
 

第１８回 関西ＭＩＳｔ研究会  

 

 

 

当番世話人 祐生会みどりヶ丘病院脊椎脊椎外科センター 成田 渉 

日時 ２０１６年１１月５日（土）１３：００〜 

会場 梅田スカイビル タワーウエスト ３６階 

〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１−１−８８ 

☎06-6440-3855 

 

＊下記日本整形外科学会専門医教育研修単位に認定されています。 

単位申請費 1,000 円徴収させて頂きます 

特別講演１ 日整会専門医資格継続 1 単位または脊椎脊髄病医資格継続 1 単位 

※ 尚、平成 27 年 1 月 1 日以降開催分から、デジタル方式へ完全移行となっております。 

教育研修会単位取得を希望される先生方におかれましては、【会員カード】を持参頂きますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

  



【第 1会場】 ３６階 

１３：００～ 開会挨拶  成田 渉（祐生会みどりヶ丘病院） 

 

１３：０５〜１４：１５ ビデオセミナー  座長：原田 智久（洛和会丸太町病院） 

PPS: 生熊 久敬先生 （香川県立中央病院） 

CBT: 松川啓太朗先生 （自衛隊中央病院） 

OLIF:  小谷 善久  先生 （製鉄記念室蘭病院） 

X-core： 篠原 光 先生 （慈恵医科大学附属第三病院） 

 

１４：３０〜１５：４５ 一般演題  座長：成田 渉（祐生会みどりヶ丘病院） 

 

１） 骨粗鬆症性脊椎椎体骨折に対する骨折型別治療方法 

杉田 誠先生（六地蔵総合病院 整形外科） 

 

２） 多孔質ハイドロキシアパタイト/コラーゲンを用いた頚椎前方除圧固定術の臨床成績： 

自家骨移植群との比較 

藤田 勝久先生（製鉄記念室蘭病院 脊椎脊髄センター） 

 

３） MIStによる変形矯正のピットホールと問題点 

原田 智久先生（洛和会丸太町病院） 

 

４） 低侵襲腰椎椎体間固定術後の隣接椎間障害 ー再手術となる危険因子の検討ー 

深谷 賢司先生（綾部ルネス病院 脳神経外科） 

 

５） 新鮮未固定遺体を用いた X線透視による被曝量の調査 

－照射線源の位置に着目して－ 

山下 一太先生（徳島大学大学院運動機能外科学  

徳島大学病院 クリニカルアナトミー教育・研究センター） 

 



１６：００〜 

シンポジウム： 「側臥位後方固定」 

座長： 日野記念病院 高橋 忍先生 みどりヶ丘病院 長谷 斉先生 

 

演者： 製鉄記念室蘭病院 小谷 善久先生（mCBT） 

祐生会みどりヶ丘病院 成田 渉先生（PPS） 

名古屋市立大学 大塚 聖視先生 （CBT） 

香川県立中央病院 生熊 久敬先生（PPS） 

 

１６：５０〜 

神経障害性疼痛治療剤 リリカ カプセル情報提供 ファイザー株式会社 

 

１７：００～特別講演 

「XLIF technical tips -われわれの工夫-」 

和歌山県立医科大学 整形外科学講座 准教授 山田 宏先生 

座長： 関西医科大学総合医療センター整形外科 教授 齋藤 貴徳 先生 

 

閉会の挨拶 神戸赤十字病院 伊藤康夫 先生 

 

＊本会終了後,別室で情報交換会の場（症例検討会：座長 松森 裕昭先生）を用意しております。 

＊下記日本整形外科学会専門医教育研修単位に認定されています。単位申請費 1,000 円徴収させて

頂きます 

特別講演１ 日整会専門医資格継続 1 単位【N-7】または脊椎脊髄病医資格継続 1 単位【SS】 

  



 

展示メーカー一覧（アルファベット順） 

1) 株式会社アルファテック・パシフィック 

2)  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 デピューシンセス・スパイン事業部 

3)  京セラメディカル株式会社 

4)  株式会社増田医科器械製作所 

5)  株式会社日本エム・ディ・エム 

6)  メダクタジャパン株式会社 

7)  メドトロニックソファモアダネック株式会社 

8)  ニューベイシブジャパン株式会社  

9)  株式会社洛北義肢 

10) 日本ストライカー株式会社 

11) ジンマーバイオメット株式会社 

 

 

  



【第２会場】 ２２階 （ビデオセミナー受講後移動してください） 

 

１４：３０〜１５：００ 

ハンズオンセミナー１ （コメディカルセッション） 

座長：中西 一夫先生（川崎医科大学） 

看護師発表・質疑応答 

 

１５：００〜 

ハンズオンセミナー２ （ボーンモデルによる実技） 

 

 

OLIF/voyager(PPS) ナビ （メドトロニックソファモアダネック株式会社） 

小谷善久  先生（製鉄記念室蘭病院）  中野敦之先生（大阪医科大学） 

 

X-core/PRICEPT (PPS) （ニューベイシブジャパン株式会社） 

大塚聖視先生（名古屋市立大学） 篠原光先生（慈恵医科大学附属第三病院） 

 

ES2(PPS)/TLIF  （日本ストライカー株式会社） 

生熊久敬先生（香川県立中央病院） 中西一夫先生（川崎医科大学） 

 

ILICO SE(PPS)  （株式会社東機貿） 

橋本伸朗先生(熊本医療センター） 松川啓太朗先生(自衛隊中央病院） 

 

ASOSIA HARP(PPS) (京セラメディカル株式会社) 

小倉 卓先生(公立南丹病院） 上田茂雄先生（信愛会 脊椎脊髄センタ－） 



会場 梅田スカイビル タワーウエスト ３６階 

〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１−１−８８ 

☎06-6440-3855  

 

  



 

【関西 MISｔ研究会 世話人】 

 

代表世話人  関西医科大学滝井病院 整形外科  齋藤 貴徳 

  

 

世話人（５０音順） 

星ヶ丘厚生年金病院 整形外科   石井 正悦 

神戸赤十字病院 整形外科 伊藤 康夫 

関西ろうさい病院 整形外科    大和田 哲雄 

淀川キリスト病院          笹岡 隆一 

日野記念病院滋賀脊椎センター   高橋  忍 

関西医科大学滝井病院 整形外科 谷口 愼一郎 

和歌山県立医科大学 整形外科   中川 幸洋 

祐生会みどりヶ丘病院  成田 渉  

神戸大学医学部 整形外科      西田 康太郎 

洛和会丸太町病院  原田 智久 

綾部ルネス病院 脳脊髄外科    深谷 賢司 

関西電力病院 整形外科  藤尾 圭司 

奈良県立医科大学 救命救急    松森 裕昭 

兵庫医科大学 整形外科  圓尾 圭史 

 

【第 18回関西 MISt研究会】 

主催： 関西 MISt研究会/ファイザー株式会社 

協賛： 株式会社アルファテック・パシフィック/ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 デピューシンセ

ス・スパイン事業部/京セラメディカル株式会社/株式会社増田医科器械製作所/株式会社日本エム・

ディ・エム/メダクタジャパン株式会社/メド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/株式会社洛北義肢/日本ストライカー株式会社/ジンマーバイオメット株式会社  

 

 


