日

程

第 1 会場
501A ＋ B

8:00

表

11 月 26 日（金）
／第２日目

第 2 会場

602A ＋ B ＋ C ＋ D

第 3 会場

605A ＋ B ＋ C

08:00-09:00

08:00-09:00

モーニングセミナー

ハンズオンセミナー 2
座長：中西 一夫（川崎医科大学）
演者：寺山
星（JHS2-2）

座長：山田
宏（和歌山県立医科大学）
演者：山屋 誠司（MS）
9:00

10:00

シンポジウム 5
新たな ISCT の世界と現状
座長：富田
卓（青森県立中央病院）
野尻 英俊（順天堂大学）
玉川
翔太（S5-1）船尾
陽生（S5-2）
演者：
中西
星野

一夫（S5-3）横須賀公章（S5-4）
雅洋（S5-5）佐藤 公治（S5-6）

シンポジウム 7
スポーツ選手における内視鏡手術
座長：西良 浩一（徳島大学）
高橋
寛（東邦大学）
演者：中山 渕志（S7-1）八木 清（S7-2）
10:20-11:20

11:00

坂根
眞鍋

正孝（S7-3）木島
裕昭（S7-5）山屋

和也（S7-4）
誠司（S7-6）

11:30-12:30

ランチョンセミナー 3

12:00

09:00-10:20

Digital Spine1-1

座長：田中 信弘（JR 広島病院）
菅野 晴夫（東北医科薬科大学）
演者：Weihong Yi（DS1-1-1）Xiaojian Ye（DS1-1-2）

Hongxun Sang（DS1-1-3）Dazhi Yang（DS1-1-4）
植田 昌敬（DS1-1-5）宮崎 正志（DS1-1-6）

12:40-13:40

15:00

赤澤

努（DS1-2-3）金村 徳相（DS1-2-4）

11:30-12:30

ランチョンセミナー 4

共催：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
12:40-13:40

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

10:10-11:20

苑田第三病院）
苑田第三病院）

M2-1 ～ M2-9

11:30-12:30

ランチョンセミナー 5

座長：新井 嘉容（埼玉県済生会川口総合病院）
演者：生熊 久敬（LS5）
共催：ニューベイシブジャパン株式会社

共催：KiSCO 株式会社

14:00-15:50
14:00-14:50 主題 3
シンポジウム 9
Digital Spine2-1
新技術 1
胸椎・腰椎低侵襲前方アプローチの進歩 座長：石井
賢（国際医療福祉大学） 座長：寺井 秀富（大阪市立大学）
中西 一義（日本大学）
座長：小谷 善久（関西医科大学総合医療センター）
安倍雄一郎（我汝会えにわ病院）
M3-1 ～ M3-4
中島 宏彰（名古屋大学）
Lei
Kuang（DS2-1-1）
金村
徳相（DS2-1-2）
演者：
演者：篠原 健介（S9-1）中島 宏彰（S9-2）
14:00-15:10

石原
小谷

昌幸（S9-3）田中
善久（S9-5）

雅人（S9-4）

Zhewei Ye（DS2-1-3） 阿部 拓馬（DS2-1-4）
Binsheng Yu（DS2-1-5） 川口 善治（DS2-1-6）
安倍雄一郎（DS2-1-7）

シンポジウム 10
成人脊柱変形の治療戦略
座長：齋藤 貴徳（関西医科大学）
田中 雅人（岡山労災病院）
演者：荒瀧 慎也（S10-1）大和 雄（S10-2）
智久（S10-3）稲見
栄二（S10-5）深谷

聡（S10-4）
賢司（S10-6）

JASMISS セミナー 3
MIS と医療経済
座長：平泉
裕（昭和大学）
演者：髙野 裕一（JS3）
17:00-17:40

17:50-18:50

MIS の評価法とその課題
JASMISS 2022 へむけて
座長：八田陽一郎（琵琶湖大橋病院）

18:50-19:00

15:00-16:10

14:00-15:10

主題 4
内視鏡 困難症例 / 教育
座長：八木 省次（田岡病院）
山下 一太（徳島大学）
M4-1 ～ M4-10

主題 5
15:20-16:10 主題 6
新技術 2
頚椎疾患への低侵襲手術の適応と限界
（島脳神経外科整形外科医院）
座長：夏山 元伸
座長：南出 晃人（獨協医科大学）
長谷川 徹（聖隷淡路病院）
土屋 邦喜（JCHO 九州病院）
M5-1 ～ M5-10

16:00-17:30

M6-1 ～ M6-6

Digital Spine2-2
16:20-17:02 主題 7 M7-1 ～ M7-6 16:20-17:20 主題 8
座長：成田
渉（亀岡市立病院）
磯貝 宜広（国際医療福祉大学）
周術期における骨粗鬆症対策
My favorite things 内視鏡
演者：成田 渉（DS2-2-1） 森本 忠嗣（DS2-2-2） 座長：三上 靖夫（京都府立医大学）
座長：和田 明人（東邦大学）
中野 正人（高岡市民病院）
磯貝 宜広（DS2-2-3） 小川 博之（DS2-2-4）
髙尾真一郎（岡山大学）
牧
聡（DS2-2-5） 佐藤 洋一（DS2-2-6）
藪
晋人（DS2-2-7） 長濱
細谷 和範（DS2-2-9）

M8-1 ～ M8-6

賢（DS2-2-8）

主題 9
My favorite things 固定
座長：中野 恵介（おおさかグローバル整形外科病院）
日方 智宏（北里大学 北里研究所病院）
17:20-18:10

Digital Spine3
総合討論（座談会）

座長：石井
賢（国際医療福祉大学）
安倍雄一郎（我汝会えにわ病院）
成田
渉（亀岡市立病院）

M10-1 ～ M10-7

19:00

シンポジウム 8

12:40-13:40

17:40-18:30
18:00

拓海（S6-4）

JASMISS セミナー 2
ランチョンセミナー 6
ランチョンセミナー 7
リモート手術
（関西医科大学総合医療センター） 座長：金村 徳相（JA 愛知厚生連江南厚生病院）
座長：小谷
善久
座長：佐藤 公治（日本赤十字社愛知医療センター）
演者：鳥越 一郎（LS7-1）船尾 陽生（LS7-2）
演者：栗栖 薫（JS2-1）村垣 善浩（JS2-2） 演者：中島 宏彰（LS6）

原田
阿部

17:00

哲大（S6-3）竹内
公彦（S6-5）

主題 2
脊椎外傷に対する治療戦略
MIS 固定
Digital Spine1-2
（東京女子医科大学八千代医療センター）
水谷
潤
座長：伊東
学（北海道医療センター） 座長：伊藤
座長：星野 雅洋（医療法人社団苑田会
康夫（神戸赤十字病院）
折田 純久（千葉大学）
浩一（S8-1）小川 真司（S8-2）
演者：井口
玄
奉学（医療法人社団苑田会
青野 博之（S8-3）廣田 亮介（S8-4）
演者：Michael Winking（DS1-2-1）江原 宗平（DS1-2-2）
石井 桂輔（S8-5）

15:30-16:40
16:00

石川
澤上

10:30-11:20

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

14:00

シンポジウム 6
DISH を伴う脊椎外傷に挑む
座長：谷島 伸二（鳥取大学）
生熊 久敬（香川県立中央病院）
演者：岡田英次朗（S6-1）森野 忠夫（S6-2）
09:10-10:10

10:20-11:20

座長：伊藤 康夫（神戸赤十字病院）
座長：江原 宗平（湘南藤沢徳洲会病院）
演者：山下 敏彦（LS3-1）島田 洋一（LS3-2） 演者：Oliver Gonschorek（LS4）
共催：ニプロ株式会社

13:00

共催：ジンマー・バイオメット合同会社

共催：株式会社日本エム・ディ・エム
09:10-10:10

第 4 会場

402A ＋ B ＋ C ＋ D

閉会の辞 会長：竹内 一裕

19:30

－ 25 －

M9-1 ～ M9-7

17:30-18:20

一般演題 3
固定 / その他
座長：宇川
諒（岡山医療センター）
O3-1 ～ O3-7

