
テーマ 講師 所属
頚椎前方アプローチ 矢野　俊介 札幌麻生脳神経外科病院　脊椎脊髄センター
頚椎後方アプローチ 菅原　卓 秋田県立循環器・脳脊髄センター　脊髄脊椎外科
 腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症の手術 内門　久明 うちかど脳神経外科クリニック　
 胸椎・腰椎固定術の実際 佐々木　学 医誠会病院　脳神経外科
脊髄損傷の病態と治療 岩瀬　正顕 関西医科大学総合医療センター　脳神経外科
脊髄空洞症・嚢胞性脊髄疾患の診断と手術 関　俊隆 北海道大学脳神経外科
ランチョンセミナー 小柳　泉 北海道脳神経外科記念病院
脊髄腫瘍の診断と手術 伊東　清志 信州大学脳神経外科
脊髄血管障害の診断と手術 遠藤　俊毅 仙台医療センター　脳神経外科
末梢神経疾患の診断と手術 金　景成 日本医科大学千葉北総病院　脳神経外科
頭蓋頚椎移行部の解剖と手術 下川宣幸 ツカザキ病院　脳神経外科
脊椎脊髄損傷の診断と治療 鈴木晋介 仙台医療センター　脳神経外科
頚椎変性疾患に対する前方手術 原政人 稲沢市民病院　脳神経外科
頚椎変性疾患に対する後方手術 水野正喜 三重大学　脊髄末梢神経低侵襲外科
腰椎椎間板ヘルニア・
腰部脊柱管狭窄症に対する手術

高橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
腰椎変性疾患に対する固定術（MIS含めて） 佐々木学 医誠会病院　脳神経外科・脊椎脊髄センター
昼食と症例呈示主体のランチョン 小柳泉 北海道脳神経外科記念病院
脊髄腫瘍の手術 寳子丸稔 交野病院　信愛会脊椎脊髄センター
脊髄動静脈奇形の診断と治療 遠藤俊毅 広南病院　脳神経外科
絞扼性末梢神経疾患の手術 金景成 日本医科大学千葉北総病院　脳神経センター

頸椎変性疾患 竹島靖浩 奈良県立医科大学　脳神経外科
頭蓋頸椎移行部 下川宣幸 ツカザキ病院　脳神経外科
脊髄腫瘍 西村由介 名古屋大学　脳神経外科

脊椎外傷 秋山雅彦 札幌禎心会病院　脊椎・脊髄末梢神経センター
骨代謝 尾原裕康 新百合ケ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科
脊髄血管障害 遠藤俊毅 広南病院　脳神経外科

腰椎変性疾患 高橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
末梢神経 原政人 稲沢市民病院　脳神経外科
脊椎内視鏡 北浜義博 市立御前崎総合病院　脊椎センター

座長：　小柳泉（北海道脳神経外科記念病院）

座長：　鈴木晋介（仙台医療センター　脳神経外科）

座長：　乾敏彦（富永病院　脳神経外科）

プログラム
場所回数 開催日

17 2019/6/21 ロイトン札幌

奈良春日野国際フォーラム
甍～I・RA・KA～

大阪国際会議場15 2017/6/11

16 2018/6/16



頸椎前方除圧固定 山縣徹 大阪市立総合医療センター　脳神経外科
頸椎後方除圧（椎弓形成） 川本俊樹 獨協医科大学　脳神経外科
頸椎後方固定（頭蓋頸椎移行部含む） 高見俊宏 大阪市立大学　脳神経外科
腰椎後方除圧 張漢秀 埼玉医科大学総合医療センター　脳神経外科
腰椎後方固定（PLF,PLIF,TLIF） 浅見尚規 医療法人三和会　池田病院　脊髄脊椎外科
腰椎前方固定（XLIF,OLIF） 下川宣幸 ツカザキ病院　脳神経外科
脊椎・脊髄腫瘍 関俊隆 北海道大学医学部　脳神経外科
脊髄血管障害 山口智 広島大学医学部　脳神経外科
骨粗鬆症性椎体骨折 尾原裕康 新百合ヶ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科
末梢神経 金景成 日本医科大学千葉北総病院　脳神経外科
脊髄外傷のマネージメント 秋山雅彦 禎心会病院　脊椎・脊髄末梢神経センター
頭蓋頸椎移行部の解剖と手術 安田宗義 愛知医科大学　脳神経外科
頚椎変性疾患 安斉公雄 南札幌脳神経外科病院
腰椎変性疾患 乾敏彦 富永病院脳神経外科 脊椎・脊髄治療センター
脊髄脊椎腫瘍 青山剛 手稲渓仁会病院　整形外科　脊椎脊髄センター
神経診断学 上杉春男 札幌麻生脳神経外科病院
脊髄血管の解剖と血管障害 高井敬介 東京都立神経病院　脳神経外科
骨代謝 曽雌茂 東京慈恵会医科大学　整形外科
末梢神経と痛み 寺尾亨 厚木市立病院　脳神経外科
脊椎外傷 西村由介 名古屋大学大学院医学研究科脳神経外科
脊髄血管障害 高井敬介 東京都立神経病院脳神経外科
頚椎変性疾患 下川宣幸 ツカザキ病院 脊椎脊髄センター
脊髄脊椎腫瘍 原政人 名古屋大学大学院医学研究科脳神経外科
腰椎変性疾患 乾敏彦 富永病院脳神経外科 脊椎・脊髄治療センター
頭蓋頚椎移行手術 安田宗義 愛知医科大学脳神経外科
小児脊髄疾患手術 荻原英樹 独立行政法人国立成育医療研究センター 脳神経外科

神経診断学 福武敏夫 亀田メディカルセンター 神経内科
脊柱変形治療 辻太一 名城病院　整形外科／脊椎脊髄センター
頚椎変性疾患 下川宣幸 ツカザキ病院　脳神経外科
腰椎変性疾患 高橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
脊髄脊椎腫瘍 原政人 名古屋大学　脳神経外科
脊髄血管障害 高井敬介 東京都立神経病院　脳神経外科
小児脊髄脊椎外科 尾原裕康 新百合ヶ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科
頭蓋頚椎移行部外科 内門久明 うちかど脳神経外科クリニック
脊髄脊椎外傷 小川浩一 新小文字病院　脊髄脊椎センター

11 2013/6/8 名古屋国際会議場

13 2015/6/27 かでる

12 2014/6/14 浅草ヒューリックホール

浅草橋ヒューリックホール2016/6/1114



小児脊髄脊椎疾患 尾原裕康 順天堂大学　脳神経外科
頚椎変性疾患 原政人 名古屋大学　脳神経外科
腰椎変性疾患 高橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
脊髄脊椎腫瘍 高見俊宏 大阪市立大学　脳神経外科
脊髄外科トラブルシューティング 西田憲記 新武雄病院　脊椎脊髄外科
脊髄外科医のための神経学 井上聖啓 札幌山の上病院　神経内科
頭蓋頚椎移行部外科 内門久明 久留米大学　脳神経外科
脊髄脊椎外傷 小川浩一 新小文字病院　脊髄脊椎センター
脊髄脊椎外傷 鈴木晋介 仙台医療センター　脳神経外科
頚椎変性疾患 原政人 名古屋大学　脳神経外科
腰椎変性疾患 久保和親 済生会松阪総合病院　脳神経外科
脊髄脊椎腫瘍 高見俊宏 大阪市立大学　脳神経外科
小児脊髄脊椎疾患 井原哲 筑波大学　脳神経外科
脊髄外科医のための神経学 安藤哲朗 安城厚生病院　神経内科
医原性脊髄障害 本間隆夫 亀田第一病院　新潟脊椎外科センター
画像診断 柳下章 東京都立神経病院　神経放射線科
脊髄脊椎外傷 鈴木晋介 仙台医療センター　脳神経外科
頚椎変性疾患 高橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
頚髄に発生する医原性脊髄障害について 本間隆夫 亀田第一病院　新潟脊椎外科センター
末梢神経の外科 井須豊彦 釧路労災病院　脳神経外科
脊髄血管障害 飛騨一利 北海道大学　脳神経外科
腰椎変性疾患 久保和親 済生会松阪総合病院　脳神経外科
脊髄脊椎腫瘍 寶子丸稔 大津市民病院　脳神経外科
小児脊髄脊椎疾患 井原哲 筑波大学　脳神経外科

脊髄外科医のための神経学
（脱髄性・非感染性炎症性疾患の診断方
法）

安藤哲朗 安城厚生病院　神経内科

頭蓋頚椎移行部 高安正和 愛知医科大学　脳神経外科
頚椎変性疾患 小柳泉 札幌医科大学　脳神経外科
脊髄空洞症 谷諭 東京慈恵会医科大学　脳神経外科
脊髄脊椎腫瘍 寶子丸稔 大津市民病院　脳神経外科
腰椎変性疾患 水野正喜 亀田総合病院　脊椎脊髄外科
末梢神経の外科 井須豊彦 釧路労災病院　脳神経外科
脊髄血管障害 飛騨一利 北海道大学　脳神経外科
脊髄外科医のための神経学 安藤哲朗 安城厚生病院　神経内科
脊椎感染症の診断と治療 徳橋泰明 日本大学医学部　整形外科
症例検討会

東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート10

9 2011/6/11 沼津市民文化センター

フェニックスシーガイアリゾート2009/5/307

8 2010/6/12 名古屋国際会議場

2012/6/20



頭蓋頚椎移行部 高安正和 愛知医科大学　脳神経外科
頚椎変性疾患 小柳泉 札幌医科大学　脳神経外科
脊髄空洞症 谷諭 東京慈恵会医科大学　脳神経外科
脊髄脊椎腫瘍 呉屋朝和 潤和会記念病院　脳神経外科
腰椎変性疾患 水野正喜 親和会西島病院　脊椎脊髄外科
脊椎靱帯骨化症 水野順一 総合南東北病院　脳神経外科
末梢神経の外科 原政人 名古屋大学　脳神経外科
脊髄のモニタリング 前島貞裕 日本大学医学部練馬光が丘病院　脳神経外科
脊椎椎体形成術の動向 川西昌浩 武田総合病院　脳神経外科
最新の低侵襲腰椎固定術 佐藤公治 名古屋第二赤十字病院　整形外科
症例検討会
頚椎変性疾患 小柳泉 札幌医科大学　脳神経外科
脊髄空洞症・奇形 谷諭 東京慈恵会医科大学　脳神経外科
脊髄脊椎腫瘍 呉屋朝和 潤和会記念病院　脳神経外科
脊髄血管障害 飛騨一利 北海道大学　脳神経外科
腰椎変性疾患 久保和親 済生会松阪総合病院　脳神経外科
脊髄のモニタリング 前島貞裕 日本大学医学部練馬光が丘病院　脳神経外科

腰椎プラクティクスの立ち上げ方 花北順哉 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
頚椎プラクティクスの立ち上げ方 金彪 獨協医科大学　脳神経外科

頚椎前方手術の基本手術とpitfall 川本俊樹 獨協医科大学　脳神経外科
頚椎後方手術の基本手術とpitfall 黒川龍 獨協医科大学　脳神経外科
腰椎椎間板ヘルニア摘出術の基本手術手技とpitfall 髙橋敏行 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター
腰部脊柱管狭窄症に対する基本手術手技とpitfall 北浜義博 藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター

特別企画：脊髄脊椎外科プラクティクスの新規立ち上げ

特別企画：脊髄脊椎外科の「基本４種目」とpitfall

5 2007/6/13 大宮ソニックシティ国際会議室

2008/6/14 フォレスト仙台6


