
 

１月 29 日（土）～2 月 28 日（月） オンデマンド配信 
 

 Jalas Archive Lectures 1: 頚椎前方手術の基本と pitfall  

 

AL1-1 頚頚椎椎前前方方手手術術ののアアププロローーチチののココツツととピピッットトフフォォーールル 

 相庭 温臣 （沼津市立病院） 

 

AL1-2 非非固固定定頚頚椎椎前前方方除除圧圧にによよるる頚頚椎椎手手術術のの低低侵侵襲襲化化 

 西村 由介  (名古屋大学 脳神経外科) 

 

AL1-3 頚頚椎椎前前方方手手術術ににおおけけるる椎椎骨骨動動脈脈ととのの安安全全ななおお付付きき合合いい 

 國府田 正雄 （筑波大学） 

 

 

 Jalas Archive Lectures 2: 胸腰椎前方側方手術の基本、応用と pitfall  

 

AL2-1 腰腰仙仙椎椎移移行行部部前前方方のの解解剖剖とと手手術術アアププロローーチチででのの留留意意点点 

 大鳥 精司 （千葉大学） 

 

AL2-2 胸胸椎椎前前方方//側側方方アアププロローーチチをを用用いいたた手手術術にに於於けけるる高高位位別別ポポイインントト  

 金子慎二郎 （藤田医科大学 脊椎・脊髄科） 

 

AL2-3 腰腰椎椎すすべべりり症症にに対対すするる LLIIFF のの応応用用  

 船尾 陽生 （国際医療福祉大学） 

 

AL2-4 LLIIFF をを応応用用ししたた脊脊椎椎疾疾患患にに対対すするる手手術術治治療療のの可可能能性性  

 宮崎 正志 （大分大学） 

 

AL2-5 嘴嘴状状型型胸胸椎椎 OOPPLLLL 手手術術ににおおけけるる後後方方除除圧圧固固定定術術のの適適応応とと限限界界～～前前方方除除圧圧がが望望ままししいいとと思思

わわれれるる少少数数症症例例～～ 

 今釜 史郎 （名古屋大学） 

 

 

 Jalas Archive Lectures 3: 脊椎前方手術の温故知新を考える  

 

AL3-1 脊脊椎椎前前方方手手術術のの温温故故知知新新  伊伊藤藤  弘弘ととそそのの時時代代  ――結結核核にに対対すするる前前方方廓廓清清へへのの挑挑戦戦――  

清水 克時 （登豊会 近石病院） 

 

AL3-2 腰腰椎椎にに対対すするる様様々々なな前前方方進進入入  ――前前方方  //  側側方方  アアププロローーチチ  のの実実際際――  

竹内 一裕 （国立病院機構岡山医療センター） 

 

AL3-3 上上位位胸胸椎椎にに対対すするる前前方方アアププロローーチチのの歴歴史史とと実実際際 

宮本 敬 （岐阜市民病院） 
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 Jalas Archive Lectures 4: 脊椎前方側方手術の Cutting Edge  

 

AL4-1 OO--aarrmm をを用用いいたた nnaavviiggaattiioonn 下下ででのの頚頚椎椎 OOPPLLLL のの手手術術  

坂井 顕一郎  （済生会川口総合病院） 

 

AL4-2 側側方方進進入入椎椎体体間間固固定定ににおおけけるる生生体体活活性性チチタタンン多多孔孔体体ケケーージジのの開開発発 

藤林 俊介 （京都大学） 

 

AL4-3 IITT をを用用いいたた脊脊椎椎前前方方側側方方進進入入手手術術支支援援のの現現状状とと将将来来 

安倍 雄一郎 （我汝会 えにわ病院）  

 

AL4-4 頚頚椎椎人人工工椎椎間間板板置置換換術術のの適適応応拡拡大大ははあありりななののかか？？ 

原 政人 (愛知医科大学 脊椎脊髄センター)   

 

 

 Jalas Archive Lectures 5: 脊柱変形・外傷における前方側方手術の使いどころ  

 

AL5-1 骨骨粗粗鬆鬆症症性性椎椎体体骨骨折折にに対対すするる手手術術療療法法――椎椎体体形形成成術術のの限限界界かかららみみたた前前方方法法のの適適応応ににつついいてて  

 武政 龍一 （高知大学）  

 

AL5-2 骨骨粗粗鬆鬆症症性性椎椎体体骨骨折折にに伴伴っったた腰腰部部脊脊柱柱管管狭狭窄窄症症にに対対すするる LLIIFF をを併併用用ししたた低低侵侵襲襲前前方方後後

方方同同時時固固定定術術  

 福田 健太郎 （済生会横浜市東部病院） 

 

AL5-3 頚頚椎椎変変形形矯矯正正ににおおけけるる前前方方法法のの意意義義とと使使いいどどこころろ 
 水谷 潤 （東京女子医科大学八千代医療センター） 

 

AL5-4 側側弯弯症症手手術術ににおおけけるる前前方方手手術術のの使使いいどどこころろ  

 岩井 智守男 （岐阜大学 関節再建外科学先端医療講座） 

 

AL5-5 成成人人脊脊柱柱変変形形矯矯正正固固定定術術にに LLIIFF ののももたたららすす効効果果ととささららななるる応応用用 

 大和 雄 （浜松医科大学 長寿運動器疾患教育研究講座） 

 

 

 Jalas Archive Lectures 6:  腰椎側方進入手術合併症についての知識整理  

 

AL6-1 LLIIFF ににおおけけるる血血管管損損傷傷をを避避けけるるたためめのの基基本本的的知知識識  

酒井 紀典 （徳島大学） 

 

AL6-2 LLIIFF ににおおけけるる腸腸管管損損傷傷のの考考察察 

江幡 重人 （国際医療福祉大学） 

 

AL6-3 LLIIFF ににおおけけるる尿尿管管損損傷傷  ――自自験験例例とと考考察察――  

飯田 尚裕 （手稲渓仁会病院） 

 

AL6-4 IIaattrrooggeenniicc なな尿尿管管損損傷傷のの病病態態・・ササルルベベーージジ・・予予防防策策 

加藤 晴朗  （長野市立病院 泌尿器科） 
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 Jalas Archive Lectures 7: 脊椎前方側方手術の修行の道程  

 

AL7-1 頚頚椎椎前前方方手手術術ととのの出出会会いい・・修修行行  

 門田 領 （沼津市立病院） 

 

AL7-2 頚頚椎椎前前方方手手術術のの出出会会いいとと臨臨床床修修練練  

 高橋 敏行  （藤枝平成記念病院 脊椎脊髄疾患治療センター） 

 

AL7-3 腰腰椎椎前前方方・・側側方方手手術術  ――手手技技のの発発展展とと当当施施設設ででのの経経験験―― 

 遠藤 寛興 （岩手医科大学） 

 

 

 Jalas Archive Lectures 8: 後方？前方？迷う症例、エキスパートによる解説（１）  

 

AL8-1 頚頚椎椎椎椎間間関関節節脱脱臼臼のの治治療療戦戦略略：：前前方方法法そそれれとともも後後方方法法？？  仰仰臥臥位位ででのの前前方方固固定定とと逆逆行行性性

片片側側頸頸椎椎椎椎弓弓根根ススククリリュューー固固定定((RReevveerrssee  MMIICCEEPPSS))のの適適応応ににつついいてて  

 時岡 孝光 （岡山旭東病院） 

 

AL8-2 頚頚椎椎前前方方手手術術後後にに亜亜急急性性のの血血腫腫でで上上気気道道閉閉塞塞ををききたたししたた 11 例例 

 渡邊 吾一 （札幌スパインクリニック） 

 

AL8-3 アアテテトトーーゼゼ型型脳脳性性麻麻痺痺にによよるる頚頚髄髄症症（（椎椎弓弓形形成成術術術術後後））にに対対しし頚頚椎椎前前後後方方除除圧圧固固定定術術をを

施施行行ししたた一一例例  

 大島 寧  (東京大学)  

 

 

 Jalas Archive Lectures 9: 後方？前方？迷う症例、エキスパートによる解説（２）  

 

AL9-1 後後方方かか前前方方にに迷迷うう症症例例ににつついいててのの当当院院のの選選択択とと 22 人人法法にによよるる腰腰椎椎側側方方進進入入椎椎体体間間固固定定

術術（（LLIIFF））  

 稲田 充（名古屋市立西部医療センター） 

 

AL9-2 重重度度胸胸腰腰椎椎側側弯弯例例（（思思春春期期例例））にに対対すするる矯矯正正固固定定手手術術  前前方方解解離離はは必必要要かか？？  

 渡辺 航太 （慶應義塾大学） 

 

AL9-3 成成人人期期特特発発性性側側弯弯症症にに対対すするる前前方方解解離離術術のの意意義義：：反反省省例例かかららのの考考察察  

 渡辺 慶 （新潟大学） 
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