
 

第 36 回 ちば脊椎カンファレンス 
 

プログラム・抄録集 

 

日  時：令和 3 年 7 月 10 日（土曜日）  

１4：0０～19：00 

会  場：TKP 千葉ガーデンシティ・ＺＯＯＭ  

 

当番幹事：茂手木 博之  

（千葉市立青葉病院整形外科） 

  

主  催：ちば脊椎カンファレンス 

共  催：株式会社ツムラ 

 

 

協 賛： 株式会社福山医科  

サージカルアライアンス株式会社  

器械展示：グローバスメディカル株式会社 

         バクスター株式会社 

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

ニューベイシブジャパン株式会社 

HOYA Technosurgical 株式会社 

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 



■世話人会：2021 年 6 月 23 日（水）にオンラインで開催しました。   

 

■開催形式について 

・今回は COIVD19 の影響を鑑み、会場（TKP ガーデンシティ）と ZOOM オンライン 

のハイブリッド開催とさせて頂きます。 

・参加方法：申込画面から登録、会費支払いをお願いします。 

https://online-conferences.jp/conference/20/welcome 

・お手数ですが参加に際し、事前にご自身の PC に ZOOM のインストールをお願い申し 

上げます。 

➡ご使用のメールアドレスで ZOOM アカウントを持っていない場合 https://zoom.us/よ 

り右上の「サインアップは無料です」を選択して手順に従いインストールしてください。 

・Zoom は病院などのセキュリティー設定によっては接続できないことがあります。事前 

に下記のサイトで接続し、マイク、スピーカーのテストをお願い致します。 

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083 

・Zoom アプリの最新版への更新をお願いします。 

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362233-最新バージョンへのアップ 

グレード-アップデート 

 

   



 

 

《開会の挨拶》１4：00～１4：05                    

総合司会：千葉市立青葉病院 整形外科 茂手木 博之 先生 

 

《一般演題 セッションⅠ》 １4：05～１5：05 

座長：聖隷横浜病院整形外科 大田 光俊 先生  

 

演題Ⅰ：「椎体内に気腫を呈した症例」 

千葉大学大学院医学研究院整形外科学 金 勤東 先生 

 

演題Ⅱ：「胸椎椎間板ヘルニアに対する前方固定術術後に胸腔ドレーン挿入を要した１例」 

JA 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院整形外 長島 克弥 先生 

 

演題Ⅲ：「乳癌の第 6 頚椎転移によって脊髄症を呈した症例に対する治療戦略」 

亀田総合病院整形外科 金山 修一 先生  

 

演題Ⅳ：「前方視困難を主訴とする成人脊柱変形に対して必要最小限の手術を行おうと計画 

して、感染併発や instrumentation failure などから多数回手術を要した１症例」 

東京女子医科大学八千代医療センター 水谷 潤 先生 

 

【休憩】 １５:０５～１５:１５  

  

第36回 ちば脊椎カンファレンス 

プログラム 



《一般演題 セッションⅡ》 １５:１５～１６:１５ 

座長：千葉大学大学院医学研究院先端脊椎関節機能再建医学講座 志賀 康浩 先生 

 

演題Ⅴ：「骨粗鬆症性椎体骨折術後に馬尾神経腫瘍の増大と腰椎側弯をきたした 1 例」 

成田赤十字病院整形外科脊椎脊髄センター 萬納寺 誓人 先生 

 

演題Ⅵ：「思春期に手術を行わなかった特発性側弯症遺残の 1 例」 

千葉県済生会習志野病院脊椎外科センター 井上 雅俊 先生 

 

演題Ⅶ：「脊椎固定術後手術部位感染（SSI）に対するContinuous local antibiotic perfusion 

（CLAP）の応用」 

筑波大学医学医療系整形外科 高橋 宏 先生 

 

演題Ⅷ：「OVF に対する PES 併用短椎間固定術」 

聖隷横浜病院整形外科 大田 光俊 先生 

 

 

【休憩】 16:15~16:20 

 

 

【メーカーセッション 共催：株式会社ツムラ】 １６:２０～１７:２０ 

座長：千葉大学大学院医学研究院整形外科学 稲毛 一秀 先生 

『腰痛、下肢痛、ロコモティブシンドロームの痛み・しびれ脊椎外科のイメージで使える

漢方～処方を決めるシンプルなルール～』 

演者：東京蒲田病院整形外科部長 冨澤 英明 先生 

日本整形外科学会教育研修講演認定 分野７、８、 Re 

 

 

【休憩】 17:20～17:30 

 

 

 

 



【ショートレクチャー】 １７:３０～１７:５０ 

座長：千葉大学大学院医学研究院整形外科学 古矢 丈雄 先生 

『脊椎脊髄疾患における AI 研究の最前線』 

演者：千葉大学大学院医学研究院整形外科学 牧 聡 先生 

 

 

【特別講演】 １７:５０～１８:５０ 

座長：千葉市立青葉病院整形外科 茂手木 博之 先生 

『CAOS と側方アプローチ手術』 

演者：江南厚生病院副院長、脊椎脊髄センター長 金村 徳相 先生 

日本整形外科学会教育研修講演認定 分野 1、 7 、SS 

 

  

【代表世話人挨拶】 18:50~18:54 

千葉大学大学院医学研究院整形外科学 大鳥 精司 先生 

 

 

【アンケート記入、事務局からの連絡】  18:54~18:58 

千葉労災病院整形外科 池田 義和 先生  

 

 

【閉会の挨拶】 18:58~19:00 

総合司会：千葉市立青葉病院整形外科 茂手木 博之 先生  

 

 

 



 

 

 

《抄録集》 
 

 

 

 

  



《一般演題 セッション１》 １4：05～１6：00 

座長：聖隷横浜病院整形外科 大田 光俊 先生 

   

演題Ⅰ 

「椎体内に気腫を呈した症例」 

1)千葉大学大学院医学研究院整形外科学、 

2)聖隷佐倉市民病院整形外科 

3)千葉大学フロンティア医工学センター、 

4)東京都立墨東病院救命救急センター、 

5)千葉大学医学部附属病院 画像診断センター 

○金 勤東 1 鈴木徳孝 2 稲毛一秀 1 折田純久 1、3 江口和 1 志賀康浩 1 

高岡宏光 4 穂積崇史 1 水木誉凡 1 土屋流人 1 小田切拓磨 1  

菱谷崇寿 1 向畑智仁 1 新井隆仁 1 俊徳保 1 古矢丈雄 1 牧聡 1 

藤本肇 5 大鳥精司 1 

 

症例は 65 歳女性、既往には関節リウマチがありサラゾスルファピリジンと

タクロリムス内服中であった。1 ヵ月前から背部痛があり、数日前から発

熱、呼吸困難により前医を受診し、血液検査結果にて HbA1c 12%の未治療

の糖尿病と WBC 10000/μl、CRP 45mg/dl の高炎症反応、CT にて左胸壁

に気腫を認めたため、壊死性筋膜炎の疑いで当院救急科紹介受診となった。

CT には第 12 胸椎と第 4 腰椎の椎体内にも気腫も認めたため、当科コンサル

テーションがあった。血液培養検査で Escherichia coli が検出され、ガス産

生菌による化膿性脊椎炎と診断した。保存加療として壊死性筋膜炎と併せ、

感受性のある抗菌薬の投与とした。腰椎単純 MRI の STIR で椎体内に明らか

な高信号は呈しておらず、入院後 2 週目の CT では椎体内の気腫も消失して



いた。しかし、胸水貯留と胸腔内膿瘍を併発していたため、内科的加療に期

間を要し、入院後 4 週目で胸水と胸腔内膿瘍は縮小した。 

  



演題Ⅱ 

「胸椎椎間板ヘルニアに対する前方固定術術後に胸腔ドレーン挿入を要した

１例」 

１）JA 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院整形外  

２）筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 整形外科 

○長島克弥 竹内陽介 辰村正紀 

 

症例：69 歳男性 

主訴：両踵の痛み・しびれ、両下肢筋力低下 

現病歴：1 年前より両踵の痛み、痺れ、徐々に下肢筋力低下も出現したため当

科紹介となった。MRI で T12/L1 に硬膜管前方に占拠性病変を認め、椎間板

ヘルニアの診断で前方固定術を行った。術中、硬膜外静脈叢からの出血の止血

に難渋し、術中出血量は 5980ml と多かった。また硬膜損傷もありフィブリ

ン糊での修復を行い、壁側胸膜損傷もあったが特に処置を行わなかった。ドレ

ーンは胸膜外腔から後腹膜腔に１本留置し、術後 2 日目に排液量は多かった

ものの髄液漏の可能性も考え抜去したが、4 日目に多量の胸水を認め、胸腔穿

刺を行い血胸の診断で胸腔ドレーンを挿入した。 

（お聞きしたい点） 

① 胸椎前方除圧時の止血困難な出血に対しての止血方法 

② 硬膜と胸膜を損傷した時のドレーンの本数や位置、抜去のタイミング 

③ 胸膜・硬膜損傷時のその他の処置法（非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)など） 

  



演題Ⅲ 

「乳癌の第 6 頚椎転移によって脊髄症を呈した症例に対する治療戦略」 

亀田総合病院整形外科  

○金山 修一  

 

症例は 65 歳女性．特に誘因なく左手のしびれを自覚し，以降 1 ヶ月間で急速

に左手関節以遠の筋力低下と歩行障害を生じたため受診．左乳癌術後 30 年

で，右乳癌を新規に発生していたが今回受診時まで隠匿しており未治療．来院

時，両手巧緻運動障害により箸の使用，書字はともに不能．左手関節屈筋，左

手指全体に MMT1～2 の筋力低下を認め，両前腕橈側から手全体に 6/10 程

度の知覚鈍麻がある．各種画像検査で脊椎多椎にわたって転移巣がみられ，

C6 は椎体が圧壊して脊柱管に突出し脊髄を圧迫するとともに右 C5/6 椎間孔

を圧排している．また，転移巣は C6 椎弓から C5/6 椎間関節に及んでおり，

C6 を中心に強い不安定性を持つことが疑われる．本症例の治療戦略について

ご討論いただきたい． 

  



演題Ⅳ 

「前方視困難を主訴とする成人脊柱変形に対して必要最小限の手術を行おう

と計画して、感染併発や instrumentation failure などから多数回手術を要し

た１症例」 

東京女子医科大学八千代医療センター  

○水谷 潤  

 

谷口浩人、吉野友晴、竹林友美、橘田綾菜、織田虎賢、大津匡弘、松倉真也 

症例 72 歳 女性。前方視困難を主訴として受診。既往歴は特記すべきこと

なし。 

その他の愁訴などから総合的に判断して、胸椎後弯変形矯正の手術を行っ

た。 

その後感染を併発し、数度の洗浄を行い鎮静化したが、distal junctional 

failure や rod 下端の皮膚穿孔も生じてさらなる手術を要し、最終的には T４

から iliac までの固定を要したが、感染も軽快、前方視困難もなくなり退院と

なった。 

本症例に対する、最初の手術適応、その後の対応などを含めて問題点等を含

めて報告いたします。御検討、御討論をお願いいたします。 

  



《休憩・協賛企業プレゼンテーション》 15：05～15：15 

  



《一般演題 セッション 2》 15：15～16：15 

座長：千葉大学先端脊椎関節機能再建医学講座 志賀康浩 先生 

 

演題Ⅴ 

「骨粗鬆症性椎体骨折術後に馬尾神経腫瘍の増大と腰椎側弯をきたした1例」 

成田赤十字病院 整形外科 脊椎脊髄センター 

○萬納寺誓人 喜多恒次 板橋孝 

 

症例は 49 歳男性（169cm、105ｋｇ）で X 年 1 月に尻もちをついたのちに

腰痛が出現、同年 4 月より痛みが悪化したため精査加療目的に前医から当科

紹介となった。MRI で T12 椎体骨折、L1 椎体骨折偽関節、および L5 椎体

レベルに馬尾神経腫瘍を認めるも、下肢神経症状は認めず、同年 5 月に胸腰

椎前後合併固定術を施行した。骨密度は腰椎 YAM 値 66％であった。その後

歩行が不安定となったため精査したところ脳腫瘍、水頭症がみつかり、当院

脳外科で右聴神経鞘腫摘出、左 V-P シャントが施行された。X+1 年 11 月よ

り両腓腹部の痛み、しびれが出現し、MRI で前述の馬尾神経腫瘍が著明に増

大し脊柱管内を占拠していた。また、初診時より認めていた腰椎側弯が進行

し、冠状面でのバランス異常が明らかな状態となっていた。側弯の原因とし

て L5/S 椎間板変性の進行の他に下肢神経痛が関与している可能性も考えら

れた。現在の主訴は両腓腹部の耐え難い痛みとしびれで腰痛は軽度である。 

本症例に対する治療方針につきましてご討議をお願いいたします。 

 

  



演題Ⅵ 

「思春期に手術を行わなかった特発性側弯症遺残の 1 例」 

千葉県済生会習志野病院 脊椎外科センター 

○井上雅俊 鳥飼英久 榎本圭吾 

 

特発性側弯症に対して 1972 年に千葉大を受診。40 度の側弯を認め装具治

療(Milwaukee 装具)を実施。1977 年に側弯は 57 度に進行し、精査入院し

て手術を予定されていたが拒否。その後夜間のみ装具治療を継続していた

が、1979 年 21 歳で Drop out。 

2003 年に腰痛を訴え再来。側弯は 90 度に悪化し手術の話をするも「まだ

こどもが小さいので」と再び手術を拒否される。 

その後都内の大学病院を受診するも「手術はできない」と言われ、2008 年

6 月に千葉大を再来。側弯は 100 度を超え、手術を希望されたので当院紹介

となりました。 

 

手術後さらに 13 年の経過について供覧します。 

 

  



演題Ⅶ 

「脊椎固定術後手術部位感染（SSI）に対する Continuous local antibiotic 

perfusion（CLAP）の応用」 

筑波大学 医学医療系 整形外科 

○高橋宏 國府田正雄 船山徹 野口裕史 三浦紘世 柴尾洋介  

江藤文彦 河野衛 佐藤康介 朝田智之 奥脇駿 清水知明 山崎正志 

 

脊椎固定術後 SSI を合併した 4 例に対し CLAP を適用し加療した。全例で

インプラントを温存して感染を制御しえた。CLAP 継続期間は 1 例で 3 週

間、3 例で 2 週間であった。WBC（x109/L）は CLAP 開始前 14.3±5.8 に

対し CLAP 開始 1 週では 6.7±2.5、CRP（mg/dL）は CLAP 開始前 12.6±

2.9 に対し CLAP 開始 1 週では 2.29±2.7 といずれも有意な改善を認め、

CRP 陰性化までの期間は 8.5±3.4 週であった。一方、ゲンタマイシン血中

濃度は全例で上昇を認めず、その他重篤な有害事象は認めなかった。CLAP

試行中には体位変換が難しく患者に負担となるという問題点も存在するが、

CLAP は脊椎固定術後 SSI における治療法の一つとなりうる可能性が示唆さ

れた。 

 

  



演題Ⅷ 

「OVF に対する PES 併用短椎間固定術」 

聖隷横浜病院, さんむ医療センター 

○大田 光俊 

石川 哲大 横谷 純子 山田 寛明 天野 景治 

  

 

【目的】我々は OVF に対する短椎間の強固な固定を目指し, DISH を伴う椎

体骨折で用いてきた終板貫通スクリュー(PES)を応用している. 損傷椎に

PES を入れて固定性を上げ, 固定範囲を 1above-1below としている.  

【方法】PES 併用短椎間固定術の術後短期成績を検討した. 

【成績】症例は 5 例(男性 1 例, 女性 4 例), 平均年齢は 82.2 歳(71-88 歳)で

あった. 損傷椎体は Th12 が 4 例, L1 が１例であった. 3 例で前後合併固定, 

2 例で後方固定を行った. 術後平均経過観察期間は 6.8 ヶ月 (1-22 ヶ月)で

あった. 手術時間は前後合併平均 330 分, 後方平均 110.5 分で, 術中出血量

は前後合併平均 177.5g, 後方平均 18.5g であった. 腰痛は全例で改善した. 

前後合併において 2 例で術中終板損傷を,また 1 例で軽度の screw の

loosening を認めたが臨床的には問題ない. 術後隣接椎体骨折は認めていな

い.  

【結論】OVF に対する PES 併用短椎間固定術は短期的に良好な成績であった. 

手術侵襲の低減や隣接椎体骨折予防, 術後腰痛の軽減が期待でき有用と考え

られる. 

 

  



【メーカーセッション 共催：ツムラ】 16:20～17:20 

座長：千葉大学大学院医学研究院整形外科学 稲毛 一秀 先生 

『腰痛、下肢痛、ロコモティブシンドロームの痛み・しびれ脊椎外科のイメ

ージで使える漢方～処方を決めるシンプルなルール～』 

東京蒲田病院整形外科部長 冨澤 英明 先生  



【ショートレクチャー】 17:30～17:50 

座長：千葉大学大学院医学研究院整形外科学 古矢 丈雄 先生 

『脊椎脊髄疾患における AI 研究の最前線』 

千葉大学大学院医学研究院整形外科学  

牧 聡 先生 

  



【特別講演】 17:50～18:50 

座長：千葉市立青葉病院整形外科 茂手木 博之 先生 

『CAOS と側方アプローチ手術』 

江南厚生病院副院長、脊椎脊髄センター長  

金村 徳相 先生 

  



  



 

次回開催のご案内 

第 37 回ちば脊椎カンファレンス 

 

     日  時：令和 4 年 2 月 5 日（土曜日）  

     会  場：TKP ガーデンシティ 

  

         当番幹事：萬納寺誓人先生  

     

         【特別講演】 

演 者 海渡貴司先生（大阪大学整形外科） 

演 題 未定 

 

 

主催  

ちば脊椎カンファレンス 

 

お問合せ・会員登録メールアドレス 

chibasekitui@soteria.cc 

 

  


