
学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1980.11.14
〜15

第55回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

愛媛県 円錐に発⽣したcapillary hemanginomaの⼀症例について
徳島⼤学医学部整形外科
学教室 ⼭岡賢児

⾼⽥広⼀郎、⽵内錬⼀、井形⾼明 浜脇病院 整形外
科 ⽶澤元實

1980.11.29
〜30

第13回  中国・四国整形外科学会 岡⼭県 胸椎部OYLのCT像の検討
徳島⼤学医学部整形外科
学教室 ⼭岡賢児

⾼⽥広⼀郎、⽵内錬⼀、井形⾼明 浜脇病院整形外
科 ⽶澤元実

1981.11.05
〜06

第57回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

岡⼭市 腰椎椎間板ヘルニアを伴ったredundant nerve rootsの１例
⽶澤 元實 浜脇純⼀

1981.11.28
〜29

第14回  中国・四国整形外科学会 愛媛県 初期治療に問題のあった⾻折症例の治療経験
浜脇 純⼀ ⽶澤元實

1981.11.28
〜29

第14回  中国・四国整形外科学会 愛媛県 腰椎部ミエロパチー（OPLL,OYL）のミエログラフィーの検討

愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 ⼭岡賢児

中村精⼀、敦賀⼀郎 徳島⼤学医学部整形外科学教
室 井形⾼明、⾼⽥広⼀郎 徳島市⺠病院 整形外科
成瀬章 浜脇病院整形外科⽶澤元実、浜脇純⼀

1981.11.28
〜29

第14回  中国・四国整形外科学会 愛媛県
ミエログラフィーが誘因と思われるLumbar Adhesive Archnoiditisの１
治験例

⽶澤 元實 浜脇純⼀

1982.11.19
第59回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

徳島県 腰椎椎間板ヘルニアに対するＬｏｖｅ法の⼯夫について
⽶澤 元實 浜脇純⼀ ⼩松島⾚⼗字病院 成瀬章 中⻄整形外科

渡辺修⾝

1982.11.19
第59回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

徳島県 脳幹部症状を呈したＲ.A.（⾼度頚椎変化）の⼿術例

愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 ⼭岡賢児、中村
精⼀、森本聡

浜脇病院整形外科 ⽶澤元實

1982.11.27
〜28

第15回  中国・四国整形外科学会 ⼭⼝県 Lumbar Adhesivearachnoiditis

⽶澤 元實 浜脇純⼀、坂出回⽣病院整形外科 ⼩川維⼆、丸⻲
吉⽥病院整形外科 吉⽥善紀、愛媛県⽴伊予三島病
院整形外科 ⼭岡賢児

1983.05.28
第60回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

京都市 胸椎部脊髄症（OYL）の動的因⼦の検討  −第2報−
⽶澤 元實 愛媛県⽴伊予三島病院整形外科 ⼭岡賢児

1983.11.10
第61回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

⾦沢市 頚椎運動と頚髄⾎管系に関する実験的研究 −頚椎前⽅固定群について−

坂出回⽣病院整形外科
寺前俊樹

⼩川維⼆、⻄川浩、⻑⽥⼤助 浜脇病院整形外科
⽶澤元實 愛媛県⽴伊予三島病院整形外科 ⼭岡賢
児

1984.04.27
〜28

第62回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

⼤阪市 急性中⼼性頚髄損傷症候群の⼿術治療
愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 森本  聰

⼭岡賢児、中村精⼀ 浜脇病院整形外科 ⽶澤元實、
浜脇純⼀

1984.04.27
〜28

第62回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

⼤阪市 正常雑種成⽝の頚椎前後屈運動と頚髄負荷圧に関する実験的研究

坂出回⽣病院整形外科
⻄川浩、⼩川維⼆、寺前
俊樹、⻑⽥⼤助

浜脇病院整形外科 ⽶澤元實 愛媛県⽴伊予三島病院
整形外科 ⼭岡賢児

1984.04.27
〜28

第62回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

⼤阪市 腰椎椎間板ヘルニアと周辺疾患について
⽶澤 元實 浜脇純⼀、⼤森啓司 愛媛県⽴伊予三島病院整形外

科 ⼭岡賢児 坂出回⽣病院整形外科 ⼩川維⼆

1984.04.27
〜28

第62回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

⼤阪市 雑種成⽝の髄内動脈分布に関する実験的研究

坂出回⽣病院 整形外科
寺前俊樹、⼩川維⼆、⻄
川浩、⻑⽥⼤助

浜脇病院  整形外科 ⽶澤元實 愛媛県⽴伊予三島病
院  整形外科 ⼭岡賢児



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1984.06.21
〜24

第57回  ⽇本整形外科学会 札幌市 雑種⽝の動的因⼦と頚髄負荷圧に関する実験的研究
愛媛県⽴伊予三島病院
整形外科 ⼭岡賢児

森本総、樋笠靖、松本周⼀ 浜脇病院整形外科 ⽶澤
元實

1984.06.21
〜24

第57回  ⽇本整形外科学会 札幌市 頚椎椎⼸切除の髄内⾎管系に及ぼす影響に関する実験的研究

坂出回⽣病院 整形外科
寺前俊樹、⼩川雄⼆、⻄
川浩、⻑⽥⼤助

浜脇病院整形外科 ⽶澤元實 愛媛県⽴伊予三島病院
整形外科 ⼭岡賢児

1984.11.15
第63回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

島根県 いわゆるcervical anginaの⼿術症例の検討
愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 森本総

⼭岡賢児、松本周⼀ 浜脇病院整形外科 ⽶澤元實

1984.11.17
〜18

第17回  中国・四国整形外科学会 ⾼松市 腰椎後⽅固定術の適応と予後
浜脇 純⼀ ⽶澤元實、⼤森啓司

1984.11.17
〜18

第17回  中国・四国整形外科学会 ⾼松市 腰椎根周辺の静脈瘤について
⽶澤 元實 浜脇純⼀、⼤森啓司

1985.04.06
〜08

第58回  ⽇本整形外科学会 岐⾩市 外傷性脊髄不全損傷と脊髄⾎管造影像
坂出回⽣病院整形外科
⼩川雄⼆

寺前俊樹、⻄川浩、⻑⽥⼤助 浜脇病院整形外科 ⽶
澤元實 愛媛県⽴伊予三島病院整形外科 ⼭岡賢児

1985.05.30
〜31

第64回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

名古屋市 脊髄⾎⾏より⾒た多発性⾻髄腫の1剖検例
愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 森本聡

⼭岡賢児 浜脇病院整形外科 ⽶澤元實

1985.11.14
第65回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

倉敷市 ⾼齢者における頚椎症性頚髄症の⼿術成績の検討
愛媛県⽴伊予三島病院整
形外科 樋笠靖

⼭岡賢児、松本周⼀ 浜脇病院整形外科 ⽶澤元實

1986.10.30
第67回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

富⼭市 脊椎⼿術の⿇痺悪化例について
⽶澤 元實 浜脇純⼀、⼤森啓司 愛媛県⽴伊予三島病院整形外

科 ⼭岡賢児 佐藤病院整形外科 佐藤俊久

1987.05.22
第68回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

名古屋市 ⾼齢者の半⽉板切除術について
吉⽥病院整形外科 吉⽥
善紀

浜脇病院整形外科 ⼤森啓司、⽶澤元実、浜脇純⼀
愛媛県⽴伊予三島病院整形外科 ⼭岡賢児

1987.06.12 第27回  ⻄⽇本脊椎研究会 広島市
腰椎疾患に対するミエログラフィーと選択的神経根造影同時併⽤の有⽤
性について

⽶澤 元實 ⼤森啓司、岡義春、浜脇純⼀

1987.06.12 第27回  ⻄⽇本脊椎研究会 広島市 腰椎疾患における術後神経障害の悪化例について
⼤森 啓司 浜脇純⼀、岡義春、⽶澤元實

1987.12.26 第129回  広島整形外科研究会 広島市 Extraforaminal lateral disic herniationの1例
敦賀 ⼀郎 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼤森啓司、成沢研⼀郎

1987.12.26 第129回  広島整形外科研究会 広島市 ⾻付き膝蓋靭帯と⼈⼯靭帯によるACL再建術
成沢 研⼀郎 敦賀⼀郎、⼤森啓司、⽶澤元實、浜脇純⼀

1988.03.05 第130回  広島整形外科研究会 広島市 ⼤腿⾻頭辷り症の2症例
成沢 研⼀郎 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼤森啓司、敦賀⼀郎



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1988.04.01
〜03

第61回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

京都市 50歳以上の内側半⽉板切除術の有⽤性について
⼤森 啓司 浜脇純⼀、⽶澤元實、敦賀⼀郎、成沢研⼀郎 吉⽥

病院整形外科 吉⽥善紀

1988.04.01
〜03

第61回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

京都市 前⼗字靭帯機能不全と脛⾻の回旋肢位について
吉⽥病院 整形外科 吉⽥
善紀

浜脇病院整形外科 ⼤森啓司、⽶澤元實、浜脇純⼀
愛媛県⽴伊予三島病院整形外科 ⼭岡賢児

1988.05.28
〜29

第75回  ⻄⽇本整形外科・災害外科
学会

福岡県 腰椎椎間板ヘルニアにおける神経根造影の意義について
成沢 研⼀郎 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼤森啓司、敦賀⼀郎

1988.11.30 第133回  広島整形外科研究会 広島市 急速に進⾏した⾼齢者における股関節破壊の⼀例
敦賀 ⼀郎 ⽥中裕三、⼤森啓司、⽶澤元實、浜脇純⼀

1988.11.30 第133回  広島整形外科研究会 広島市 反対側の根症状を呈した腰椎椎間板ヘルニアの⼀症例
⽥中 裕三 敦賀⼀郎、⼤森啓司、⽶澤元實、浜脇純⼀

1989.01.21 第134回  広島整形外科研究会 広島市 ⼤菱形⾻単独⾻折の⼀例

⽥中 裕三 敦賀⼀郎、⼤森啓司、⽶澤元實、浜脇純⼀ 広島県
⽴⾝体障害者リハビリテーションセンター ⽔関隆
也

1989.07.01 第136回  広島整形外科研究会 広島市 バトミントン選⼿にみられたACL再建（前⼗字靭帯損傷）の⼀例

⽩形 陽⽣ 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀
⼀郎、 付⽟忠、⽥中裕三、福⽥昇司、⼭中⼀誠、
沖本信和

1989.07.01 第136回  広島整形外科研究会 広島市 外顆軟⾻損傷を伴う若年者の外側円板状半⽉板損傷の⼀例

⽩形 陽⽣ 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀
⼀郎、 付⽟忠、⽥中裕三、福⽥昇司、⼭中⼀誠、
沖本信和

1989.09.30 第137回  広島整形外科研究会 広島市 治療に難渋した線維性⾻異形成の⼀例

⽩形 陽⽣ 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、付⽟忠、⼭中⼀誠、沖本信
和

1989.09.30 第137回  広島整形外科研究会 広島市 第⼀楔状⾻および⾈状⾻に腫瘍陰影を呈した痛⾵結節の⼀例

沖本 信和 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、付⽟忠、⽩形陽⽣、⼭中⼀
誠

1989.09.30 第137回  広島整形外科研究会 広島市 外傷性⼤腿⾻⾻頭⾻折に対するダイナミック・ステイプルの使⽤経験

⼭中 ⼀誠 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、
敦賀⼀郎、⼤森啓司、⽩形陽⽣、沖本信和、付⽟
忠

1989.10.12
〜13

第73回 中部⽇本整形外科災害外科
学会

⾹川県 Extraforminal Lumbar Disc Herniationの臨床症状と診断について
敦賀 ⼀郎 ⽩形陽⽣、福⽥昇司、⽥中裕三、⼤森啓司、⼭地

善紀、⽶澤元實、浜脇純⼀

1989.11.11 第42回  広島医学会総会 広島市 陳旧性肩腱板損傷の治療について

沖本 信和 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀
⼀郎、付⽟忠、⽩形陽⽣、⼭中⼀誠 産業医科⼤学
整形外 ⼩林靖幸

1989.11.11 第42回  広島医学会総会 広島市 膝後⼗字靭帯再建術について

⼭中 ⼀誠 沖本信和、⽩形陽⽣、付⽟忠、
敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1989.11.17
〜18

第22回  中国・四国整形外科学会 岡⼭市 変形性膝関節症の単純X線像（特に⾻棘形態）と関節造影所⾒について
⼤森 啓司 ⼭地善紀、敦賀⼀郎、⽶澤元實、浜脇純⼀



学会 医局
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1989.11.17
〜18

第22回 中国・四国整形外科学会 岡⼭市 脊髄くも膜嚢腫の⼀例（術中エコー像について）
敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、⽥中裕三、⼤森啓司、浜脇純⼀

1989.11.25 第138回  広島整形外科研究会 広島市 伸展制限をきたした膝関節内腫瘍の⼀例

付  ⽟忠 ⼭中⼀誠、沖本信和、⽩形陽⽣、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1989.11.25 第138回  広島整形外科研究会 広島県 腹部⼤動脈瘤を合併した腰椎椎間板ヘルニアの⼀例

沖本 信和 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀
⼀郎、付⽟忠、⽩形陽⽣、⼭中⼀誠 広島市松本
内科・胃腸科 松本隆充 広島市⺠病院⼼臓⾎管外
科 ⼤庭治

1990.02.24 第139回  広島整形外科研究会 広島市 アキレス腱⾻化症について

沖本 信和 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼭地善紀、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、付⽟忠、⼭中⼀誠、⽩形陽
⽣

1990.02.24 第139回  広島整形外科研究会 広島市 単純Ｘ線像よりみた膝OAに対するアルツの有効性
⼭中 ⼀誠 沖本信和、⽩形陽⽣、敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地

善紀、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990.04.15
第63回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

名古屋市 膝OAの関節動揺性について
⽩形 陽⽣ ⼭地善紀、⼤森啓司、⼭中⼀誠、沖本信和、敦賀

⼀郎、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990.04.15
第63回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

名古屋市 ACL再建後のスポーツ能⼒
⼤森 啓司 ⼭地善紀、敦賀⼀郎、⽩形陽⽣、⼭中⼀誠、沖本

信和、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990.05.11
〜12

第74回  中部⽇本整形外科・災害外
科学会

名古屋市 下肢の回旋異常について
⽩形 陽⽣ ⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀⼀郎、⽶澤元實、浜脇

純⼀

1990.05.11
〜12

第74回  中部⽇本整形外科・災害外
科学会

名古屋市 腰部脊柱管狭窄症における⽔野式プレートの使⽤経験
敦賀 ⼀郎 ⼭中⼀誠、沖本信和、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990.06.22
〜23

第79回  ⻄⽇本整形外科災害外科学
会

福岡県
関節造影所⾒よりみた変形性膝関節症に対する⾼分⼦量ヒアルロン酸ナ
トリウム製剤の有効性

⼭中 ⼀誠 沖本信和、⽩形陽⽣、⼤森啓司、敦賀⼀郎、⼭地
善紀、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990.06.22
〜23

第79回  ⻄⽇本整形外科災害外科学
会

福岡県 ⾈状⾻⾻折治療の検討−観⾎的⾻接合術を中⼼に−

沖本 信和 ⼭中⼀誠、⽩形陽⽣、敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地
善紀、⽶澤元實、浜脇純⼀、広島県リハビリテー
ションセンター ⽔関隆也

1990.06.24 第33回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡県 腰部脊柱管狭窄症⼿術症例の検討（3年以上経過例について）
敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、沖本信和、⼭中⼀誠、⽩形陽⽣、⼤森

啓司、⼭地善紀、浜脇純⼀

1990.06.30 第141回  広島整形外科研究会 広島市 内外側円板状半⽉板損傷の⼀例

⼭中 ⼀誠 沖本信和、⽩形陽⽣、岡本健、
敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1990.06.30 第141回  広島整形外科研究会 広島市 ケネディLAD⼈⼯補綴材による膝靭帯再建術

⽩形 陽⽣ ⼭地善紀、⼤森啓司、沖本信和、
⼭中⼀誠、岡本健、敦賀⼀郎、⽶澤元實、浜脇純
⼀

1990.06.30 第141回  広島整形外科研究会 広島県 治療に難渋した⼈⼯膝関節置換術後の⼤腿⾻顆上⾻折の⼀例

⽩形 陽⽣ 浜脇純⼀、⼭地善紀、⽶澤元實、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、岡本健、⼭中⼀誠、沖本信
和



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1990.10.17
〜18

第75回  中部⽇本整形外科・災害外
科学会

⾼知市 壮年期における初期変形性膝関節症の関節鏡視像について
⼤森 啓司 ⼭地善紀、⽩形陽⽣、⼭中⼀誠、⽶澤元實

1990.10.17
〜18

第75回  中部⽇本整形外科・災害外
科学会

⾼知市 鏡視像よりみた壮年期膝OAにおける鏡視下内側半⽉板切除術の限界
⼭地 善紀 ⼭中⼀誠、沖本信和、⼤森啓司、敦賀⼀郎

1990.10.19 第34回  ⻄⽇本脊椎研究会 ⾼知市 脊髄および⾺尾腫瘍症例の検討
敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、磯崎泰伸、⼭中⼀誠、⽩形陽⽣

1990.10.27 第17回  バイオメカニクス研究会 名古屋市 変形性膝関節症における下肢の回旋について
⽩形 陽⽣ ⼭中⼀誠、⼤森啓司、浜脇純⼀

1990.11.23
〜24

第23回  中国・四国整形外科学会 愛媛県 膝蓋内側滑膜ヒダの損傷機序

⼭中 ⼀誠 磯崎泰伸、⽩形陽⽣、岡本健、
敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1990.11.23
〜24

第23回  中国・四国整形外科学会 愛媛県 ⼈⼯膝関節置換後の⼤腿⾻顆上⾻折の治療

⽩形 陽⽣ 浜脇純⼀、⼭地善紀、⽶澤元實、
⼤森啓司、敦賀⼀郎、岡本健、⼭中⼀誠、沖本信
和

1990.11.23
〜24

第23回  中国・四国整形外科学会 愛媛県 下腿⾻⾻折後の感染症遷延治療および偽関節の治療経験

磯崎 泰伸 清⽔秀樹、⼭中⼀誠、⽩形陽⽣、岡本健、敦賀⼀
郎、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇純⼀ 広
島県⽴リハビリテーションセンター ⽔関隆也

1991.03.09
第2回  徳島⼤学⼩児整形外科疾患研
究会

徳島市 １２歳の膝蓋⾻⾻軟⾻⾻折の⼀例

清⽔ 秀樹 磯崎泰伸、⽩形陽⽣、岡本健、
敦賀⼀郎、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1991.04.18
〜21

第64回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

京都市 ⾻棘形態より⾒た内側型膝OAの関節内所⾒とその進⾏について

⼤森 啓司 ⼭地善紀、⽩形陽⽣、岡本健、
磯崎泰伸、清⽔秀樹、敦賀⼀郎、⽶澤元實、浜脇
純⼀

1991.05.24
第76回  中部⽇本整形外科・災害外
科学会

名古屋市 膝内障における下肢の回旋
⽩形 陽⽣ ⼭地善紀、⼤森啓司、敦賀⼀郎、岡本健

1991.07.07 第35回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡市 Extraforminal Lumbar Disc Herniationの鑑別と治療について

敦賀 ⼀郎 清⽔秀樹、磯崎泰伸、⽩形陽⽣、
岡本健、⼤森啓司、⼭地善紀、⽶澤元實、浜脇純
⼀

1991.10.04
〜05

第77回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

福井市 前⼗字靭帯再建後のＸ線像の変化について
清⽔ 秀樹 ⼤森啓司、岡本健、⼭地善紀、浜脇純⼀

1992.06.05 第37回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡県 腰椎分離症に対する⼿術症例の検討
敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、筒井隆夫、⾼原茂之、岡本健、⼤森啓

司、浜脇純⼀

1992.06.20 第149回  広島整形外科研究会 広島市 左外側半⽉板より⽣じたガングリオンの⼀例
筒井 隆夫 浜脇純⼀、⽶澤元實、岡本健、⼤森啓司、敦賀⼀

郎、⾼原茂之

1993.06.19 第39回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡県 頚椎神経根症の保存的治療の検討
敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、⽵内⼀哉、⾼原茂之、⼤森啓司、岡本

健、浜脇純⼀



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1994.07.16 第157回  広島整形外科研究会 広島市 踵⾻⾻折を伴った⾜関節脱⾅⾻折の⼀例
⾼橋 光彦

1994.07.16 第157回  広島整形外科研究会 広島市 距⾻⾻折を伴った⾜関節脱⾅⾻折の⼀例
⾼橋 光彦

1994.11.19
〜20

第27回  中国・四国整形外科学会 ⾹川県 当院における頚椎経⽪的髄核摘出術の実際
⾼橋 光彦 浜脇純⼀、村瀬正昭

1994.12.10 第7回 九州スポーツ医・科学会 福岡県
スポーツ現場におけるスポーツドクターの役割について−ハンドボール
スポーツドクターの経験から−

産業医科⼤学 整形外科
沖本信和

⻄⽥智、鈴⽊勝⼰ 産業医科⼤学保健体育学科 市川
孝夫 浜脇病院整形外科 浜脇純⼀、岡本健

1995.03.11 第159回  広島整形外科研究会 広島市
中壮年者⼤腿⾻頚部内側⾻折に対する⾻接合術施⾏例の術後経過につい
て

⾼橋 光彦

1995.04.22 第17回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 腰椎類⾻腫の⼀例
⾼橋 光彦

1995.06.30
〜07.01

第21回  ⽇本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会
学術集会

千葉県
腰椎椎間板ヘルニアに対する経⽪的髄核摘出術後のスポーツ復帰につい
て

阪⽥ 武志 村瀬正昭、岡本健、浜脇純⼀

1995.06.30
〜07.01

第21回  ⽇本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会
学術集会

千葉県
第12回広島アジア競技⼤会  ⼥⼦ハンドボールチームドクターとしての
報告

岡本  健 浜脇純⼀、阪⽥武志、村瀬正昭、⾼橋光彦

1995.08.13
第7回  徳島⼤学脊椎外科カンファレ
ンス

徳島県 腰椎Instrumentation Surgeryの適応と実際

村瀬 正昭 浜脇純⼀、岡本健、⼭中⼀誠、
筋⽥憲⼆、⾼橋光彦、桐野義則、⾺庭宣隆、吉岡
徹

1995.10.14
第4回  ⽇本脊椎インストゥルﾒﾝﾃｰ
ｼｮﾝ研究会

東京都
腰椎変性及び分離辷り症に対するpedicular screw systemを⽤いた⼿術治
療の検討

⾼橋 光彦 村瀬正昭、浜脇純⼀

1995.11.18
〜19

第28回  中国・四国整形外科学会 広島市 腰椎椎間板ヘルニアに対する⾃動経⽪的椎間板摘出術の検討

吉岡 徹 村瀬正昭、浜脇純⼀、岡本健、
筋⽥憲⼆、⼭中⼀誠、⾼橋光彦、桐野義則、⾺庭
宣隆

1995.11.26
第10回  中国・四国リハビリテー
ション研究会

倉敷市
腰椎椎間板ヘルニアに対する経⽪的髄核摘出法
（Percutaneousnucleotomy）後のリハビリテーション

⾼橋 光彦 村瀬正昭、吉岡徹、浜脇純⼀、豊嶋伸介、川波賢
⼀、⽥辺利⾹

1995.12.02
〜03

第90回  ⻄⽇本整形外科・災害外科
学会

⼭⼝県 下腿⾻遠位部粉砕⾻折に対するレジン創外固定法の治療成績
筋⽥ 憲⼆ 浜脇純⼀、岡本健、桐野義則、吉岡徹

1995.12.02
〜03

第90回  ⻄⽇本整形外科・災害外科
学会

⼭⼝県 ⼤腿⾻⾻頭辷り症の術後抜釘に難渋した2症例
岡本  健 ⾼橋光彦、筋⽥憲⼆、桐野義則、吉岡徹

1996.02.17 第7回  広島スポーツ医学研究会 広島市
第12回  広島アジア競技⼤会⼥⼦ハンドボールチームドクターとしての
medical supportの経験

岡本  健 浜脇純⼀、⾼橋光彦、吉岡徹 産業医科⼤学整形外
科 沖本信和



学会 医局
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1996.03.01 広島県スポーツトレーナー協会 広島市 スポーツトレーナーの現状
浜脇 純⼀

1996.03.09
第8回  ⽇本経⽪的椎間板摘出術研究
会

東京都 ⾃動経⽪的椎間板摘出術の脱出ヘルニアに対する適応と成績

吉岡 徹 村瀬正昭、浜脇純⼀、岡本健、
筋⽥憲⼆、⼭中⼀誠、⾼橋光彦、桐野義則、⾺庭
宣隆

1996.03.23 第18回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 腰椎椎間板ヘルニアに対する⾃動経⽪的椎間板摘出術の検討

吉岡 徹 村瀬正昭、浜脇純⼀、岡本健、
筋⽥憲⼆、⼭中⼀誠、⾼橋光彦、桐野義則、⾺庭
宣隆

1996.04.11
第69回  ⽇本整形外科学会  学術集
会

東京都 腰椎変性疾患に対するInstrumentation Surgeryの適応と合併症
村瀬 正昭 浜脇純⼀、岡本健、⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆、⾼橋光

彦、桐野義則、吉岡徹

1996.05.30
〜31

第96回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

奈良県 同⼀下肢複合⾻折の治療経験
桐野 義則 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⼭中⼀誠、筋⽥憲

⼆

1996.08.11
第8回  徳島⼤学脊椎外科カンファレ
ンス

徳島市 脊椎圧迫⾻折と超⾳波⾻密度測定装置による⾻塩量との関連
筋⽥ 憲⼆ 村瀬正昭、浜脇純⼀、岡本健、⼭中⼀誠、森本

弘、⾼橋光彦、有⽥忍

1996.08.28
〜30

第22回  ⽇本整形外科スポーツ医学
会

つくば市
腰椎椎間板ヘルニア術後のスポーツ復帰の⽐較検討  経⽪的髄核摘出術
とLOVE法との⽐較

⾼橋 光彦 村瀬正昭、吉岡  徹、浜脇純⼀

1996.08.31
〜09.01

第29回  脊椎同好会 東京都 腰椎変性疾患に対するPS法の適応と合併症対策
村瀬 正昭

1996.10.03
〜04

第87回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

岡⼭県 鎖⾻⾻折の治療成績の検討
⾼橋 光彦 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⼭中⼀誠、森本弘

1996.10.03
〜04

第87回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

岡⼭県
⾼齢者（65歳以上）の腰部脊柱管狭窄症の⼿術成績とその問題点につい
て

森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⾼橋光彦

1996.10.04
〜05

第44回  ⽇本災害医学会 東京都 ハンドボール男⼦トッププレイヤーにおける⾜関節障害について
産業医科⼤学 整形外科
沖本信和

⻄⽥智、岡崎雄⼀、岡部聡、肱岡昭彦、
中村利孝 浜脇病院整形外科 浜脇純⼀、岡本健

1996.10.26
第5回  ⽇本脊椎インストゥルﾒﾝﾃｰ
ｼｮﾝ研究会

東京都 腰椎Pedicle Screw Systemの合併症予防対策に関する術中の⼩⼯夫
村瀬 正昭 ⾼橋光彦、浜脇純⼀

1996.11.09 第49回  広島医学会総会 広島市 脊椎圧迫⾻折と超⾳波⾻密度測定装置による⾻塩量との関連
筋⽥ 憲⼆ 村瀬正昭、浜脇純⼀、岡本健、⼭中⼀誠、森本

弘、⾼橋光彦、有⽥忍

1996.11.10 第29回  中国・四国整形外科学会 徳島市 経⽪的髄核摘出術による頚椎radiculopathyの治療成績
⾼橋 光彦 村瀬正昭、岡本健、⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆、森本

弘、有⽥忍、浜脇純⼀

1996.11.30
〜12.01

第46回  ⻄⽇本脊椎研究会 沖縄県 腰椎変性疾患に対するPedicle Screw Systemの合併症と術中の予防対策
⾼橋 光彦 村瀬正昭、浜脇純⼀



学会 医局
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1997.02.01 第8回  広島スポーツ医学研究会 広島市 ひろしま国体のmedical supportの経験−ハンドボール競技を中⼼に−
有⽥  忍 浜脇純⼀、村瀬正昭、⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆、森本

弘、⾼橋光彦

1997.02.01 第8回  広島スポーツ医学研究会 広島市 ゴルフ中に発症した前脛⾻筋⽪下断裂の１例について
森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、筋⽥憲⼆、⼭中⼀誠、⾼橋

光彦、有⽥忍 岡本整形外科クリニック 岡本健

1997.03.08
第9回  ⽇本経⽪的椎間板摘出術研究
会

東京都 透析患者における難治性腰椎椎間板炎に対するAPLDの⼀治験例
有⽥  忍 村瀬正昭、浜脇純⼀、筋⽥憲⼆、森本  弘、⼭中⼀

誠、⾼橋光彦

1997.03.08
第9回  ⽇本経⽪的椎間板摘出術研究
会

東京都
腰椎板ヘルニアに対する⾃動経⽪的椎間板摘出術（APLD）の治療成績
からみた適応

村瀬 正昭 ⾼橋光彦、有⽥忍

1997.03.15 第167回  広島整形外科研究会 広島市
脛⾻⾻幹部⾻折におけるｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ型髄内釘(ICﾈｲﾙ)の使⽤
経験

森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、

1997.04.10
〜11

第88回  中部⽇本整形外科災害外科
学会

名古屋 腰部脊柱管の排尿障害の検討（超⾳波膀胱容量測定装置を⽤いて）
森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⾼橋光彦

1997.04.18
〜19

第26回  ⽇本脊椎外科学会 横浜市
腰椎疾患による神経因性膀胱の評価法の⼯夫（超⾳波膀胱容量測定装置
を⽤いて）

森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆、⾼橋
光彦、有⽥ 忍

1997.05.15
〜16

第23回  ⽇本整形外科スポーツ医学
会

横浜市 成⻑期サッカー選⼿の⾻強度と体脂肪率
村瀬 正昭 浜脇純⼀、⾼橋光彦 おかもと整形外科クリニック

岡本健

1997.06.06 第47回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡県 腰椎再⼿術の原因と対策
村瀬 正昭 林義裕、⾼橋光彦、浜脇純⼀

1997.06.07
〜08

第93回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 北九州市 上腕⾻⾻幹部⾻折に対するエンダー釘による治療経験
筋⽥ 憲⼆ ⼭中⼀誠、⾼橋光彦、有⽥忍、浜脇純⼀

1997.06.07
〜08

第93回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 北九州市 Nex Gen型⼈⼯膝関節の短期成績
⼭中 ⼀誠 ⾼橋光彦、筋⽥憲⼆、有⽥忍、浜脇純⼀ おおもり

整形外科クリニック ⼤森啓司

1997.06.07
〜08

第93回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 北九州市 脛⾻⾻幹部⾻折の治療成績の⽐較検討
⾼橋 光彦 ⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆、有⽥ 忍、浜脇純⼀ 岡本整形

外科クリニック 岡本健

1997.06.28 第168回  広島整形外科研究会 広島市
Steffee型のPladicle screw plating（以下Steffee）＋後側⽅固定術（以下
PLE）後に スクリュー破損を来した⼀例

油形 公則

1997.06.28 第168回  広島整形外科研究会 広島市 腰椎椎間板と交通がみられた脊柱管内脳腫の1例
⾼橋 良正

1997.08.17 第9回  徳⼤脊椎外科カンファレンス 徳島市 ⾼齢者の腰部脊柱管狭窄症の⼿術成績とその問題点について
森本 弘  



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1997.09.27 第169回  広島整形外科研究会 広島市 ガングリオンによる肩甲上神経⿇痺の1例
吉武 明⼈ 橋本卓、⼭中⼀誠、⾼橋良正、浜脇純⼀

1997.11.08
〜09

第30回  中国・四国整形外科学会 出雲市 繊維輪脱出ヘルニアに及ぼす因⼦の検討
林  義裕 村瀬正昭、⼭中⼀誠、油形公則、浜脇純⼀

1997.11.08
〜09

第30回  中国・四国整形外科学会 出雲市 ⼈⼯膝関節における術後回収式⾃⼰⾎輸⾎について
⼭中 ⼀誠 油形公則、林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

1997.11.08
〜09

第30回  中国・四国整形外科学会 出雲市 下腿近位に発⽣した巨⼤嚢腫様病変の1例
油形 公則 村瀬正昭、⼭中⼀誠、林義裕、浜脇純⼀

1997.11.22 第21回  広島脊椎脊髄セミナー 広島市 ⾼齢者腰部脊柱管狭窄症の排尿障害の検討
林  義裕

1997.11.28
〜29

第94回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 ⽶⼦市 ガングリオンによる肩甲上神経⿇痺の2例
吉武 明⼈ 橋本卓、⼭中⼀誠、⾼橋良正、浜脇純⼀

1997.11.28
〜29

第94回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 ⽶⼦市 腰椎椎間板と交通がみられた脊柱管内嚢腫の1例
⾼橋 良正 橋本卓、⼭中⼀誠、吉武明⼈、浜脇純⼀

1997.12.06 第7回 広島股関節研究会 広島市 HUCKSTEP HIPSYSTEMを⽤いた⼈⼯関節再置換術の⼩経験
油形 公則 浜脇純⼀、村瀬正昭、橋本卓、⼭中⼀誠、吉武明

⼈、林 義裕、⾼橋良正

1998.02.14 第9回  広島スポーツ医学研究会 広島市 当院におけるスノーボード外傷の検討
林  義裕 浜脇純⼀、村瀬正昭、⼭中⼀誠、吉武明⼈、⾼橋

良正、油形公則

1998.02.15 第23回  広島県病院学会 広島市 当院での腰椎椎間板ヘルニアに対する⼿術療法及びその術後成績
油形 公則 村瀬正昭、橋本卓、⼭中⼀誠、吉武明⼈、林義

裕、⾼橋良正、浜脇純⼀

1998.03.14 第171回  広島整形外科研究会 広島市 Miller-Galante Ⅰ型⼈⼯膝関節置換術後にメタローシスをきたした１例
油形 公則

1998.04.17 第71回  ⽇本整形外科学会 学術集会 徳島県 腰部脊柱管狭窄症の排尿障害に対する新しい他覚的評価⽅法

林  義裕 村瀬正昭、森本弘、橋本卓、⼭中⼀誠、吉武明
⼈、⾼橋良正、油形公則、
浜脇純⼀

1998.05.24 第22回  広島脊椎脊髄セミナー 広島市 透析患者における難治性腰椎椎間板に対するAPLDの１治験例
林  義裕

1998.05.28
〜30

第35回  ⽇本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会  学
術集会

⻘森県 腰椎治療判定基準における排尿障害の新しい評価法の試み
村瀬 正昭 林  義裕、浜脇純⼀

1998.06.06 第172回  広島整形外科研究会 広島市 脊髄硬膜外⾎腫の1例
油形 公則



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1998.06.18 第27回  ⽇本脊椎外科学会 札幌市 腰部脊柱管狭窄症の他覚的排尿障害の検討
林  義裕

1998.07.04 第49回  ⻄⽇本脊椎研究会 ⾼松市 透析患者における難治性腰椎椎間板炎に対するAPLDの⼀治験例
林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀

1998.08.16
第10回  徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島県 MRIからみた腰椎椎間板ヘルニア再⼿術の検討
村瀬 正昭

1998.08.16
第10回  徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 化膿性椎間板炎に対するＡＰＬＤの使⽤経験
油形 公則

1998.08.29 第31回  脊椎外科同好会 熊本市 腰部脊柱管狭窄症における排尿障害の新しい評価法
村瀬 正昭

1998.09.12 第23回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 頚椎椎間板ヘルニアに対する経⽪的髄核摘出術の治療経験
林  義裕

1998.10.11 第33回  ⽇本パラプレジア医学会 北海道 腰部脊柱管狭窄症における排尿障害 −⻑期経過観察例−
林  義裕 村瀬正昭、油形公則、浜脇純⼀

1998.10.11 第33回  ⽇本パラプレジア医学会 北海道 脊髄硬膜外⾎腫の1例
油形 公則 村瀬正昭、林  義裕、浜脇純⼀

1998.11.07
〜08

第96回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 ⿅児島 ⼿術を要した投球⾻折（⾻幹部⾻折の検討）
名倉 誠朗 沖本信和、⻫藤 淳、今井⼀彦、重野陽⼀、村瀬正

昭、浜脇純⼀

1998.11.14 第31回  中国・四国整形外科学会 ⾼知県 腰椎⻩⾊靭帯⽯灰化症における⾺尾神経障害の検討
林  義裕 村瀬正昭、⼭中⼀誠、油形公則、浜脇純⼀

1998.11.14 第31回  中国・四国整形外科学会 ⾼知県
脊椎損傷⻑期経過後のmalalignmentに対するInstrumentation Surgeryの
⼩経験

油形 公則 村瀬正昭、⼭中⼀誠、林  義裕、浜脇純⼀

1999.02.06 第10回  広島スポーツ医学研究会 広島市 投球⾻折１１例の検討

名倉 誠朗 沖本信和、斎藤淳、今井⼀彦、
重野陽⼀、浜脇純⼀ おかもと整形外科クリニッ
ク 岡本健

1999.02.14 第24回  広島病院学会 広島市 当院における肩鎖関節脱⾅に対するPhemister変法の治療成績

斎藤  淳 名倉誠朗、沖本信和、今井⼀彦、
重野陽⼀、村瀬正昭、林義裕、油形公則、浜脇純
⼀

1999.03.13
第11回  ⽇本経⽪的髄核摘出術研究
会

東京都
腰椎椎間板ヘルニアに対する経⽪的髄核摘出術後のスポーツ復帰状況に
ついて

安岡 宏樹 村瀬正昭

1999.03.13 第24回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 術後５年以内に固定術を要した腰部脊柱管狭窄症の検討
林  義裕



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

1999.05.28
〜29

第25回  ⽇本整形外科スポーツ医学
会

神⼾市 スポーツ選⼿の腰椎椎間板ヘルニアに対する⼿術法の選択と治療成績
村瀬 正昭 重野陽⼀、沖本信和、浜脇純⼀ ⼤森整形外科クリ

ニック ⼤森啓司

1999.06.11
〜12

第97回  ⻄⽇本整形・災害外科学会 福岡市
当院における肩鎖関節脱⾅の治療成績-Phemister変法とCadenat変法の⽐
較−

斎藤  淳 名倉誠朗、沖本信和、今井⼀彦、重野陽⼀、村瀬
正昭、浜脇純⼀

1999.06.18
〜19

第24回  ⽇本⾜の外科学会 東京都
脛⾻⾻幹部ＡＯタイプ分類Ａにおける術式Ender-nail,Inter locking-nail間
の⽐較検討

名倉 誠朗 沖本信和、重野陽⼀、浜脇純⼀

1999.06.26 第51回  ⻄⽇本脊椎研究会 ⻑崎県 術後５年以内に固定術を要した腰部脊柱管狭窄症の検討
林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀

1999.08.15
第11回  徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島県 Subpars wiringを併⽤したIsola⼿術を施⾏した⾼齢者側弯症に１例
板東 和寿 村瀬正昭、今井⼀彦、林義裕、浜脇純⼀

1999.11.05
〜06

第34回  ⽇本パラプレジア医学会 北九州 ⾻粗鬆症胸腰椎粉砕⾻折に対する後⽅固定術の問題点と⼯夫
名倉 誠朗 村瀬正昭、林義裕

1999.11.27 第25回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 ⾼齢者頚髄損傷に対するAtlantis plateの２例
東條 泰明

2000.02.12 第11回  広島スポーツ医学研究会 広島市
スポーツ選⼿の腰椎椎間板ヘルニアに対する⼿術法の選択と治療法 −
PNとLOVE法−

安岡 広樹 村瀬正昭、重野陽⼀、沖本信和、浜脇純⼀ ⼤森整
形外科クリニック ⼤森啓司

2000.02.12 第11回  広島スポーツ医学研究会 広島市 ２椎体にわたる損傷をきたしたchance⾻折の1例
東條 泰明 村瀬正昭、板東和寿、林義裕

2000.03.11 第26回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 ⾼度側弯症に対するSubpars wiringと⽤いた新法
板東 和寿 村瀬正昭、今井⼀彦、林義裕、浜脇純⼀

2000.06.08
〜09

第29回  ⽇本脊椎外科学会 名古屋市 経⽪的髄核摘出術による頚椎椎間板ヘルニアの治療成績
板東 和寿 村瀬正昭、林義裕

2000.06.24 第53回  ⻄⽇本脊椎研究会 広島市 ⾼齢者頚部脊髄症の⼿術成績の検討
⼤橋 ⼀輝 村瀬正昭、林義裕、浜脇純⼀

2000.07.08
第22回  総合せき損センター  夏期
セミナー

福岡市 側弯症に対するsubpars wiringの使⽤経験
村瀬 正昭

2000.08.13
第12回 徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 頚椎椎間板ヘルニアに対する経⽪的髄核摘出術の⼿技と治療成績
板東 和寿 村瀬正昭、⼭中⼀誠、森⽥真也、林義裕、浜脇純

⼀

2000.08.26 第33回  脊椎外科同好会 軽井沢 穿刺により症状改善した脊柱管内嚢腫の⼀例
板東 和寿 村瀬正昭、林義裕



学会 医局
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2000.09.30 第27回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 MRIからみた腰椎椎間板ヘルニア再⼿術の危険因⼦と対策
村⼭  岳 村瀬正昭、重野陽⼀、林義裕、板東和寿、東條泰

明、浜脇純⼀

2000.11.09
〜12

第12回 インドネシア整形外科学会
インドネシ

ア
経⽪的髄核摘出術による頚椎椎間板ヘルニアの治療成績

浜脇 純⼀

2000.11.18
〜19

第100回  ⻄⽇本整形・災害外科学
会

⻑崎市 下腿⾻⾻折に対する横⽌め髄内釘⼿術の治療成績
柳  英浩 村⼭   岳、今井⼀彦、浜脇純⼀

2000.11.18
〜19

第100回  ⻄⽇本整形・災害外科学
会

⻑崎市 超⾼齢者の時期を異にした両側⼤腿⾻転⼦間⾻折に対する１⼿術例
東條 泰明 今井⼀彦、柳英浩、村⼭岳、浜脇純⼀

2001.02.18 第26回  広島県病院学会 広島市 超⾼齢者⼤腿⾻頚部⾻折患者の術後予後調査
東條 泰明 今井⼀彦、浜脇純⼀

2001.03.10 第28回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 胸椎椎間板ヘルニアに対し経⽪的髄核摘出術(ＰＮ)を施⾏した１例
村⼭  岳 村瀬正昭、林義裕、板東和寿

2001.06.29 第55回  ⻄⽇本脊椎研究会 福岡市 ⾻粗鬆症性胸腰椎部破裂⾻折に対する後⽅instrumentation⼿術の問題点
林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀

2001.07.07
第30回  福岡県整形外科医会学術集
会･研究会

福岡市 関節鏡にて⾻⽚を摘出した股関節後⽅脱⾅⾻折の⼀例
武⽥ 俊 産業医科⼤学  整形外科 ⼤⻄英⽣、⽵⽥智則、鶴

上浩、福⽥⽂雄、中村利孝

2001.07.12
〜14

第35回  ⽇本ペインクリニック学会 岐⾩市 硬膜外⿇酔併⽤の有無によるspectral edge frequency（ＳＥＦ90）の⽐較
寺迫 潔

2001.09.22 第185回  広島整形外科研究会 広島市 ⼤腿⾻⾻幹部⾻折における髄内釘近位脱出例の２例
畠⼭ 英嗣 重野陽⼀、今井⼀彦、浜脇純⼀

2001.10.18
〜20

第21回  ⽇本臨床⿇酔学会 横浜市 ＳＥＦ９０を指標とした、全⿇下硬膜外局⿇薬投与の有効性について
寺迫 潔

2001.11.10 第30回  広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 経⽪的髄核摘出術による頚椎椎間板ヘルニアの治療成績
武⽥ 俊 林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2001.12.15 第186回  広島整形外科研究会 広島市 腰椎後⽅固定術後に著明な変性側彎をきたした１症例
ＲＵＫＳＡＬ ＳＡＬＥ
Ｈ、池⽥ 祐⼀

2002.02.02 第13回  広島スポーツ医学研究会 広島市 スポーツ選⼿の疲労⾻折に対して観⾎的治療を施⾏した2症例の検討
村⼭  岳 重野陽⼀、⼤森啓司、⼭中⼀誠、浜脇純⼀

2002.02.17 第27回  広島県病院学会 広島市 圧迫⾻折後に早期に腰部脊柱管狭窄症をきたした⼀例
武⽥ 俊 村瀬正昭、重野陽⼀、浜脇純⼀



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2002.03.16
〜20

第76回  国際⿇酔学研究会議 アメリカ
Perioperative plasma concentrations of atrial and brain natriuretic
peptides in patients undergoing hip arthroplasty ポスター発表

寺迫 潔

2002.04.18
〜20

第49回  ⽇本⿇酔科学会 福岡市 硬膜外併⽤全⾝⿇酔の管理にｐＥＥＧは有⽤である  ポスター発表
寺迫 潔  

2002.04.20 第187回 広島整形外科研究会 広島市 ⾻折固定材料としてのリングピンの使⽤経験
丸⼭ 和⼈ 今井⼀彦、重野陽⼀、村瀬正昭、浜脇純⼀

2002.06.13 第57回 ⻄⽇本脊椎研究会 福岡市 術後早期に後⽅部分に再燃し再⼿術を⾏った難治性化膿性脊椎炎の⼀例
林  義裕 村瀬 正昭、浜脇 純⼀

2002.06.14
〜15

第103回 ⻄⽇本整形･災害外科学会 福岡市
当院における⼤腿⾻⾻幹部⾻折髄内釘⼿術例の検討−成績不良例につい
て−

畠⼭ 英嗣 重野陽⼀、今井⼀彦、村瀬 昭、浜脇純⼀

2002.06.29 第188回 広島整形外科研究会 広島市 脛⾻⾼原⾻折に対する⼈⼯⾻の使⽤経験
武⽥ 俊 ⼭中⼀誠、丸⼭和⼈、重野陽⼀、村瀬正昭、浜脇

純⼀

2002.07.18
〜20

第36回 ⽇本ペインクリニック学会 宮崎市 ロピバカインとブピバカイン術後持続硬膜外注⼊の⽐較検討
寺迫 潔

2002.09.28 第189回 広島整形外科研究会 広島市 病的肥満患者の腰部脊柱管狭窄症に対する⼿術経験
芳川 靖弘 林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2002.10.26 第32回 広島脊椎･脊髄セミナー 広島市 中⾼年における脊椎多発病変に対する⼀期的⼿術経験
芳川 靖弘

2002.10.31
〜11.03

第13回 インドネシア学会
インドネシ

ア

ACL RECONSTRUCTION TECHNIQUE USING
QUADRUPLE HAMSTRING GRAFT WITH RCI SCREWS
AND CLINICAL RESULTS IN ITS APPLICATION

⼭中 ⼀誠

2002.10.31
〜11.03

第13回 インドネシア学会
インドネシ

ア
INDICATION OF FUSION WITH INSTRUMENTATION
FOR LUMBAR SPINAL DISEASE

村瀬 正昭

2002.11.09
〜10

第35回 中国･四国整形外科学会 ⼭⼝市 当院における地域医療と国際交流
浜脇 純⼀

2002.11.09
〜10

第35回 中国･四国整形外科学会 ⼭⼝市
ＲＣＩスクリューを⽤いた4重ハムストリング腱によるＡＣＬ再建術の治
療成績

丸⼭ 和⼈

2002.11.09
〜10

第35回 中国･四国整形外科学会 ⼭⼝市 中⾼年広範脊柱管狭窄症に対する⼀期的⼿術経験
芳川 靖弘

2002.11.16
〜17

第104回 ⻄⽇本整形・災害外科学
会

熊本市 脛腓⾻間螺⼦固定を⾏った⾜関節脱⾅⾻折のＸ線学的検討
池⽥ 祐⼀



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2002.11.16
〜17

第104回 ⻄⽇本整形・災害外科学
会

熊本市 鎖⾻体部⾻折に対する経⽪的ピンニング法の⼯夫
森寺 邦晃

2003.03.15 第191回 広島整形外科研究会 広島市 診断に難渋した胸髄症の⼀例
武⽥ 俊 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2003.06.21 第122回 広島県臨床整形外科医会 広島市 ⾻粗鬆症性脊椎⾻折の診断と遅発性⿇痺に対する最新の⼿術療法
村瀬 正昭

2003.07.05 第26回 関節疾患懇話会 徳島市 ⾼位脛⾻⾻切り術（Interlocking Wedge Osteotomy)の治療成績と問題点
⼭中 ⼀誠 名倉誠朗、林義裕、池⽥祐⼀、村瀬正昭、浜脇純

⼀

2003.07.12 第25回 総合せき損センター 広島市 ⾻粗鬆症性脊椎⾻折後の遅発性⿇痺に対する最新の⼿術療法
村瀬 正昭

2003.07.12 第25回 総合せき損センター 広島市 中⾼年における脊椎多椎間病変に対する⼀期的⼿術経験の検討
森寺 邦晃 芳川靖弘、林義裕、村瀬正昭

2003.08.16
第15回 徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 絶対はずさないPEDICLE  SCREW
村瀬 正昭

2003.08.30 第36回 脊椎外科同好会 札幌市 中⾼年期に急速な進⾏をきたした変性側彎症の1例
⼤⽯ 陽介 森寺邦晃、林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2003.09.27 第193回 広島整形外科研究会 広島市 Impingement  exostosisの3例
布施 好史 池⽥祐⼀、重野陽⼀、浜脇純⼀

2003.09.27 第193回 広島整形外科研究会 広島市 ISOLA systemを⽤いた突発性側弯症に対する後⽅矯正固定術の⼩経験
森寺 邦晃 林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2003.10.15
〜17

第18回 ⽇本整形外科学会基礎学術
集会

北九州市
中枢神経再⽣の制御因⼦を評価するCortex/spinal Cord器官共存培養法
の開発：年齢と神経成⻑因⼦に関して

⼤⽯ 陽介

2003.10.24 第5回 広島おると会研究会 広島市 中⾼年期に急速に進⾏した原因不明な側弯症の治療経験
森寺 邦晃 ⼤⽯陽介、林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2003.10.25
第22回 運動器移植・再⽣医学研究
会

豊中市
cortico-spinal tractを評価する器官共存培養法の開発：年齢と神経成⻑因
⼦に関して

⼤⽯ 陽介

2003.10.31
〜01

第12回 ⽇本脊椎ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾃｰｼｮﾝ
学会

静岡市 ⾻粗鬆症性圧迫⾻折後の遅発性⿇痺に対する後⽅instrumentationの⼯夫
⼤⽯ 陽介 村瀬正昭、林義弘、浜脇純⼀

2003.11.14 第60回 ⻄⽇本脊椎研究会 福岡市 腰椎変性辷り症に対する固定術の中⻑期成績
林  義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀



学会 医局
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2003.11.15
〜16

第106回 ⻄⽇本整形･災害外科学会 別府市 中⾼年に原因不明な進⾏をきたした側弯症の1例
森寺 邦晃 ⼤⽯陽介、今井⼀彦、浜脇純⼀

2003.11.19
〜20

第51回 ⽇本職業・災害医学会学術
⼤会

横浜市 勤労者に⽣じた⼤腿⾻頚部疲労⾻折の2例
名倉 誠朗 東京労災病院 萱岡道泰、楠瀬浩⼀

2003.11.29 第34回 広島脊椎･脊髄セミナー 広島市 脊髄損傷後の中枢神経再⽣を決定する条件の解析
⼤⽯ 陽介

2004.01.17 第7回 超⾳波⾻折治療研究会 ⼤阪市 脊椎分離症における超⾳波⾻折治療の結果
廣橋 紀 村瀬正昭、浜脇純⼀

2004.02.07 第15回 広島スポーツ医学研究会 広島市 ⼿術を施⾏した投球⾻折における術式間での成績の検討
名倉 誠朗 今井⼀彦、村瀬正昭、重野陽⼀、⼤⽯陽介、浜脇

純⼀

2004.02.07 第15回 広島スポーツ医学研究会 広島市 スポーツ中に発⽣した頚髄損傷の3例
池⽥ 昌樹 重野陽⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、浜脇純⼀

2004.02.21 産業医⼤同⾨会にて 北九州市 腰椎変性側弯症のL3/4とL4/5では脊柱管狭窄になる機序が異なる
森寺 邦晃 ⼤⽯陽介、名倉誠朗、布施好史、村瀬正昭、林義

裕、浜脇純⼀

2004.03.13 第195回 広島整形外科研究会 広島市 脊椎分離症にSAFHSは有効であるか
廣橋 紀 村瀬正昭、重野陽⼀、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2004.05.15 第7回 ⽇本臨床救急医学会総会 横浜市 スポーツによる頚椎、頚髄損傷の検討
池⽥ 昌樹 重野陽⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、浜脇純⼀

2004.05.22
〜24

第77回 ⽇本整形外科学会学術集会 神⼾市
Lack of association between lumbar disk degeneration and
osteophyte formation  in elderly Japanese women

⼤⽯ 陽介

2004.05.22
〜24

第77回 ⽇本整形外科学会学術集会 神⼾市
多椎間病変の腰椎変性すべり症に対する固定術の中⻑期成績 −1椎間固
定と2椎間固定の⽐較− （ポスター発表）

林 義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、重野陽⼀、⼭中⼀誠、今井
⼀彦、池⽥祐⼀、森寺邦晃、 布施好史、廣橋紀、
浜脇純⼀

2004.07.02
〜03

第30回 ⽇本⾻折治療学会 東京都 Ｔ２ロッキングネイルシステムを⽤いた脛⾻⾻幹部⾻折の治療
池⽥ 祐⼀ 池⽥昌樹、布施好史、廣橋紀、浜脇純⼀

2004.07.10 第35回 広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 脊柱靭帯⾻化症に対する多数回⼿術と⼀期的⼿術の検討
廣橋 紀 林義裕、池⽥祐⼀、⼭中⼀誠、⼤⽯陽介、重野陽

⼀、村瀬正昭、浜脇純⼀

2004.07.15
〜16

第37回 ⽇本整形外科学会⾻・軟部
腫瘍学術集会

東京都
⼀般病院から専⾨病院への要望「腰痛を主訴とした悪性腫瘍の脊椎転移
の診療の経験から」

⼤⽯ 陽介

2004.07.24 第6回 産業⽣理セミナー 北九州市 脊髄損傷後の中枢神経再⽣の可能性と限界
⼤⽯ 陽介



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2004.08.28
第16回 徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 脊椎損傷後の中枢神経再⽣の可能性
⼤⽯ 陽介

2004.08.28
第16回 徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 脊椎疾患へのクリニカルパスの運⽤と展望
林  義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2004.10.21
〜22

第19回 ⽇本整形外科学会（基礎学
術集会）

東京都
ｃＡＭＰレベル上昇とＲｈｏ不活性化はｃｏｒｔｅｘ／脊髄器官共存培
養系において軸索成⻑に異なって作⽤する

⼤⽯ 陽介

2004.10.28 おると会研究会 広島市 踵⾻関節内⾻折に対するＷｅｓｔｈｕｅｓ変法の治療成績
布施 好史

2004.11.20
〜21

第37回 中国、四国整形外科学会 ⾼松市 坐⾻結節剥離⾻折の1例
廣橋 紀 池⽥祐⼀、⼭中⼀誠、林義裕、村瀬正昭、浜脇純

⼀

2005.03.10 第8回 おると会研究会 広島市
⾼齢者の不安定型⼤腿⾻転⼦間⾻折に対するセメント式⼈⼯⾻頭置換術
の短期治療成績

池⽥ 昌樹 池⽥祐⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、
浜脇純⼀ しげの整形外科スポーツクリニック 重
野陽⼀

2005.05.12
〜15

第78回 ⽇本整形外科学会学術総会 横浜市 腰椎変性辷り症に対する固定術の隣接椎間への影響

林  義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀⼭中⼀誠、池⽥祐
⼀、池⽥昌樹、廣橋紀、布施好史、清⽔勇樹、⼭
⼝将則

2005.06.04 第199回 広島整形外科研究会 広島市 不安定型⼤腿⾻転⼦間⾻折に対するセメント式⼈⼯⾻頭置換術の有⽤性

池⽥ 昌樹 池⽥祐⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、
浜脇純⼀ しげの整形外科スポーツクリニック 重
野陽⼀

2005.06.17 第63回 ⻄⽇本脊椎研究会 福岡市 腰椎疾患における側弯と動揺性の関係
清⽔ 勇樹 林義裕、⼤⽯陽介、村瀬正昭、浜脇純⼀

2005.06.18
〜19

第109回 ⻄⽇本整形災害外科学会 久留⽶市 当院の踵⾻⾻折に対するWesthues変法の⼿術成績
布施 好史 池⽥祐⼀、清⽔勇樹、⼭⼝将則、池⽥昌樹、林義

裕、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2005.07.08
〜09

第31回 ⽇本⾻折治療学会 富⼭市
⾼齢者の不安定型⼤腿⾻転⼦間⾻折に対するセメント式⼈⼯⾻頭置換術
の短期治療成績

池⽥ 昌樹 池⽥祐⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、
浜脇純⼀ しげの整形外科スポーツクリニック 重
野陽⼀

2005.08.14
第17回 徳⼤脊椎外科カンファレン
ス

徳島市 椎体⾎管腫により脊髄圧迫を来し、⼿術を⾏った1例
住友 淳⼀郎 村瀬正昭、⼤⽯陽介、林義裕、浜脇純⼀

2005.09.03 第200回 広島整形外科研究会 広島市 腰椎疾患における側弯と重⼼動揺性の関係
清⽔ 勇樹

2005.10.15 第37回 広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 腰椎インストルメンテーション⼿術後隣接椎間再⼿術症例の検討
林  義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2005.10.15 第37回 広島脊椎・脊髄セミナー 広島市
脊椎instrumentation surgeryにおけるネスプロン R ケーブルシステ
ムの応⽤

⼭⼝ 将則



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2005.11.09 第9回 広島おると会研究会 広島市 肩関節鏡視下⼿術の実践
吉岡 徹

2005.12.17 第201回 広島整形外科研究会 広島市 橈⾻遠位端⾻折に対する Locking Plate の使⽤経験
住友 淳⼀郎

2006.03.04 第10回 広島おると会研究会 広島市 変形性膝関節症における重⼼動揺の検討
吉岡 徹 清⽔勇樹、⼭中⼀誠、浜脇純⼀

2006.03.11 第38回 広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 腰部変性側弯症に対する後⽅インストルメンテーションの経験
⼭⼝ 将則 村瀬正昭、⼤⽯陽介、林義裕、浜脇純⼀

2006.03.11 第38回 広島脊椎・脊髄セミナー 広島市 腰椎疾患における側弯と重⼼動揺性の関係
清⽔ 勇樹

2006.03.25 第202回 広島整形外科研究会 広島市 ⾼齢者橈⾻遠位端⾻折に対するLocking Plateの短期治療成績
⽮野 雷太 池⽥昌樹、住友淳⼀郎、池⽥祐⼀、浜脇純⼀

2006.05.18
〜21

第79回⽇本整形外科学会学術集会 横浜市 腰椎疾患における側弯と重⼼動揺性の関係 （ポスター発表）
清⽔ 勇樹 ⼤⽯陽介、林義裕、吉岡徹、⼭⼝将則、村瀬正

昭、濵脇純⼀

2006.10.14 第39回広島脊椎・脊髄セミナー 広島市
⾼齢者腰椎変性辷り症に対するネスプロンケーブルによる後⽅制動術の
試み

住友 淳⼀郎 林義裕、村瀬正昭、⼤⽯陽介、濵脇純⼀

2006.11.16 第11回広島おると会研究会 広島市
⼤腿⾻転⼦部⾻折に対するPFNAの使⽤経験 〜新しいコンセプトの内固
定材の検討〜

池⽥ 昌樹 池⽥祐⼀、濵脇純⼀、林知希

2006.11.25
〜26

第39回中国･四国整形外科学会 松江市 橈⾻遠位端⾻折に対するLocking Plateの使⽤経験
住友 淳⼀郎 池⽥祐⼀、吉岡徹、池⽥昌樹、濵脇純⼀

2007.01.27 第205回広島整形外科研究会 広島市 スポーツ選⼿に⽣じた第5⼿根中⼿関節単独脱⾅の治療経験
近藤 秀⾂ 沖本信和、吉岡徹、迫⽥真輔、住友淳⼀郎、林義

裕、池⽥昌樹、濵脇純⼀

2007.02.03 第18回広島スポーツ医学研究会 広島市 ハンドボール選⼿の⾜関節症性変化では、⾜関節不安定性が要因である
近藤 秀⾂ 沖本信和、吉岡徹、迫⽥真輔、住友淳⼀郎、林義

裕、池⽥昌樹、濵脇純⼀

2007.03.29 第12回 広島おると会研究会 広島市 腰椎変性すべり症における不安定性を決定する危険因⼦の分析
⼤⽯ 陽介 林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2007.06.14
〜16

JOSKAS2007合同開催 札幌市
ハンドボール選⼿の⾜関節傷害において関節症性変化は関節不安定性と
相関する

沖本 信和 吉岡徹、迫⽥真輔、近藤秀⾂、⼭中⼀誠、⽥中裕
三、池⽥祐⼀、池⽥昌樹、林義裕、住友淳⼀郎、
浜脇純⼀、⼩波瀬病院整形外科 有⽥忍

2007.06.14
〜16

JOSKAS2007合同開催 札幌市
変形性膝関節症患者における全⼈⼯膝関節置換術後早期での重⼼動揺の
検討

吉岡 徹 沖本信和、⼭中⼀誠、池⽥祐⼀、池⽥昌樹、近藤
秀⾂、迫⽥真輔、住友淳⼀郎、⽥中裕三、浜脇純
⼀



学会 医局

発表⽇ 学会名 発表場所 演題名 演者名 共同演者

2007.06.29
〜30

第33回 ⽇本⾻折治療学会 東京都 ⼤腿⾻転⼦部⾻折に対するPFNAとCHSの治療成績の検討
池⽥ 昌樹 池⽥祐⼀、浜脇純⼀

2007.06.30 第26回 広島股関節研究会 広島市 末期変形性股関節症に⽣じた⼤腿⾻転⼦部⾻折の1例
池⽥ 祐⼀ 迫⽥真輔、浜脇純⼀

2007.09.27 第13回 広島おると会研究会 広島市 当院における超⾼齢者の⼤腿⾻近位部⾻折患者105例の治療成績
迫⽥ 真輔 林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

2007.10.11 第34回 ⽇本股関節学会 ⾦沢市 ⼤腿⾻頚部⾻折に対する⾻接合術の治療成績
池⽥ 祐⼀ 池⽥昌樹、迫⽥真輔、⼩林知弘、⼩川貴之、浜脇

純⼀

2007.11.24
〜25

第40回中国四国整形外科学会 徳島市
新鮮膝蓋腱断裂に対し、Leeds−Keio⼈⼯靭帯を⽤いて補強した膝蓋腱
縫合術の治療成績

⼩林 知弘 ⼭中⼀誠、⼩川貴之、浜脇純⼀

2007.12.08
〜09

第114回⻄⽇本整形・災害外科学会 ⿅児島市 超⾼齢者の⼤腿⾻近位部⾻折105例の治療成績

迫⽥ 真輔 沖本信和、吉岡徹、池⽥祐⼀、
池⽥昌樹、⼩林知弘、浜脇純⼀、産業医科⼤学：
近藤秀⾂

2008.02.02 第19回 広島スポーツ医学研究会 広島市 世界学⽣ハンドボール選⼿権帯同報告
沖本 信和

松⽥考司、宮本健志、兵頭優幸、吉岡徹、⼤⽯陽
介、浜脇純⼀

2008.02.29
〜03.01

第38回 ⽇本⼈⼯関節学会 宜野湾市
変形性膝関節症患者における⼈⼯膝関節全置換術前、術後早期の重⼼動
揺に影響を与える因⼦の検討 吉岡 徹

沖本信和、⼭中⼀誠、⼩川貴之、迫⽥真輔、⼩林
知弘、浜脇純⼀

2008.03.15 第42回 広島脊椎脊髄セミナー 広島市
⾻粗鬆性脊椎椎体⾻折の保存療法
-椎体変形予防の観点から- 林 義裕

村瀬正昭、⼤⽯陽介、⼩川貴之、浜脇純⼀

2008.03.27 第14回 広島おると会研究会 広島市
新鮮膝蓋腱断裂に対し、Leeds−Keio⼈⼯靭帯を⽤いて補強した膝蓋腱
縫合術の治療成績

⼩林 知弘 ⼭中⼀誠、沖本信和、吉岡徹、⼩川貴之、浜脇純
⼀
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