
日時：2017年 7月  1日（土) 14：00～ 
場所：ホテルレオパレス博多 3階 イベントホール 

 住所：福岡市博多区博多駅東2丁目5-33 TEL：092-482-1212  

参加費 1,000円 
（単位が必要な方は受講料として 
 1単位につき1000円別途お支払下さい） 
 
日本整形外科学会研修会 N or SS １単位 Ｘ２ 
講演1：【7】脊椎・脊髄疾患【8】神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む）   
講演2：【4】代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む） 【7】脊椎・脊髄疾患   
 

※日整会単位の必要な方は日整会のICカードを必ずお持ちください 
 

共催：九州MISt研究会 / 旭化成ファーマ株式会社 
 

協賛 
メドトロニックソファモアダネック株式会社  

日本メドトロニック株式会社 
日本ストライカー株式会社 

センチュリーメディカル株式会社 
ニューベーシブジャパン株式会社 

株式会社 東機貿 
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

ジンマー・バイオメット合同会社 
 



 

 

開会の挨拶（14：０0 ～ 14：０5） 熊本中央病院 水溜 正也 先生 

 
 

 

一般演題１（14：０5 ～ 14：50） 座長 佐賀大学 森本 忠嗣 先生  
１演題8分（発表5分、質疑応答3分） 

1-1『 多発性骨髄腫に対するBKPの治療経験 』  

             福岡記念病院 整形外科  隈元真志 中山大資 樋口健吾 本家秀文 

     

1-2『 研修医が経験した後腹膜神経鞘腫の１手術例 』 

             佐賀大学 整形外科 木村直也 森本忠嗣 前田和政 平田寛人 馬渡正明 

            

1-3『 当院におけるBKPの治療成績と追加手術を要した症例についての検討 』  

             熊本中央病院 整形外科  福田和昭 水溜正也 井上哲二 畠邦晃 

 

1-4『 LLIFでL5/S1はどこまで可能か？ 』  

             熊本機能病院 整形外科  篠原道雄 

 

1-5『 当院におけるXLIFの術中・術後合併症 』  

             大分整形外科病院 整形外科  巽政人 大田秀樹 松本佳之  

                            中山美数 井口洋平 塩川晃章  

                            瀧井譲 木田浩隆 竹光義治 

  

 

器械メーカープレゼンテーション（1４：５0 ～ 15：00）（1社：1分×８社） 

・メドトロニックソファモアダネック株式会社  

・日本メドトロニック株式会社 

・日本ストライカー株式会社 

・センチュリーメデイカル株式会社 

・ニューベーシブジャパン株式会社 

・株式会社 東機貿 

・ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

・ジンマー・バイオメット合同会社 

 

 

コーヒーブレイク （医療機器展示）  

ハンズオンセミナー        （15：00 ～ 15：30） 

 『 ナビゲーションを用いたMISt  』 

   青森県立中央病院 整形外科     部長 富田  卓   先生 
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一般演題２（15：３0 ～ 16：15） 座長 那覇市立病院 勢理客 久 先生 
１演題8分（発表5分、質疑応答3分） 

2-1 『  MISt手技による胸腰椎脱臼・破裂骨折に対する矯正の工夫 』  

             国立病院機構 熊本医療センター 整形外科 橋本伸朗 

 

2-2 『 胸腰椎移行部側方進入における切除肋骨高位の検討 』  

               長崎労災病院 整形外科  奥平毅 馬場秀夫 山口貴之 

                                                                           田丸満智子 吉田周平 小西宏昭  

 

2-3 『 強直性脊椎炎に伴う胸腰椎椎体骨折に対してMIStにテリパラチドを併用した治療  』  

               公立玉名中央病院 整形外科  田畑聖吾 

         

2-4 『 仙骨骨折に対してO-armを用いた低侵襲Spinopelvic-Fixationの小経験 』  

             宮崎大学 整形外科  濱中秀昭 

 

2-5 『 不安定性を有する連続二椎間腰椎変性疾患に対する手術法の工夫 』  

             大分整形外科病院 整形外科 大田秀樹 松本佳之 中山美数 

                           井口洋平 巽政人 塩川晃章 

                           瀧井譲 木田浩隆 竹光義治 

小休憩     

 

特別講演1 （16：20 ～ 17：20） 

座長 宮崎大学医学部 整形外科 病院講師 濱中 秀昭 先生   

 『 脊椎再手術例におけるMISt 』 

   青森県立中央病院 整形外科     部長 富田  卓   先生 

  
 

特別講演2 （17：25 ～ 18：25） 

座長 熊本中央病院  整形外科  脊椎外科部長 水溜 正也 先生 

  『 骨粗鬆症性椎体骨折に対するBKPの治療成績  適応と限界について  』 

      JA広島総合病院 脊椎・脊髄センター長  

             整形外科部長     山田 清貴 先生 

 

 

表彰 Best presenter    （18：25  ～ 18：30） 

 

閉会の辞      （18：30 ～ 18：35）  宮崎大学 濱中 秀昭 先生 

 

情報交換会 （18：40 ～ ）   
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■アクセス：博多駅筑紫口より徒歩3分 
  
 住所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目5-33 
 
 TEL：092-482-1212  

MAP 


