14:00 昼食回収・休憩・移動
実習

14:00-17:00 実技講習

Room A

第Ⅳコース： モニタリング脊椎脊髄病研修コース
（定員100名）

講義 1 14:00-14:50 脊髄モニタリング総論＋感覚系モニタリング各論

course manager: 吉田 剛（浜松医科大学 整形外科）

安藤 宗治 関西医科大学 整形外科学講座 病院教授

14:50-15:00 休憩
講義 2 15:00-15:50 運動系モニタリング各論

和田 簡一郎 弘前大学 医学部附属病院 講師

15:50-16:00 休憩
講義 3 16:00-16:50 脊椎脊髄手術モニタリングのアラームポイントと合併症対策

吉田 剛

浜松医科大学 整形外科 助教

16:50-17:00 休憩
試験

17:00-18:00 試験

Ⅰコース： 【本会認定脊椎脊髄外科指導医】医療安全１単位及び手術症例50例置換
【日整会】専門医(N)あるいは脊椎脊髄病医(SS) 5単位
Ⅱコース： 【本会認定脊椎脊髄外科指導医】医療安全1単位
【日整会】専門医(N)あるいは脊椎脊髄病医(SS) 4単位
Ⅲコース： 【日整会】専門医(N)あるいは脊椎脊髄病医(SS) 3単位
※この研修コースは、日整会の脊椎脊髄病医資格取得の単位としては認められませんので、ご注意ください。

