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日　程　表

8:30~10:05
シンポジウム 1

MIST10 年の歩みと今後の展望
座長：小谷　善久、篠原　　光
シンポジスト：

佐藤　公治、齋藤　貴徳
星野　雅洋、有薗　　剛
石井　　賢　　　　　　

10:15~11:45
シンポジウム 2

骨粗鬆症関連骨折に対するMIST
座長：斎藤　　充、高畑　雅彦
シンポジスト：

星野　雅俊、石島　旨章
石川　哲大、若尾　典充
渡邊　　慶、戸川　大輔

12:00~13:00
ランチョンセミナー1

側臥位 PPS
座長：星野　雅洋　　　　　　
演者：折田　純久、生熊　久敬
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:10~14:40
シンポジウム 3
脊椎転移に対するMIST

―多角的アプローチによる制御―
座長：石井　　賢、中西　一夫
シンポジスト：

鈴木　亨暢、岡田英次朗
磯貝　宜広、中田　英二
角谷賢一朗、加藤　仁志
下井　辰徳　　　　　　

共催：バクスター株式会社

14:50~15:50
シンポジウム 4

脊椎疾患と神経内科疾患との鑑別はどうすべきか？
座長：園生　雅弘、安藤　宗治
シンポジスト：

中川　幸洋、関口　兼司
安藤　宗治、幸原　伸夫

まとめの講義：園生　雅弘

15:55~16:40
一般演題 1
希少症例報告

座長：圓尾　圭史、三澤　治夫

8:30~9:10
一般演題 2
腰椎後方

座長：宮下　智大、日方　智宏

9:15~10:05
一般演題 3
被曝対策

座長：船尾　陽生、宮城　正行

10:10~11:00
主題 1

脊椎変性疾患に対するMIST1
座長：和田　明人、佐々木寛二

11:05~11:55
主題 2

脊椎変性疾患に対するMIST2
座長：村上　秀樹、工藤　理史

12:00~13:00
ランチョンセミナー2

私の LIF ー応用編
座長：大鳥　精司　　　　　　
演者：中川　幸洋、大槻　文悟
共催：ニューベイシブジャパン株式会社

13:10~14:10
MIST in KOBE セミナー1
インプラント・技術の革新

座長：大森　一生　　　　　　
演者：森本　忠嗣、塩野　雄太
共催：京セラ株式会社

14:15~15:45
シンポジウム 5

成人脊柱変形に対する歩行解析
座長：小澤　浩司、長谷　公隆
シンポジスト：

関口　雄介、長谷　公隆
和田　　太、青木　寛至
有馬　秀幸　　　　　　

15:50~16:40
一般演題 4

MIST 術前後の機能評価
座長：津田　英一、河村　直洋

8:30~9:35
主題 3

脊椎外傷に対するMIST1
座長：小川　真司、竹内　大作

9:40~10:30
主題 4

脊椎外傷に対するMIST2
座長：時岡　孝光、谷口愼一郎

10:35~11:10
一般演題 5　頚椎前方

座長：國府田正雄、吉井　俊貴
11:10~11:50

一般演題 6　内視鏡
座長：田上　敦士、澤田　利匡

13:15~14:05
主題 5

脊椎骨粗鬆症に対するMIST1
座長：山田　清貴、中島　宏彰
14:05~14:55

主題 6
脊椎骨粗鬆症に対するMIST2
座長：中西　一義、小島　　敦

15:00~15:40
主題 7

脊椎感染症・腫瘍に対するMIST1
座長：谷島　伸二、熊谷玄太郎

15:45~16:25
主題 8

脊椎感染症・腫瘍に対するMIST2
座長：玄　　奉学、由留部　崇

15:50~16:30
新理事会

16:30~17:00
各種委員会

8:20~8:30　開会挨拶

18:30~21:00
会長招宴＆症例検討会

 （ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン）

第５会場 （サファイヤ）は企業展示＆ドリンクコーナー
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8:00~9:30
シンポジウム 6

成人脊柱変形
座長：齋藤　貴徳、田中　雅人
シンポジスト：

村上　秀樹、石原　昌幸
稲見　　聡、金村　徳相

9:35~11:00
シンポジウム 7
明日に向けた脊椎外科医の�
ための職業被曝の提言

座長：富田　　卓、大島　　寧
シンポジスト：

二階堂琢也、山下　一太
佐々木　健、浅利　　亨
船尾　陽生　　　　　　

共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

11:10~12:10
ランチョンセミナー 3
脊椎変形に対する手術手技

座長：有薗　　剛　　　　　　
演者：原田　智久、大和　　雄
共催：ジンマー・バイオメット合同会社

12:15~13:15
特別講演 1

座長：佐藤　公治
演者：松山　幸弘

共催：科研製薬株式会社

13:20~14:20
特別講演 2

座長：石井　　賢
演者：松本　守雄

15:40~17:10
特別シンポジウム

急性期脊髄損傷に対する新治療法
座長：前田　　健、伊藤　康夫
シンポジスト：

山崎　正志、山下　敏彦
中村　雅也　　　　　　

17:15~18:15
次期会長講演

低侵襲手術と医療経済　外保連との関わり
座長：中野　正人、演者：髙野　裕一
共催：株式会社日本エム・ディ・エム

8:00~9:00
主題 10

MIST 手術における私の工夫
（見せて魅せます私の手技）1
座長：北川　知明、菅野　晴夫
9:00~10:00

主題 11
MIST 手術における私の工夫
（見せて魅せます私の手技）2
座長：細金　直文、明田　浩司
10:00~11:00

主題 12
MIST 手術における私の工夫
（見せて魅せます私の手技）3
座長：藤田　順之、伏見　一成

8:30~10:30
ハンズオンセミナー1
人工椎間板置換術
座長：松本　守雄
講師：石井　　賢

共催： ジンマー・バイオ
メット合同会社

17:15~18:15
メディカル 

スタッフコース 
ハンズオン

8:00~9:00
シンポジウム 8
経仙骨的脊柱管形成術

座長：星野　雅洋、富田　　卓
シンポジスト：

船尾　陽生、朴　　正旭
鵜飼　淳一、横須賀公章
中西　一夫　　　　　　

9:00~9:50
主題 9

注意すべき合併症報告
座長：永島　英樹、武中　章太

10:05~11:05
MIST in KOBE セミナー 2

手術室内感染対策
座長：橘　　俊哉　　　　　　
演者：新井　嘉容、山田　浩司
共催：KiSCO 株式会社

11:10~12:10
ランチョンセミナー 4
胸腰椎外傷に対するMIST

座長：井口　浩一　　　　　　
演者：澤上　公彦、菊地　　剛
共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

14:30~15:30
評議員会

17:15~18:15
MIST in KOBE セミナー 3

MIS-TLIF
座長：高津　哲郎　　　　　　
演者：榊　　経平、遠藤　寛興
共催：日本ストライカー株式会社

19:00~
全員懇親会

　 （神戸どうぶつ王国）

第５会場 （サファイヤ）は企業展示＆ドリンクコーナー
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8:40~10:10
シンポジウム 9

近未来の最小侵襲脊椎治療
座長：成田　　渉、安倍雄一郎
シンポジスト：

酒井　大輔、松川啓太朗
長濱　　賢、成田　　渉

安倍雄一郎、Scarone Pietro
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

10:15~11:55
シンポジウム 10
新しいMIST のための共生

座長：富田　　卓、伊藤　康夫
シンポジスト：

渡邊　吾一、勝見　敬一
野尻　英俊、笹川　武史
松森　裕昭、荒瀧　慎也
寺山　　星　　　　　　

8:00~8:30
総会

8:40~9:20
一般演題 7
コンドリアーゼ

座長：酒井　紀典、鵜飼　淳一

9:25~10:05
一般演題 8
スクリュー刺入法

座長：藤尾　圭司、石部　達也

10:15~11:15
MIST in KOBE セミナー 4

疼痛に対するMIST
座長：大和田哲雄　　　　　　
演者：加藤　　実、中嶋　秀明
共催：第一三共株式会社

8:40~9:30
一般演題 9

ASD
座長：竹内　一裕、深谷　賢司
9:30~10:20

一般演題 10
MIS-TLIF

座長：石井　正悦、森　　幹士

10:30~11:20
主題 13

近未来の診断・評価・治療法
座長：宮本　　敬、笹岡　隆一

8:40~10:40
ハンズオンセミナー2
人工椎間板置換術

　座長：國府田正雄
　講師：吉井　俊貴

技術指導：海渡　貴司　
共催： メドトロニックソファ

モアダネック株式会社

第５会場 （サファイヤ）は企業展示＆ドリンクコーナー

12:00~12:10　�閉会挨拶�
表彰式


