
共催：中四国MISｔ研究会 / 旭化成ファーマ株式会社

協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
株式会社日本エム・ディ・エム
メドトロニックソファモアダネック株式会社
ニューベイシブジャパン株式会社
日本ストライカー株式会社
帝人ナカシマメディカル株式会社
ジンマーバイオメット合同会社

グローバスメディカル株式会社
ホーヤテクノサージカル株式会社
ブレインラボ株式会社

2019年5月25日（土）12：30～18：00

国際ファミリープラザ

1,000円

本会場 2階 ファミリーホール

ハンズオン会場 3階 会議室A, B

 メディカルスタッフによるグループワークショップ

3階 稲盛ホール

情報交換会 9階 バンケットシュシュ

鳥取大学医学部 整形外科

谷島 伸二 先生
会長

会場

日時

参加費

第9回 中四国MISt研究会

テーマ 「とことん使いこなすMISｔ」



発表規定

◆発表はPCによるプレゼンテーションのみとします。
その他スライド・ビデオ器具による映写はできません。

◆発表用PCは、Office2016をご用意いたします。

◆メディアにて発表データをご準備いただく場合、メディアを介したウイルス感染の事例
がございますので、ウイルス駆除ソフトにてチェックしたものをご準備くださいますよう
お願いいたします。

◆発表データに動画・音声ファイルがある場合、またMacintoshをご使用の場合には、
ご自身のPCをご使用下さい。Macintosh等、プロジェクターとの接続にディスプレイア
ダプタを必要とするPCをご使用の場合は、必ずディスプレイアダプタをご持参下さい。

◆一般演題発表時間は発表5分+質疑応答2分です。
セミナーの円滑な進行のため、ご発表は時間厳守にてお願いいたします。

教育研修会単位について

◆日本整形外科学会教育研修単位（2講演で1単位です）
＊単位の受講料として1,000円を申し受けます。
【特別講演1、2】[4] 代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む）［7］脊椎・脊椎疾患 1単位

※日本整形外科学会研修会単位取得には、日本整形外科学会会員カード（ICカード）をお持ちください。

◆日本骨粗鬆症学会認定研修単位
＊単位の受講料は無料です。
【特別講演1、2】 認定医 非基本 5単位、骨粗鬆症マネージャー 3単位



●開会挨拶 （12：30 ～ 12:35） 鳥取大学整形外科 谷島 伸二 先生

●一般演題 (12:35～ 13:10)

座長 ： 鳥取市立病院 森下 嗣威 先生

①「1椎間腰椎固定術における前後同時進行手術（SPAPS）とTLIF

-どちらが有用か？-」

香川県立中央病院 井上 洋一 先生

②「 成人脊柱変形におけるMIS手技の術後成績の検討

〜open法との比較〜 」

香川労災病院 宇川 諒 先生

③「 当科の脊椎手術症例における術後硬膜外血腫の検討 」

香川県立中央病院 植田 昌敬 先生

④「 DISHを伴う骨粗鬆性椎体骨折に対して、

BKP併用後方固定術を行った3例 」

JCHO玉造病院 神庭 悠介 先生

⑤「 骨粗鬆症性椎体骨折に対する前方椎体置換術の成績不良例 」

徳洲会生駒市立病院 宮崎 潔 先生

本会場 （2階 ファミリーホール）



●中四国全県 ご当地MISｔ (13:20～ 14:35)

座長 ： 三朝温泉病院 森尾 泰夫 先生

香川県立中央病院 生熊 久敬 先生

ミニレクチャー 発表6分＋質疑応答2分

①「 骨粗鬆症性椎体骨折に対する低侵襲手術と合併症対策 」

高知大学 喜安 克仁 先生

②「 胸腰椎椎体骨折のMISｔ手技 」

愛媛県立中央病院 飯本 誠治 先生

地区別発表 発表5分＋質疑応答2分

①「 脊椎感染症に対する内視鏡補助下除圧を併用した低侵襲手術 」

島根大学 河野 通快 先生

②「 選択的頚椎椎弓形成術の治療成績 」

山口大学 鈴木 秀典 先生

③「 広島県呉市における臨床的脊椎椎体骨折の発生率について 」

中国労災病院 濱﨑 貴彦 先生

④「 香川大学におけるMIStの現状 」

香川大学 小松原 悟史 先生

⑤「 転移性脊椎腫瘍に対するMIStの治療成績 」

岡山大学 瀧川 朋亨 先生

⑥「 患者適合型手術支援デバイスを用いてのCBTscrew刺入正確性の検討 」

徳島県立中央病院 小坂 浩史 先生

⑦「 びまん性脊椎骨増殖症の骨折に対する工夫について 」

鳥取大学 谷島 伸二 先生



●特別講演2 （17:05 ～ 17:50）

座長： 鳥取大学医学部 整形外科 教授 永島 英樹 先生

「 高齢者骨粗鬆症性椎体骨折における

最小低侵襲脊椎手術の再考

～自験例から学んだ反省と対策 」

九州労災病院

勤労者骨・関節疾患治療研究センター

センター長 今村 寿宏先生

●特別講演1 （16:20 ～ 17:05）

座長： 鳥取大学医学部 整形外科 講師 谷島 伸二 先生

「 骨粗鬆症性椎体骨折の予防と治療

～診療ガイド作成を踏まえて～ 」

鳥取大学医学部 保健学科

教授 萩野 浩 先生



３F 会場

●メディカルスタッフによるワークショップ （13:20 ～ 14:35）

コーディネーター 川崎医科大学 中西 一夫 先生

会議室A・B

●ハンズオン （14:50～ 16:10）

会議室A（1） IBISを使用したPPS：株式会社日本エム・ディ・エム
（廣瀬 友彦 先生 谷田 敦 先生）

会議室A（2） XLIFアプローチ
リラインMIS ベンディーニ

：ニューベイシブ・ジャパン株式会社
（片山 幹 先生 酒井 紀典 先生）

会議室B（1） ブレインラボと共同のPrimeスクリュー挿入
模擬骨を使用したPrimeスクリュー挿入：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
（河野 通快 先生 土海 敏幸 先生）

会議室B（2） OLIF＋ナビゲーション
PPS＋ナビゲーション：

メドトロニックソファモアダネック株式会社
（森下 嗣威 先生 神庭 悠介 先生）

●情報交換会 (18:30 ～ 20:00）

9階 バンケットシュシュ

- ワークショップ総括 -

（ファミリーホール）

●閉会挨拶 (17:50 ～ 18:00） 鳥取大学 整形外科 谷島 伸二 先生

稲盛ホール



第9回中四国MISt研究会 －日程表－

本会場（２F ファミリーホール ） ハンズオン会場（３F 会議室A,B）
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5月25日（土）

12:00

会場 （３F 稲盛ホール） 本会場 （２Fファミリーホール）

全員記念撮影閉会挨拶

座長 鳥取市立病院 森下 嗣威 先生

13:20 〜 14:35

12:35 〜 13:10

ミニレクチャー
中四国全県ご当地MISｔ

一般演題

座長

三朝温泉病院 森尾 泰夫 先生

香川県立中央病院 生熊 久敬 先生

特別講演 1

メディカルスタッフによる

グループワークショップ

今村 寿宏 先生

特別講演 2

18:00 〜 18:10

Coffee Break

16:20 〜 17:05

鳥取大学 谷島 伸二 先生開会挨拶

企

業

展

示

12:35 〜 16:30

14:50〜 16:10

ハンズオンレクチャー
会議室A（１）PPS：㈱日本エム・ディ・エム

会議室A（2）XLIF：
ニューベイシブ・ジャパン㈱

会議室B（1）Primeスクリュー挿入：
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

会議室B（2）OLIF、PPS＋ナビゲーション：
メドトロニックソファモアダネック㈱

９F バンケットシュシュ

18:30 〜 20:00

情報交換会

・ ワークショップ総括

移動

萩野 浩 先生

座長 鳥取大学 永島 英樹 先生

13:20 〜 14:35

座長 鳥取大学 谷島 伸二 先生

参加受付開始

開場 12:00〜

川崎医科大学
中西 一夫 先生

17:05 〜 17:50

移動



• 会場案内

国際ファミリープラザ

〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2丁目180番地 TEL： 0859-37-5112 

Home Page: http://familyplaza.net/

• 参加者のみなさまへ

受付は12:00から開始いたします。お名前、ご所属先を芳名帳にご記入の上、

参加費1,000円をお支払いください。

12:30にスタートできるよう時間厳守でお集まりください。

＜アクセス＞

• JR米子駅より徒歩7分です。

＜お車ご利用の方＞

• 駐車場のご利用が可能です。
但し、台数に限りがございます。

（50台）

※旭化成ファーマ株式会社は、講演会の共催をさせていただきます。


