
 Symposium1 　S1 - 1

安倍　雄一郎 先生 我汝会えにわ病院、北海道大学病院 客員臨床講師

【略歴】
　1999 年　旭川医科大学卒業
　1999 年　北海道大学整形外科
　2011 年　我汝会えにわ病院

 Symposium1 　S1 - 2

牧　聡 先生 千葉大学医学部付属病院 整形外科 助教

【略歴】
　2006 年　千葉大学医学部卒業
　2011 年　熊谷総合病院整形外科
　2012 年　さんむ医療センター整形外科
　2016 年　�Vanderbilt�University�Institute�of�Imaging�

Science
　2017 年　国保旭中央病院整形外科
　2018 年　千葉大学医学部付属病院�整形外科

 Symposium1 　S1 - 3

原　政人 先生 愛知医科大学 脊椎脊髄センター部長（教授）

【略歴】
　1988 年　名古屋大学医学部卒業
　1998 年　明陽会成田記念病院脳神経外科
　2001 年　�名古屋大学大学院医学研究科
� 脳神経病態制御学
　2014 年　稲沢市民病院
　2017 年　愛知医科大学

講演者ご紹介
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 Symposium1 　S1 - 4

高見　俊宏 先生 大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科
病院教授・診療科副部長

【略歴】
　1991 年　大阪市立大学医学部卒業
　1991 年　大阪市立大学脳神経外科
　1999 年　マイアミ大学脳神経外科
　�2001 年　大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科

 Symposium1 　S1 - 5

佐藤　公治 先生 名古屋第二赤十字病院 病院長

【略歴】
　1983 年　国立徳島大学医学部卒
　1984 年　名古屋大学�整形外科入局
　1995 年　名古屋大学�整形外科脊椎班助手
　1995 年　名古屋大学�整形外科脊椎班講師
　1999 年　名古屋第二赤十字病院整形外科部長
　2012 年　名古屋第二赤十字病院副院長
　2018 年　現職

 Symposium1 　S1 - 6

中矢　良治 先生 大阪医科大学 整形外科学教室 助教

【略歴】
　2006 年　大阪医科大学医学部卒業
　2009 年　枚方市民病院整形外科
　2010 年　城山病院整形外科
　2011 年　洛西シミズ病院整形外科
　2012 年　葛城病院整形外科
　2013 年　大阪医科大学�整形外科学教室
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 Symposium2 　S2 - 1

Chistopher 
P.Ames M.D.

Professor of Neurological Surgery and Professor of Orthopedic Surgery 
Director of Spine Tumor and Spinal Deformity Surgery 
Co-director UCSF Spine Center Department of Neurological Surgery, 
School of Medicine

【Curriculum Vitae】
　1992-1994�� �Medical�school�:�University�of�California,�Los�Angeles
　1994-2001�� �Residency� :�Neurosurgery,�University�of�

California,�San�Diego
　2002-2008�� �University�of�California�San�Francisco
　2006-Present��Director�of�Spine�Tumor�and�Deformity�

Surgery,�Department�of�Neurosurgery
　2012-Present��Professoer�of�Neurological�Surgery�and�

Orthopaedic�Surgery

 Symposium2 　S2 - 2

長谷川　和宏 先生 医療法人愛仁会　新潟脊椎外科センター センター長

【略歴】
　1987 年　新潟大学医学部卒業
　1992 年　�米国インディアナ大学
� 解剖・生体力学研究センター
　2004 年　社会福祉法人聖隷浜松病院・せぼねセンター
　2005 年　新潟脊椎外科センター

 Symposium2 　S2 - 3

中尾　祐介 先生 東京都教職員互助会 三楽病院
整形外科 部長、脊椎脊髄センター 副センター長

【略歴】
　1999 年　東京大学医学部卒業
　2008 年　東大病院整形外科
　2009 年　埼玉医大総合医療センター整形外科
　2010 年　榛名荘病院　群馬脊椎脊髄病センター
　2011 年　�東京都教職員互助会三楽病院整形外科脊椎・

脊髄センター
　2014 年　Bordeaux�university
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 Symposium2 　S2 - 4

宮本　裕史 先生 近畿大学整形外科 准教授

【略歴】
　1991 年　神戸大学医学部卒業
　2000 年　Queen’s 大学（カナダ）
　2003 年　神戸大学整形外科
　2004 年　国立病院機構神戸医療センター
　2013 年　近畿大学整形外科

 Symposium2 　S2 - 5

宮腰　尚久 先生 秋田大学大学院医学系研究科整形外科学講座 准教授

【略歴】
　1990 年　秋田大学医学部卒業
　1996 年　秋田大学大学院医学系研究科
　1998 年　米国ロマリンダ大学
　2005 年　秋田大学医学部附属病院整形外科

 Symposium2 　S2 - 6

Louis Boissiere 
M.D.

Faculty of Spine Unit of Bordeaux University 
Hospital, Bordeaux, France

【Curriculum Vitae】
　2002-2008�� �Medical� school� :�Faculty� of�medecine,�

of�Claude�Bernard�University,�Lyon,�France�
　2013� � �Medical� Doctor� :� Bordeaux� Segalen�

University,�Bordeaux,�France�
　2013� � �National�University�Diploma� of� Spine�

Surgery,�Bordeaux�University
　2014� � �Specialization�Diploma�in�Orthopedic�and�

Traumatology�Surgery�
　2013-Present��Faculty� of� Spine� Unit� of� Bordeaux�

University�Hospital,�Bordeaux,�France�
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 Symposium2 　S2 - 7

Michael A. 
Rauschmann 
M.D.

Head of the orthopedic spine and reconstructive 
orthopedics department at the Sana clinic 
Offenbach

【Curriculum Vitae】
　1986-1992�� �Medical � school � : � Human� medic ine��

at�the�Johann�Wolfgang�Goethe-University.�
Germany

　1992-1994�� �Residency�at�Nordwest-Hospital� in�Frankfurt�
/Main.�Traumatology�and�General�surgery

　1994-2006�� �Orthopaedic�University�in�Frankfurt/Main
　2006-2017�� �Head� of� spine� surgery� department��

at�Orthopaedic�University�Hospital�
� � Friedrichsheim�in�Frankfurt/Main
　2017-Present��Head� of� the� orthopedic� spine� and�

reconstructive�Orthopaedics�department�
at�the�Sana�clinic�Offenbach,�Germany

 Symposium3 　S3 - 1

小柳　泉 先生 医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院 
院長、脊椎・脊髄センター長

【略歴】
　1981 年　北海道大学医学部卒業
　1981 年　北海道大学脳神経外科
　1991 年　トロント大学神経外科
　2002 年　札幌医科大学脳神経外科
　2012 年　北海道脳神経外科記念病院
　�

 Symposium3 　S3 - 2

大橋　洋輝 先生 東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 講師

【略歴】
　2000 年　東京慈恵会医科大学医学部卒業
　2002 年　東京慈恵会医科大学大学院
　2003 年　国立精神神経センター神経研究所
　2006 年　東京慈恵会医科大学�脳神経外科学講座
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 Symposium3 　S3 - 3

尾原　裕康 先生 順天堂大学脳神経外科 准教授
順天堂医院脊椎脊髄センター 副センター長
新百合ヶ丘総合病院　低侵襲脊髄手術センター 
　センター長

【略歴】
　1992 年　弘前大学医学部卒業
　1992 年　順天堂大学脳神経外科
　2003 年　愛知医科大学脳神経外科
　2005 年　順天堂医院脳神経外科
　2012 年　新百合ケ丘総合病院脊椎脊髄末梢神経外科
　2018 年　順天堂大学脳神経外科

 Symposium3 　S3 - 4

久保田　基夫 先生 亀田総合病院脊椎脊髄外科 部長

【略歴】
　1982 年　千葉大学医学部卒業
　1982 年　千葉大学医学部附属病院脳神経外科
　1991 年　川鉄千葉病院
　1998 年　ゲッチンゲン大学脳神経外科
　2005 年　千葉大学医学研究院
　2006 年　亀田総合病院脊椎脊髄外科

 Symposium3 　S3 - 5

内藤　堅太郎 先生 大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科 講師

【略歴】
　2002 年　浜松医科大学卒業
　2002 年　大阪市立大学医学部脳神経外科
　2013 年　大阪市立大学大学院医学研究科脳神経外科
　2018 年　�ドイツ・コブレンツカトリック病院脊椎外科

留学
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 Symposium3 　S3 - 6

齊藤　敏樹 先生 国家公務員共済組合連合会 名城病院 整形外科 管理部長

【略歴】
　1998 年　山梨医科大学医学部卒業
　2006 年　�独立行政法人国立病院機構西多賀病院　
� クリニカルフェロー
　2007 年　みつわ台総合病院整形外科
　2009 年　山梨大学医学部附属病院整形外科
　2010 年　国家公務員共済組合連合会�名城病院�整形外科

 Symposium4 　S4 - 1

片桐　浩久 先生 静岡県立静岡がんセンター整形外科 部長

【略歴】
　1987 年　金沢大学医学部卒業
　1992 年　名古屋記念病院整形外科勤務
　1995 年　名古屋大学医学部整形外科
　1999 年　英国�Royal�National�Orthopaedic�Hospital
　2000 年　名古屋記念病院整形外科
　2002 年　静岡県立静岡がんセンター整形外科

 Symposium4 　S4 - 2

Jianru Xiao M.D. Head of Orthopedic Department, Shanghai 
Changzheng Hospital, Shanghai,

【Curriculum Vitae】
　1978-1983�� �Jiangxi�Medical�University
　1989-1994�� �The�Second�Military�Medical�University�
　1998-2005�� �Associate� professor� of� Orthopedic�

Department,� Shanghai� Changzheng�
Hospital,�Shanghai

　2005-2017�� �Professor,� Archiater� of� Orthopedic�
Department,� Shanghai� Changzheng�
Hospital,�Shanghai

　2017-Present��Head� o f � Orthoped ic � Department ,�
Shanghai�Changzheng�Hospital,�Shanghai
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 Symposium4 　S4 - 3

穂積　高弘 先生 がん・感染症センター都立駒込病院 整形外科 部長

【略歴】
　1985 年　島根医科大学医学部卒業
　1989 年　梶原診療所
　1995 年　がん・感染症センター都立駒込病院�整形外科

 Symposium4 　S4 - 4

今井　礼子 先生 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構　
QST 病院　骨軟部腫瘍科 科長

【略歴】
　1994 年　群馬大学医学部卒業
　1994 年　群馬大学医学部放射線医学教室
　2004 年　東京女子医科大学放射線科
　2009 年　�独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子

医科学センター病院治療課第１治療室
　2012 年　�国際原子力機関（オーストリア・ウイーン）
　2013 年　�国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構�

QST 病院

 Symposium4 　S4 - 5

角谷　賢一朗 先生 神戸大学医学部附属病院 助教

【略歴】
　2004 年　兵庫県立災害医療センター
　2005 年　鐘紡記念病院
　2006 年　神戸大学大学院医学系研究科卒業
　2006 年　�独立行政法人国立病院機構　神戸医療センター
　2007 年　Rush�University�medical�center
　2008 年　神戸大学医学部附属病院
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 Symposium4 　S4 - 6

村上　英樹 先生 名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科学分野 教授

【略歴】
　1993 年　金沢大学医学部卒業
　1994 年　市立敦賀病院
　1995 年　石川県立中央病院
　1997 年　金沢大学大学院医学研究科
　1999 年　米国 Emory�University
　2001 年　金沢大学附属病院
　2019 年　�現職

 教育研修講演 1 　IL1

Louis Boissiere 
M.D.

Faculty of Spine Unit of Bordeaux University 
Hospital, Bordeaux, France

【Curriculum Vitae】
　2002-2008�� �Medical� school� :�Faculty� of�medecine,��

of�Claude�Bernard�University,�Lyon,�France�
　2013� � �Medical� Doctor� :� Bordeaux� Segalen�

University,�Bordeaux,�France�
　2013��� � �National�University�Diploma� of� Spine�

Surgery,�Bordeaux�University
　2014��� � �Specialization�Diploma�in�Orthopedic�and�

Traumatology�Surgery�
　2013-Present��Faculty� of� Spine� Unit� of� Bordeaux�

University�Hospital,�Bordeaux,�France

 教育研修講演 2 　IL2

仲西　康顕 先生 奈良県立医科大学 整形外科 助教
臨床研修センター 副センター長

【略歴】
　2002 年　奈良県立医科大学医学部医学科　卒業
　2002 年　奈良県立医科大学　整形外科学教室
　2004 年　�医局関連病院勤務（国保中央病院・県立三

室病院・町立大淀病院）
　2011 年　�奈良県立医科大学　大学院（運動器再建医

学講座）
　2015 年　奈良県立医科大学　臨床研修センター
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 教育研修講演 3 　IL3

鰐渕　昌彦　 先生 大阪医科大学医学部 脳神経外科学教室 教授

【略歴】
　1991 年　札幌医科大学医学部卒業
　2002 年　米国 Duke 大学脳神経外科学講座
　2005 年　KKR 札幌医療センター脳神経外科�
　2006 年　帯広厚生病院脳神経外科
　2009 年　札幌医科大学医学部脳神経外科学講座
　2019 年　大阪医科大学医学部�脳神経外科学教室

 教育研修講演 4 　IL4

Joseph Ming 
Kuen LAM M.D.

Private practice of neurosurgery. Kowloon, Hong 
Kong

【Curriculum Vitae】
　1982-1989�� �Medical�school�:��The�Chinese�University�

of�Hong�Kong
　1990-1995�� �Medical�officer,�Neurosurgery��Prince�of�

Wales�Hospital
　1993� � �Qualification�of�FRCS�(Edinburgh,�UK)
　1995-1996�� �Department�of�Neurosurgery,�
� � University�of�Cambridge
　1996-2005�� �Consultant� of�Neurosurgery,�Prince� of�

Wales�Hospital
　2005-Present��Private�practice�of�neurosurgery

 ハンズオンセッション 1 　HO1

沼沢　拓也 先生 八戸市立市民病院
第一整形外科部長兼リハビリテーション科 部長
弘前大学医学部学部長講師

【略歴】
　1994 年　弘前大学医学部卒業
　2003 年　青森市民病院
　2011 年　公立野辺地病院
　2014 年　弘前大学医学部
　2015 年　十和田市立中央病院整形外科
　�2017 年　八戸市立市民病院
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 ハンズオンセッション 2 　HO2

竹本　充 先生 京都市立病院 整形外科・脊椎外科 部長

【略歴】
　1997 年　京都大学卒業
　1998 年　島田市民病院
　2003 年　京都大学大学院生体材料研究
　2007 年　京都大学整形外科
　2013 年　フランスボルドー大学第一脊椎外科
　2015 年　京都市立病院�整形外科・脊椎外科

 ハンズオンセッション 3 　HO3

乾　敏彦 先生 社会医療法人寿会　富永病院 脳神経外科 部長、脊椎・
脊髄治療センター長

【略歴】
　1986 年　徳島大学医学部卒業
　1986 年　富永脳神経外科病院
　2002 年　大阪大学�脳神経外科
　2003 年　社会医療法人寿会　富永病院�脳神経外科

 ハンズオンセッション 4 　HO4

石井　賢 先生 国際医療福祉大学医学部整形外科 主任教授

【略歴】
　1993 年　慶應義塾大学医学部卒業
　1993 年　慶應義塾大学医学部整形外科
　2000 年　ジョージタウン大学メディカルセンター
　2002 年　ハーバード大学
　2009 年　慶應義塾大学医学部整形外科
　2017 年　国際医療福祉大学医学部整形外科
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 ハンズオンセッション 5 - 1 　HO5 - 1

仲西　康顕 先生 奈良県立医科大学 整形外科 助教
臨床研修センター 副センター長

【略歴】
　2002 年　奈良県立医科大学医学部医学科　卒業
　2002 年　奈良県立医科大学　整形外科学教室
　2004 年　�医局関連病院勤務（国保中央病院・県立三

室病院・町立大淀病院）
　2011 年　�奈良県立医科大学　大学院（運動器再建医

学講座）
　2015 年　奈良県立医科大学　臨床研修センター

 ハンズオンセッション 5 - 2 　HO5 - 2

前田　学 先生 まえだ整形外科 院長

【略歴】
　1991 年　産業医科大学医学部卒業
　1994 年　奈良県立五条病院�整形外科
　1994 年　国保中央病院整形外科
　1999 年　奈良県立医科大学第 2 解剖
　2006 年　松倉病院整形外科
　2007 年　まえだ整形外科

 ハンズオンセッション 5 - 2 　HO5 - 3

増田　佳亮 先生  奈良県立医科大学 救急医学・高度救命救急センター　
医員

【略歴】
　2012 年　奈良県立医科大学医学部卒業
　2012 年　国家公務員共済組合連合会大手前病院
　2015 年　�奈良県立医科大学大学院医学研究科
� （運動器再建医学）
　2019 年　�奈良県立医科大学救急医学・高度救命救急

センター
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 ハンズオンセッション 5 - 2 　HO5 - 4

渡邉　千聡 先生 医療法人河端病院 副院長

【略歴】
　1990 年　大阪医科大学卒業
　1990 年　大阪医科大学整形外科学教室
　2014 年　医療法人河端病院

 ハンズオンセッション 5 - 2 　HO5 - 5

藤原　憲太 先生 大阪医科大学 整形外科学教室 講師

【略歴】
　1990 年　大阪医科大学卒業
　1990 年　大阪医科大学　整形外科学教室
　2000 年　オーストリア（ストルザルペ病院）
　2001 年　フランス（小児整形外科施設）
　2002 年　大阪医科大学　整形外科

 ハンズオンセッション 6 　HO6

下川　宣幸 先生 ツカザキ病院 脳神経外科 主任部長

【略歴】
　1991 年　大阪市立大学医学部卒業　
　1991 年　大阪市立大学脳神経外科
　1998 年　ツカザキ病院�脳神経外科
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 ランチョンセミナー 1 　LS1

飛騨　一利 先生 札幌麻生脳神経外科病院 病院長

【略歴】
　1981 年　北海道大学医学部卒業
　1991 年　北海道大学医学部附属病院助手
　2013 年　札幌麻生脳神経外科病院

 ランチョンセミナー 2 　LS2

Jianru Xiao M.D. Head of Orthopedic Department, Shanghai 
Changzheng Hospital, Shanghai,

【Curriculum Vitae】
　1978-1983�� �Jiangxi�Medical�University
　1989-1994�� �The�Second�Military�Medical�University
　1998-2005�� �Associate�professor�of�Orthopedic�Department,�

Shanghai�Changzheng�Hospital,�Shanghai
　2005-2017�� �Professor,�Archiater�of�Orthopedic�Department,�

Shanghai�Changzheng�Hospital,�Shanghai
　2017-Present��Head�of�Orthopedic�Department,�Shanghai�

Changzheng�Hospital,�Shanghai

 ランチョンセミナー 3 　LS3

Jiao-Chiao Yang 
M.D.

Lohas Spine Hospital

【Curriculum Vitae】
　1992-1999�� �Taipei�Medical�University.�Doctorate�

Degree�in�Medicine,�Taipei,�Taiwan�
　1997-1999�� Chang-Gung�Memorial�Hospital
　2000-2002�� �Department�of�Surgery,�Cathay�General�Hospital
　2002-2006�� �Department�of�Surgery,�Division�of�Neurosurgery,��

Cathay�General�Hospital
　2006-� � �Department�of�Surgery,�Division�of�Neurosurgery,��

Yuan’s�General�Hospital
　2006-� � Lecturer,�Mei-Ho�Institute�of�Technology
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 ランチョンセミナー 4 　LS4

山崎　昭義 先生 新潟中央病院 院長

【略歴】
　1985 年　新潟大学医学部卒業
　1994 年　�米国 Delaware 州 Alfred�I.�duPont�Institute

小児病院
　2002 年　新潟中央病院
　2005 年　新潟大学整形外科
　2007 年　新潟中央病院

 ランチョンセミナー 5 　LS5

宮本　裕史 先生 近畿大学整形外科 准教授

【略歴】
　1991 年　神戸大学医学部卒業
　2000 年　Queen’s 大学（カナダ）
　2003 年　神戸大学整形外科
　2004 年　国立病院機構神戸医療センター
　2013 年　近畿大学整形外科

 Spine Leader's Lecture1 　SLL1 - 1

土屋　直人 先生 品川志匠会病院 脊椎外科

【略歴】
　1986 年　浜松医科大学医学部卒業
　1995 年　県西部浜松医療センター脳神経外科
　1996 年　浜松赤十字病院脳神経外科
　2004 年　宝美会総合青山病院（愛知県）脳神経外科
　2012 年　弘遠会すずかけセントラル病院脳神経外科
　2017 年　品川志匠会病院�脊椎外科
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 Spine Leader's Lecture1 　SLL1 - 2

佐野　茂夫 先生 三楽病院脊椎脊髄センター センター長

【略歴】
　1973 年　東京大学医学部卒業
　1975 年　湯河原厚生年金病院整形外科
　1979 年　三井記念病院整形外科
　1982 年　東京大学整形外科
　1984 年　カナダ・トロント大学留学
　1986 年　三楽病院脊椎脊髄センター

 Spine Leader's Lecture2 　SLL2 - 1

阿部　栄二 先生 JA 秋田厚生連秋田厚生医療センター 名誉院長

【略歴】
　1976 年　秋田大学�医学部�卒業
　1984 年　秋田労災病院整形外科
　1989 年　秋田大学整形外科
　2000 年　JA 秋田厚生医療センター
　

 Spine Leader's Lecture2 　SLL2 - 2

松山　幸弘 先生 浜松医科大学整形外科 教授

【略歴】
　1987 年　広島大学医学部卒業
　1991 年　厚生連渥美病院
　1992 年　名古屋大学医学部附属病院整形外科
　1995 年　ミネソタ州、ミネソタスパインセンター
　1996 年　名古屋大学医学部附属病院整形外科
　2009 年　浜松医科大学整形外科
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 Spine Leader's Lecture3 　SLL3 - 1

圓尾　圭史 先生 兵庫医科大学 整形外科 講師

【略歴】
　2000 年　兵庫医科大学�卒業
　2000 年　兵庫医科大学附属病院�整形外科
　2002 年　兵庫医科大学�大学院医学系研究科
　2006 年　宝塚市立病院�整形外科
　2008 年　兵庫医科大学�整形外科

 Spine Leader's Lecture3 　SLL3 - 2

山﨑　良二 先生 大阪警察病院 整形外科

【略歴】
　2003 年　滋賀医科大学医学部卒業
　2007 年　宝塚第一病院整形外科
　2008 年　大阪大学医学部附属病院　整形外科
　2008 年　大阪労災病院整形外科
　2015 年　大阪警察病院�整形外科

 Spine Leader's Lecture4 　SLL4 - 1

坂井　顕一郎 先生 済生会川口総合病院整形外科 部長

【略歴】
　1998 年　東京医科歯科大学医学部卒業
　2007 年　東京医科歯科大学付属病院脊椎
　2009 年　九段坂病院整形外科
　2012 年　済生会川口総合病院整形外科
　2016 年　フランス・ボルドー大学整形外科留学
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 Spine Leader's Lecture4 　SLL4 - 2

原　政人 先生 愛知医科大学脊椎脊髄 センター部長（教授）

【略歴】
　1988 年　名古屋大学医学部卒業
　1998 年　明陽会成田記念病院脳神経外科
　2001 年　�名古屋大学大学院医学研究科脳神経病態制御学
　2014 年　稲沢市民病院
　2017 年　愛知医科大学
　

 Spine Leader's Lecture5 　SLL5

Joseph Ming 
Kuen LAM M.D.

Private practice of neurosurgery. Kowloon, Hong 
Kong

【Curriculum Vitae】
　1982-1989�� �Medical�school�:��The�Chinese�University�

of�Hong�Kong
　1990-1995�� �Medical�officer,�Neurosurgery�Prince�of�

Wales�Hospital
　1993� � �Qualification�of�FRCS�(Edinburgh,�UK)
　1995-1996�� �Department�of�Neurosurgery,�
� � University�of�Cambridge
　1996-2005�� �Consultant� of�Neurosurgery,�Prince� of�

Wales�Hospital
　2005-Present�Private�practice�of�neurosurgery

 Spine Leader's Lecture6 　SLL6 - 1

Michael A. 
Rauschmann M.D.

Head of the orthopedic spine and reconstructive 
orthopedics department at the Sana clinic Offenbach

【Curriculum Vitae】
　1986-1992�� �Medical � school � : � Human� medic ine��

at�the�Johann�Wolfgang�Goethe-University.�
Germany

　1992-1994�� �Residency�at�Nordwest-Hospital� in�Frankfurt�
/Main.�Traumatology�and�General�surgery

　1994-2006�� �Orthopaedic�University�in�Frankfurt/Main
　2006-2017�� �Head� of� spine� surgery� department��

at�Orthopaedic�University�Hospital�
� � Friedrichsheim�in�Frankfurt/Main
　2017-Present��Head�of�the�orthopedic�spine�and�reconstructive�Orthopaedics�

department�at�the�Sana�clinic�Offenbach,�Germany
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 Spine Leader's Lecture6 　SLL6 - 2

高橋　淳 先生 信州大学運動機能学教室 准教授

【略歴】
　1992 年　滋賀医科大学卒業
　1996 年　岡谷市立病院整形外科
　1997 年　国保依田窪病院整形外科
　1998 年　信州大学整形外科医員
　2015 年　伊那中央病院脊椎センター
　2017 年　信州大学運動機能学教室

 Spine Leader's Lecture7 　SLL7

Chistopher 
P.Ames M.D.

Professor of Neurological Surgery and Professor of Orthopedic Surgery 
Director of Spine Tumor and Spinal Deformity Surgery 
Co-director UCSF Spine Center Department of Neurological Surgery, 
School of Medicine

【Curriculum Vitae】
　1992-1994�� �Medical�school� :�University�of�California,�

Los�Angeles
　1994-2001�� �Residency� :�Neurosurgery,�University�of�

California,�San�Diego
　2002-2008�� �University�of�California�San�Francisco
　2006-Present��Director�of�Spine�Tumor�and�Deformity�

Surgery,�Department�of�Neurosurgery
　2012-Present��Professoer�of�Neurological�Surgery�and�

Orthopaedic�Surgery

 Spine Leader's Lecture8 - 1 　SLL8 - 1

武政　龍一 先生 高知大学医学部附属病院脊椎脊髄センター センター長

【略歴】
　1990 年　高知医科大学卒業
　1996 年　カナダ　サスカチュワン大学
　1997 年　高知医科大学医学部附属病院
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 Spine Leader's Lecture8 - 2 　SLL8 - 2

中西　一夫 先生 川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学 准教授

【略歴】
　1998 年　山口大学医学部卒業
　2005 年　岡山大学医学部附属病院整形外科
　2008 年　呉共済病院
　2012 年　川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学
　2013 年　Katholisches�Klinikum�Bruuderhaus 留学
　2013 年　Benedictus�Krankenhaus�Tutzing 留学

 Spine Leader's Lecture9 - 1 　SLL9 - 1

齋藤　貴徳 先生 関西医科大学整形外科学講座 主任教授

【略歴】
　1983 年　関西医科大学卒業
　1983 年　関西医科大学整形外科学
　1989 年　米国アイオワ大学神経内科
　1990 年　関西医科大学整形外科学
　

 Spine Leader's Lecture9 - 2 　SLL9 - 2

福島　和之 先生 佐久総合病院　佐久医療センター　整形外科

【略歴】
　1997 年　横浜市大医学部卒
　2007 年　埼玉県川口総合病院
　2008 年　東京都九段坂病院
　2000 年　佐久総合病院
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 Spine Leader's Lecture10 - 1 　SLL10 - 1

瀬本　喜啓 先生 今津病院 院長

【略歴】
　1978 年　大阪医科大学卒業����������
　1982 年　Lyon 大学
　1984 年　大阪医科大学整形外科���������������
　2004 年　近江温泉病院
　2006 年　大野記念病院
　2009 年　今津病院

 Spine Leader's Lecture10 - 2 　SLL10 - 2

大田　秀樹 先生 医療法人一信会大分整形外科病院 病院長

【略歴】
　1981 年　防衛医大卒����
　1986 年　福岡市立こども病院����
　1989 年　総合せき損センター����
　1996 年　ミネソタ　スパイン　センター����
　2005 年　大分整形外科病院�
　

 Spine Leader's Lecture11 - 1 　SLL11 - 1

牛田　享宏 先生 愛知医科大学 学際的痛みセンター

【略歴】
　1991 年　高知医科大学医学部卒業�
　2008 年　高知大学�
　2011 年　名古屋大学�
　2011 年　九州大学
　2012 年　愛知医科大学
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 Spine Leader's Lecture11 - 2 　SLL11 - 2

前田　学 先生 まえだ整形外科院長

【略歴】
　1991 年　産業医科大学医学部卒業
　1994 年　奈良県立五条病院整形外科
　1994 年　国保中央病院整形外科
　1999 年　奈良県立医科大学
　2006 年　松倉病院整形外科
　2009 年　まえだ整形外科

 Tea Time セミナー 1 　TTS1

松山　幸弘 先生 浜松医科大学整形外科 教授

【略歴】
　1987 年　広島大学医学部卒業
　1991 年　厚生連渥美病院
　1992 年　名古屋大学医学部附属病院整形外科
　1995 年　ミネソタ州、ミネソタスパインセンター
　1996 年　名古屋大学医学部附属病院整形外科
　2009 年　浜松医科大学整形外科
　

 Tea Time セミナー 2 　TTS2

中川　幸洋 先生 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院
脊椎ケアセンター整形外科 准教授

【略歴】
　1992 年　和歌山県立医科大学医学部卒業
　2000 年　和歌山労災病院　整形外科
　2001 年　済生会有田病院整形外科
　2003 年　和歌山県立医科整形外科助手
　2018 年　和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

40




