日

程

第 1 会場
501A ＋ B

8:00

08:15-08:25

表

11 月 25 日（木）
／第１日目

第 2 会場

602A ＋ B ＋ C ＋ D

08:30-09:30 主題 1
シンポジウム 1
内視鏡の伝承
胸椎の低侵襲手術 Up-date
座長：出沢
明（医療法人明隆会）
座長：中村 博亮（大阪市立大学）
大森 一生（日本鋼管病院）
廣瀬 友彦（香川県立中央病院）
演者：出沢 明（S1-1）吉兼 浩一（S1-2）大森 一生（S1-3）
尾原 裕康（S1-4）楠城 誉朗（S1-5）米山 励子（S1-6）
菊池 克彦（S1-7）

M1-1 ～ M1-5

株式会社メディアーク（BL2-2）
KiSCO 株式会社（BL2-3）
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社（BL2-4）
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社（BL2-5）

12:00-13:00

座長：松本 守雄（慶應義塾大学）
演者：佐々木寛二（LS1）

座長：豊根 知明（昭和大学）
演者：荒瀧 慎也（LS2-1）南出 晃人（LS2-2）

共催：バクスター株式会社

ランチョンセミナー 2

16:00

一般演題 2
内視鏡

座長：蜂谷 裕道（はちや整形外科病院）
星野 雅俊（大阪市立総合医療センター）
O2-1 ～ O2-11

バクスター株式会社（BL3-2）
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社（BL3-3）
株式会社田中医科器械製作所（BL3-4）
株式会社日本エム・ディ・エム（BL3-5）
村中医療器株式会社（BL1-6）

12:00-13:00

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

第７回世界低侵襲
脊椎外科手術手技学会
（WCMISST）
プログラム

第１会場中継

第１会場中継

総会

13:50-14:50

特別講演
貧乏国の医療・経済・倫理

座長：竹内 一裕（岡山医療センター）
演者：國頭 英夫（SL）
15:00

O1-1 ～ O1-7

09:30-10:40

勉（S2-4）

12:00-13:00

13:10-13:40

14:00

一般演題 1
症例報告
座長：土井 英之（岡山旭東病院）

10:50-11:50 Business Lunch2
10:50-11:50 Business Lunch3
Business Lunch1
座長：小田 孔明（岡山大学）
座長：廣瀬 友彦（香川県立中央病院） 座長：塩崎 泰之（三豊総合病院）
演者：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社（BL1-1） 演者：メドトロニックソファモアダネック株式会社（BL2-1） 演者：KiSCO 株式会社（BL3-1）

ランチョンセミナー 1

13:00

豊三（S2-3）押切
英之（S2-5）

08:30-09:20

10:50-11:50

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社（BL1-2）
京セラ株式会社（BL1-3）
帝人ナカシマメディカル株式会社（BL1-4）
科研製薬株式会社（BL1-5）
第一三共株式会社（BL1-6）

12:00

第７回世界低侵襲
脊椎外科手術手技学会
（WCMISST）
プログラム

09:40-10:40

吉岩
土井

11:00

08:30-10:40

シンポジウム 2
ヘルニコア Up-date
Legends' Lecture
座長：長谷川和宏（新潟脊椎外科センター） 座長：矢吹 省司（福島県立医科大学）
塩崎 泰之（三豊総合病院）
演者：佐藤 公治（SE1-1）山縣 正庸（SE1-2） 演者：林 寛之（S2-1）吉岡 淳思（S2-2）
09:40-10:40

10:00

第 4 会場

402A ＋ B ＋ C ＋ D

開会の辞 会長：竹内 一裕

08:30-09:30
9:00

第 3 会場

605A ＋ B ＋ C

15:00-16:00 シンポジウム 3
JASMISS セミナー 1
BKP Up-date
頸椎人工椎間板
座長：鈴木 亨暢（大阪市立大学）
座長：船尾 陽生（国際医療福祉大学）
小田 孔明（岡山大学）
光司（S3-1）両角 正義（S3-2）
演者：石井 賢（JS1-1）吉井 俊貴（JS1-2） 演者：松本
寺口 真年（S3-3）南出 晃人（S3-4）
磯貝 宜広（JS1-3）坂井顕一郎（JS1-4）
高橋 真治（S3-5）
15:00-16:00

16:10-17:10

脊椎手術を受けてみて

座長：中川 幸洋（和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院）
山根健太郎（岡山医療センター）

15:00-18:15

第７回世界低侵襲
脊椎外科手術手技学会
（WCMISST）
プログラム

シンポジウム 4
脊椎低侵襲手術とサルコペニア
座長：川口 謙一（九州大学）
辻
寛謙（岡山赤十字病院）
演者：荒井 秀典（S4-1）飛田 哲朗（S4-2）
16:10-17:10

豊田
辻

17:00

第１会場中継

宏光（S4-3）工藤
寛謙（S4-5）

大輔（S4-4）

17:10-18:40
17:20-18:20

18:00

イブニングセミナー 1
座長：酒井 紀典（徳島大学）
演者：長濱
賢（ES1）
共催：株式会社ロバート・リード商会

18:30-19:30
19:00

17:20-18:20

イブニングセミナー 2
座長：有薗
剛（九州中央病院）
演者：藤原
靖（ES2）
共催：京セラ株式会社

18:30-19:30

イブニングセミナー 3
イブニングセミナー 4
座長：種市
洋（獨協医科大学） 座長：海渡 貴司（大阪大学）
演者：Sheeraz Qureshi（ES3） 演者：伊東
学（ES4）
共催：グローバスメディカル株式会社

共催：帝人ナカシマメディカル株式会社

19:30

－ 24 －

ハンズオンセミナー 1
講師：吉田 宗人（JHS1-1）
山屋 誠司（JHS1-2）
共催：KiSCO 株式会社

