
 

 

第 10 回中部 MISt 研究会 
Hands-on Seminar プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  期：2018（平成 30）年 9 月 8 日（土） 14:00～16:00 

 （受付:13:30 開始） 

会  場：じゅうろくプラザ 5階 

     【中会議室 2】 

   〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町 1-10-11 

  参加費：1,000 円（税込） 

共  催：中部 MISt 研究会 
グローバスメディカル株式会社 
京セラ株式会社 
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

               デピューシンセス スパイン事業部 

日本ストライカー株式会社 

ニューベイシブジャパン株式会社 

メドトロニックソファモアダネック株式会社 
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 受付はじゅうろくプラザ 5Ｆ 中会議室 2 前にて、13:30 から開始いたします。受付でお名前をお伝えいただき、

参加費 1,000円をお支払いください。時間厳守でお集まりください。 

 

 同日午前中に開催される第 10回中部 MISt 研究会の特別講演（12:05-）をハンズオンセミナー参加費にて 

ご聴講いただけますので、ぜひご参加ください。お弁当を用意いたします。 

講 演 者： 山梨大学医学部 准教授 江幡 重人先生 

講演タイトル：「安全な LIFのための必修解剖」 

 

 アンケートをお配りします。会終了後にご記入いただき、お近くのスタッフにお渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 14:05-14:15 PPS について 

岐阜大学医学部 整形外科 伏見 一成先生 

 

2. 14:15-14:25 ＬＩＦについて 

岐阜市民病院 整形外科 近藤 祐一先生 

 

 

 

 

 グループ 1：14:25～15:05 (P.2 ご参照ください) 

 グループ 2：15:10～15:50 （P.3 ご参照ください） 

 

  

 

閉会のご挨拶の後、参加者写真撮影を行います 

  

プログラム 

14:00      開会のご挨拶                          宮本 敬先生  

14:05～14:25   ミニレクチャー 

14:25～15:50  ハンズオンセミナー 

15:50      修了証授与・閉会のご挨拶                   宮本 敬先生  

参加者のみなさまへ 
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■グループ 1 (14:25～15:10) 
  

カテゴリ テーブル 氏名(敬称略） 所属先 

1 
PPS（京セラ） 

 ファカルティ： 

     飯沼 宣樹先生 

日置 望 岐阜県総合医療センター 

岩瀬  麻依 岐阜大学病院 

小島  望 岐阜大学病院 

三村 祥子 岐阜市民病院 

2 
PPS（グローバス） 

ファカルティ： 

     伏見 一成先生 

中嶋 祥寛  木沢記念病院 

蒲生 亜佑美 木沢記念病院 

卯月 歩香  木沢記念病院 

パスクアル イアン 木沢記念病院 

山本 美恵子 岐阜県総合医療センター 

3 
PPS（日本ストライカー） 

ファカルティ： 

近藤 祐一先生 

纐纈 実奈美 岐阜市民病院 

大脇 あいか 岐阜市民病院 

山根 緋美樹 岐阜県総合医療センター 

加納 貴英  岐阜県総合医療センター 

平田 欣也 岐阜県総合医療センター 

4 

X-Core, XLIF 

(ニューベイシブ) 

ファカルティ： 

     森本 忠嗣先生 

三田地 純 高島平中央総合病院 

木本 克樹 高島平中央総合病院 

宗形 慎也 高島平中央総合病院 

臼井 佐季 岐阜大学病院 

浅野 聖叶  岐阜大学病院 

5 
OLIF（メドトロニック） 

ファカルティ： 

増田 剛宏先生 

青山 真樹 岐阜市民病院 

味坂 徳子 松波総合病院  

佐藤 伊世  岐阜市民病院 

岩関 里枝 岐阜市民病院 

渡邊 優人 岐阜市民病院 

6 
MIS-TLIF(デピューシンセス) 

ファカルティ： 

     下川 哲哉先生 

位田 真粧美 いなべ総合病院 

武笠 卓也 いなべ総合病院 

藤井 芹菜 岐阜県総合医療センター 

二村 里美 岐阜県総合医療センター 

 

 ご参加者全員が均等に器械に触れていただけるよう、ご配慮のうえ実習を行ってください。 

 ご自身のテーブルでの実習が終了しましたら、興味がある他のテーブルに移動していただいてもかまい

ません。 

  

ハンズオンご参加テーブル 
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■グループ 2 (15:10～15:50) 
  

カテゴリ テーブル 氏名(敬称略） 所属先 

1 
PPS（京セラ） 

 ファカルティ： 

     飯沼 宣樹先生 

武笠 卓也 いなべ総合病院 

三田地 純 高島平中央総合病院 

臼井 佐季 岐阜大学病院 

青山 真樹  岐阜市民病院 

佐藤 伊世  岐阜市民病院 

2 
PPS（グローバス） 

ファカルティ： 

     伏見 一成先生 

位田 真粧美 いなべ総合病院 

浅野 聖叶  岐阜市民病院 

岩関 里枝 岐阜市民病院 

渡邊 優人 岐阜市民病院 

味坂 徳子 松波総合病院 

3 
PPS（日本ストライカー） 

ファカルティ： 

近藤 祐一先生 

木本 克樹 高島平中央総合病院 

宗形 慎也 高島平中央総合病院 

藤井 芹菜 岐阜県総合医療センタ 

二村 里美  岐阜県総合医療センタ 

  4 

X-Core, XLIF 

(ニューベイシブ) 

ファカルティ： 

     森本 忠嗣先生 

日置 望 岐阜県総合医療センター 

山根 緋美樹 岐阜県総合医療センター 

山本 美恵子 岐阜県総合医療センター 

三村 祥子 岐阜市民病院 

5 
OLIF（メドトロニック） 

ファカルティ： 

増田 剛宏先生 

中嶋 祥寛  木沢記念病院 

蒲生 亜佑美  木沢記念病院 

パスクアル イアン  木沢記念病院 

岩瀬  麻依 岐阜大学病院 

小島  望 岐阜大学病院 

  6 
MIS-TLIF(デピューシンセス) 

ファカルティ： 

     下川 哲哉先生 

纐纈 実奈美 岐阜市民病院 

大脇 あいか 岐阜市民病院 

卯月 歩香 木沢記念病院 

加納 貴英  岐阜県総合医療センター 

平田 欣也 岐阜県総合医療センター 

 

 ご参加者全員が均等に器械に触れていただけるよう、ご配慮のうえ実習を行ってください。 

 ご自身のテーブルでの実習が終了しましたら、興味がある他のテーブルに移動していただいてもかまい

ません。 

 

ハンズオンご参加テーブル 


