脊椎 MIS
Cadaver Seminar2015
プログラム

主

催： 札幌医科大学医学部整形外科学講座
札幌医科大学医学部解剖学第二講座

会

期： 2015 年 12 月 12 日（土）・13 日（日）

会

場： 札幌医科大学 北第１講義室・解剖実習室
〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１７
TEL: 011-611-2111

運営事務局：

特定非営利活動法人メリジャパン
〒464-0821 名古屋市千種区末盛通 2-4
はちや整形外科病院内
TEL: 052-751-8197 FAX: 052-751-8169
E-mail: meri_info@hachiya.or.jp

交通・会場案内
札幌医科大学

http://web.sapmed.ac.jp/hospital/access/index.html

〒060-0061

地下鉄
さっぽろ駅

北海道札幌市中央区南 1 条西 17

TEL: 011-611-2111

東西線

南北線

大通駅
2分

地下鉄東西線西 18 丁目駅下車 5・6 番出口

4分

西 18 丁目駅

徒歩 3 分

※ 公共交通機関にてご来場ください。車でのご来場は禁止します。


構内図
講義室は教育北棟 2 階 北第 1 講義室、解剖実習室は同 1 階です。
こちらの

医学部東棟正面玄関
よりお入りください
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日 程 表
2015 年 12 月 12 日（土）
8:30 ～
9:00 ～ 9:10

受付開始
札幌医科大学 北第 1 講義室
開会
セミナー開催のご挨拶
蜂谷 裕道
（NPO 法人メリジャパン 常務理事・はちや整形外科病院）

9:10 ～ 9:20

献体を用いた医療技術の教育と
トレーニングに関するガイドラインについて
藤宮 峯子
（札幌医科大学医学部解剖学第二講座 教授）

9:20 ～ 9:30

主催者ご挨拶
名越 智
（札幌医科大学医学部生体工学・運動器治療開発講座
特任教授）
セミナー共催者代表のご挨拶
稲波 弘彦

9:30 ～ 9:40

9:40 ～10:00
10:00 ～10:20
10:20 ～10:40
10:40 ～11:00
11:00 ～11:20
11:20 ～11:40
11:40 ～11:50
11:50 ～12:45

（脊椎外科近未来研究会、稲波脊椎・関節病院）
講義 1：Cadaver をめぐる国の対応の経緯について
大塚 耕平（参議院議員）
講義 2：MISt, および本セミナーの意義
佐藤 公治（名古屋第二赤十字病院）
講義 3：脊椎内視鏡手術の基本と応用
吉本 三徳（札幌医科大学医学部整形外科）
講義 4：MIS-TLIF/PLIF
石井 賢（慶應大学医学部整形外科）
講義 5：OLIF
斎藤 貴徳（関西医科大学附属滝井病院）
講義 6：XLIF
山田
宏 （和歌山医科大学整形外科）
カダバー実習に関する諸注意
加集 紀子（NPO 法人メリジャパン）
休憩・昼食・免責同意書回収
札幌医科大学 北第１講義室
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12:45 ～13:00

ハンズオンセミナー準備
札幌医科大学 解剖実習室

13:00 ～13:10

オリエンテーション
伊藤 恵一（札幌医科大学医学部解剖学第二講座）
黙祷・実習
・テーブル 1：側臥位（XLIF+PPS）
（講師）山田

13:10 ～16:45

宏

共催：ニューベイシブジャパン株式会社

・テーブル 2：側臥位（OLIF+PPS）

（講師）斎藤

貴徳

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社

・テーブル 3：伏臥位（TLIF/PLIF+PPS）（講師）石井

賢

共催：京セラメディカル株式会社

・テーブル 4：伏臥位（TLIF/PLIF+PPS）（講師）佐藤

公治

共催：日本ストライカー株式会社

・テーブル 5：伏臥位（TLIF/PLIF+PPS）（講師）高野

裕一

共催： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス・スパイン事業部

※全体監修：稲波 弘彦、蜂谷 裕道、吉本 三徳
16:45 ～ 17:00 片付け
17:00 ～ 17:15 黙祷・終了
翌日の諸注意
加集 紀子（NPO 法人メリジャパン）
19:00 ～ 21:00 懇親会
札幌グランドホテル
東館 17 階スカイバンケットルーム「白雲」
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2015 年 12 月 13 日（日）
9:00 ～ 13:45 黙祷・実習
・テーブル 1：伏臥位（TLIF/PLIF+PPS）（講師）佐藤

公治

共催：日本ストライカー株式会社

・テーブル 2：伏臥位（TLIF/PLIF+PPS）（講師）石井

賢

共催： 京セラメディカル株式会社

・テーブル 3：側臥位（OLIF+PPS）

（講師）斎藤

貴徳

共催： メドトロニックソファモアダネック株式会社

・テーブル 4：側臥位（XLIF+PPS）

（講師）山田

宏

共催：ニューベイシブジャパン株式会社

・テーブル 5：側臥位（XLIF+PPS）
（講師）高野

裕一、蜂谷

裕道

共催：ニューベイシブジャパン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス・スパイン事業部

※全体監修：稲波 弘彦、吉本 三徳
13:45 ～ 14:00 片付け・縫合
黙祷
14:00
受講証明授与・終了
以上
※ 昼食は 11:30 以降、北 1 講義室に用意しておりますので
適宜お取りください。
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セミナーのご案内・諸注意


参加登録


北第 1 講義室横に受付があります。受付にてお名前をお伝えください。また、講義中、懇親会中は
ネームプレートをご着用ください。



次の 2 種類の書類を受付時に配布いたしますので、ご記入をお願いいたします。ご記入後、事務局
にて回収いたします。
1.

免責同意書（札幌医科大学指定）実習開始前までにご記入、ご提出ください。
ご提出がないとカダバー実習を受けていただくことはできません。
12 日の実習開始前に回収いたします）

2.



昼食




アンケート用紙（実習終了後にご記入ください。お帰りの際に回収いたします）

12 月 12 日（土）
・13 日（日）はお弁当をご用意いたします。

Cadaver 実習について


ご遺体への敬意を忘れずに実習を行ってください。開始前と終了後には黙祷を行います。



ご遺体の状態は既往症、固定の状態等により差が生じます。あらかじめご承知おきください。



実習中に身に着けるもの（帽子・マスク・グローブ・シューカバー・ディスポーザブルガウン）に
つきましては、主催者側で準備します。昼休憩等で解剖実習室を離れる場合は氏名を書いたビニー
ル袋に入れ、使いまわすようにしてください。



手術用ガウンの下に着用するものについては、メリジャパンでの用意はありません。ご自身で、質
素で動きやすいものをご用意ください。ジャージ、ジーンズ着用での参加は、札幌医大より禁じら
れております。手術衣の着用を希望される場合は、ディスポーザブルのものはお控えください。
※ ご遺体保存用の液体がまれにガウンに染み込むことがありますので、術衣ほか汚れてもよい
服装でのご参加をおすすめします。



着替えは、男性は教育北棟 2 階 北第 1 講義室、女性は同 3 階 北第 2 講義室でお願いたします。
実習中、荷物はすべて北 1 講義室で管理いたします。貴重品管理はご自身の責任にてお願いいたし
ます。



実習は、各テーブル 1 体のご遺体に対し、3 名にて行う予定です。実習が均等に行えるようにご
留意ください。
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セミナー中の写真・動画撮影については、ご遺体の個人が特定できるような撮影方法は取らないで
ください。また、セミナー終了後、撮影した写真等を研究会等で使用される場合には、メリジャパ
ン事務局までご一報ください。



本セミナーでは放射線管理区域等の都合上、術中イメージは使用しません。代替えとして、ポータ
ブル X 線装置 1 台を用意いたします。



一部機器等はテーブル数分の用意がないため、使いまわしになります。各テーブルでご協力くださ
いますようお願いいたします。



手術用の鋼製小物類は主催者側で一通り用意いたしますが、特別に使用したい器具がありましたら、
持ち込みは可能です。ただし、持ち込み器具の破損、紛失等については責任を負いかねますので、
管理は持ち込み者の責任でお願いいたします。



12 日（土）16:45、13 日（日）13:45 よりご遺体の縫合、片づけを行います。この際、医療機器お
よびガーゼ類が体内に留置されたままになっていないか、十分にご確認ください。



「受講者全員のための実習」です。積極的なご意見、ご質問を歓迎します。

【札幌医科大学での清掃・納棺、およびご遺体の火葬について】
2016 年 2～3 月初旬に札幌医科大学解剖実習室の清掃・納棺作業、および実習に使わせていただい
たご遺体の火葬を行います。詳細は決まり次第ご参加者へお知らせいたしますので、ご都合がよろ
しければぜひご参加ください。なお、ご参加の場合、費用はご自身で負担していただきます。
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懇 親 会 に つ い て
ご参加者での懇親会を予定しております。なお、受講者の懇親会費は参加費に含まれており、
別途お支払は必要ありません。


日

時

2015 年 12 月 12 日（土）19:00～



場

所

札幌グランドホテル 東館 17 階スカイバンケットルーム「白雲」
札幌市中央区南 1 条西 17 丁目 TEL: 011-261-3311
http://www.grand1934.com/access/
札幌駅より徒歩 10 分 地下鉄南北線・東西線 大通駅より徒歩 5 分
※冬季は地下通路のご利用が便利です。



受講者自己紹介について


懇親会場にて、受講者の自己紹介を行います。



スライド等を用いて自己紹介を行う場合、懇親会場に office2010 (powerpoint2010)が使用できる
PC の用意があります。上記対応可能であれば、USB でファイルをお持ちいただいてもかまいませ
ん。
Macintosh をご利用の方は、ディスプレイアダプタをお持ちください。



自己紹介の時間はおひとり 2 分です。



順番については、下記のとおり行います。
1. Dr. 白神 宗男（豊川市民病院）
2. Dr. 平井

敬悟（横浜市立みなと赤十字病院）
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3. Dr. 山元
4. Dr. 今村
5. Dr. 小松

駿 （独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院）
隆太（九州中央病院）
淳 （福島県立医科大学会津医療センター）

6. Dr. 北原

功雄（千葉徳洲会病院）

7. Dr. 寒川

翔平（関西医科大学附属滝井病院）

8. Dr. 大西

惟貴（東京都立多摩総合医療センター）

9. Dr. 藤原裕一郎（関西医科大学附属滝井病院）
10. Dr. 菊池 孝幸（北上済生会病院）
11. Dr. 伊藤

陽平（横浜南共済病院）

12. Dr. 山田 一成（美濃市立美濃病院）
13. Dr. 和田 明人（東邦大学医学部整形外科学教室）
14. Dr. 有住 文博（関西医科大学附属滝井病院）
15. Dr. 松井 寛樹（名古屋第二赤十字病院）
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Memo
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謝

辞

【共催】
日本 MISt 研究会
脊椎外科近未来研究会
京セラメディカル株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス スパイン事業部
日本ストライカー株式会社
ニューベイシブジャパン株式会社
メドトロニックソファモアダネック株式会社

【協賛】
特定非営利活動法人 名古屋整形外科地域医療連携支援センター

本セミナーの開催にあたり上記のみなさまよりご協力をいただきました。
ここに感謝の意を表します。
特定非営利活動法人メリジャパン
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12月12日（土）13:00～17:00
体位

テーブル１

テーブル2

テーブル3

テーブル4

テーブル5

側臥位

側臥位

伏臥位

伏臥位

伏臥位

内容

XLIF+PPS

OLIF+PPS

TLIF/PLIF+PPS

TLIF/PLIF+PPS

TLIF/PLIF+PPS

講師

山田 宏先生

斎藤 貴徳先生

石井 賢先生

受講者（敬称略） 所属先
独立行政法人国立病院機構 宇都宮
山元 駿
病院

受講者年数

受講者希望

7年

XLIF

和田 明人

東邦大学医学部整形外科学

24年

LIF (XLIF, OLIF)

北原 功雄

千葉徳洲会脳神経外科

26年

XLIF

伊藤 陽平

横浜南共済病院 整形外科

今村 隆太

公立学校共済組合 九州中央病院

松井 寛樹

名古屋第二赤十字病院 整形外科

山田 一成

美濃市立美濃病院

11年
XLIF、OLIFなど
医師10年、整
OLIF, XLIF, PED
メドトロニック ソファモアダネック株式会社
形外科8年
頚椎MIS(MICEPS), XLIF/OLIFア
8年
プローチを用いたcorpectomy,
MIS-VCR,PSO
8年
MIS-TLIF,XLIF

大西 惟貴

東京都立多摩総合医療センター

7年

PPS, XLIF

有住 文博

9年

MIS-TLIF

14年

MIS-TLIF,XLIF

菊池 孝幸

関西医科大学附属滝井病院
福島県立医科大学会津医療センター
整形外科・脊椎外科学講座
北上済生会病院 整形外科

11年

MIS-PLIF

寒川 翔平

関西医科大学附属滝井病院

1年

MIS-PLIF

白神 宗男

豊川市民病院 整形外科

6年

PPS(可能ならXLIF）

平井 敬悟

横浜市立みなと赤十字病院 整形外科 5年

MIS TLIF, PLIF

藤原 裕一郎

関西医科大学附属滝井病院

MIS-TLIF,XLIF

小松 淳
佐藤 公治先生

高野 裕一先生

2年

協賛メーカー

ニューベイシブジャパン株式会社

京セラメディカル株式会社
日本ストライカー株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピュー・シンセス スパイン事業部

12月13日（日）9:00～14:00

テーブル1

テーブル2

テーブル3

テーブル4

体位

内容

講師

伏臥位

TLIF/PLIF+PPS

佐藤 公治先生

伏臥位

側臥位

側臥位

TLIF/PLIF+PPS

OLIF+PPS

XLIF+PPS

石井 賢先生

斎藤 貴徳先生

山田 宏先生

受講者（敬称略） 所属先
受講者年数
平井 敬悟
横浜市立みなと赤十字病院 整形外科 5年
藤原 裕一郎
関西医科大学附属滝井病院
2年

受講者希望
MIS TLIF, PLIF
MIS-TLIF,XLIF

有住 文博

関西医科大学附属滝井病院

9年

MIS-TLIF

白神 宗男

豊川市民病院 整形外科

6年

PPS(可能ならXLIF）

菊池 孝幸

北上済生会病院 整形外科

11年

MIS-PLIF

寒川 翔平

関西医科大学附属滝井病院

1年

MIS-PLIF

伊藤 陽平

横浜南共済病院 整形外科

XLIF、OLIFなど

今村 隆太

公立学校共済組合 九州中央病院

和田 明人
山元 駿
山田 一成

14年

MIS-TLIF,XLIF

北原 功雄

東邦大学医学部整形外科学
独立行政法人国立病院機構 宇都宮
美濃市立美濃病院
福島県立医科大学会津医療センター
整形外科・脊椎外科学講座
千葉徳洲会脳神経外科

11年
医師10年、整
形外科8年
24年
医師7年
8年

26年

松井 寛樹

名古屋第二赤十字病院 整形外科

8年

XLIF
ニューベイシブジャパン株式会社
頚椎MIS(MICEPS), XLIF/OLIFア
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
プローチを用いたcorpectomy,
デピューシンセス スパイン事業部
MIS-VCR,PSO

大西 惟貴

東京都立多摩総合医療センター

7年

小松 淳

テーブル5

側臥位

XLIF+PPS

高野 裕一先生
蜂谷 裕道先生

協賛メーカー
日本ストライカー株式会社
京セラメディカル株式会社

メドトロニック・ソファモアダネック株式会社

OLIF, XLIF, PED
LIF (XLIF, OLIF)
XLIF
MIS-TLIF,XLIF

PPS, XLIF

ニューベイシブジャパン株式会社

