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1981
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1981
（24）６：1622−1623

円錐部に発⽣した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

1982
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1982
（25）３：973−975

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

1983
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1983
（26）１：356−358

腰椎椎間板ヘルニアに対するＬｏｖｅ法の⼯夫について
医師 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

1983
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1983
（26）１：73−77

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

1983
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1983
（26）５：1760−1763

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

1983
⻄⽇本脊椎研究会誌 1983（9）1：200-
202

脊髄腫瘍の⼿術治療後、予後に問題を残した症例について
医師 ⽶澤 元實 浜脇純⼀、 徳島⼤学医学部整形外科学教室 井形⾼

明 ⼩松島⾚⼗字病院整形外科 成瀬章 愛媛県⽴伊予
三島病院整形外科 ⼭岡賢児

1984
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1984
（27）１：516−517

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
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1984
（27）１：512−513

正常群雑種成⽝の腹側圧迫と頚髄負荷厚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
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1984
（27）５：1773−1775

腰椎椎間板ヘルニアと周辺疾患について
医師 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
中部⽇本整形外科災害外科学会誌  1984
（27）５：2145−2146

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

1985
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1985
（28）１：453−456

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

1985
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1985
（28）５：2185−2188

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
整形外科と災害外科 1985（33）３：738-
741 （150-153）

肩鎖関節脱⾅に対する肩鎖関節固定術の治療経験
医師 ⼤森 啓司 ⽶澤元實、浜脇純⼀

1986
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1986
（29）１：232−234

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
⻄⽇本脊椎研究会誌  1986（12）１：205-
208

⾼令者腰椎疾患の⼿術症例の検討 特に術後不良の検討
理事⻑ 濵脇 純⼀ ⽶澤元実、⼤森啓司 久⽶次秋⼈、⿊川有三
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1987
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1987
（30）１：70−72

脊椎外科⼿術の⿇痺悪化例について
医師 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
整形外科と災害外科 1987（35）３：853-
856

特異な神経根造影及び椎間板造影を呈した腰椎椎間板ヘルニア(椎
間孔外側型)の⼀例

医師 ⼤森 啓司 ⽶澤元實、浜脇純⼀ ⽷⾕整形外科医院 ⽷⾕富男

1987
整形外科と災害外科 1987（36）１：317-
321

⼤腿⾻⾻頭に発⽣した良性⾻芽細胞腫の⼀例
医師 ⼤森 啓司 ⽶澤元實、浜脇純⼀、岡義春 広島⼤学第1病理学教

室 梶原博毅

1988
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1988
（31）３：839−840

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、⽶澤元實、浜脇純⼀
愛媛県⽴伊予三島病院 整形外科 ⼭岡賢児

1988 ⻄⽇本脊椎研究会誌  1988（14）１：7−9
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

医師 ⽶澤 元實 ⼤森啓司、岡義春、浜脇純⼀

1988
⻄⽇本脊椎研究会誌  1988（14）１：87−
91

腰椎疾患における術後神経障害の悪化例について
医師 ⼤森 啓司 浜脇純⼀、岡義春、⽶澤元實

1989
⻄⽇本整形外科・災害外科学会誌  1989
（37）３：1150−1153

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
医師 成沢 研⼀郎 浜脇純⼀、⽶澤元實、⼤森啓司、敦賀⼀郎

1989
整形外科と災害外科 1989（37）４：
1646-1649

頸髄に発⽣したSpontaneous hematomyelia の⼀例
医師 ⽶澤 元實 北九州市総合病院整形外科 ⼆宮義和、近藤正⾏、

河本定尚、中村智 北九州市総合病院⿇酔科 和泉博
通

1989
整形外科と災害外科 1989（37）４：
1790-1795

温⽔プールによる運動療法
医師 成沢 研⼀郎、
敦賀 ⼀郎

⼤⾕病院 整形外科 ⼤⾕宏明、⼭本義彦、⼊船尚
⼦

1990
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1990
（33）３：1138−1140

Extraforminal Lumbar Disc Herniationの臨床症状と診断について
医師 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

1990
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1990
（33）６：2358−2360

変形性膝関節症の⾻棘形態と関節内所⾒について−第1報  内側型
−

医師 ⼤森 啓司 ⼭地善紀、⽩形陽⽣、⽶澤元實、浜脇純⼀

1990
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1990
（33）６：2340−2342

下肢の回旋異常について
医師 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
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1990
（33）５：1925−1926

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

1990
整形外科バイオメカニクス1990（12）：
219-224

前⼗字靭帯再建後の膝伸展運動について
医師 ⽩形 陽⽣ ⼭地善紀

1990
整形外科バイオメカニクス１990（12）：
229-232

変形性膝関節症における下肢の回旋について
医師 ⽩形 陽⽣ ⼭地善紀
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1991
⻄⽇本整形外科災害外科学会誌  1991
（39）３：966−969

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

医師 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

1991
⻄⽇本整形外科災害外科学会誌  1991
（39）３：1256−1259

⾈状⾻⾻折の治療について−観⾎的⾻接合術を中⼼に−
医師 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

1991
⻄⽇本脊椎研究会誌  1991（17）１：91−
94

腰部脊柱管狭窄症⼿術症例の検討
医師 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、岡本健

1991
中部⽇本整形外科・災害外科学会雑誌
1991（34）２：451−453

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
医師 ⼤森 啓司 ⼭地善紀、⽩形陽⽣、⼭中⼀誠、浜脇純⼀

1991
中部⽇本整形外科・災害外科学会  1991
（34）１：95−96

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

医師 ⼭地 善紀 ⼭中⼀誠、沖本信和、⼤森啓司、⽩形陽⽣

1991
⻄⽇本脊椎研究会誌  1991（17）２：314
−318

脊髄及び⾺尾腫瘍症例の検討
医師 敦賀 ⼀郎 ⽶澤元實、磯崎泰伸、⼭中⼀誠、⽩形陽⽣、岡本

健、⼤森啓司、⼭地善紀、浜脇純⼀

1991
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1991
（34）５：1479−1480

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

1992
⻄⽇本脊椎研究会誌  1992（18）１：123
−126

Extraforminal Lumbar Disc Herniationの鑑別と治療について
医師 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

1992
中部⽇本整形外科災害外科学会雑誌  1992
（35）１：165−166

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

1993
⻄⽇本脊椎研究会誌  1993（19）１：68−
72

腰椎分離辷り症に対する⼿術症例の検討
医師 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

1994 ⻄⽇本脊椎研究会  1994（20）１：3−6 頚椎神経根症の保存的治療の検討
医師 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

1996
⽇本災害医学会会誌 1996（44）６：446-
450

腰部⻩⾊靭帯⽯灰化症の１症例
医師 森本 弘 浜脇純⼀ 兵庫医科⼤学整形外科 圓尾宗⼆、松本

学、⾕⼝ 睦、横⼭ 浩、李 ⼀浩

1996
⽇本整形外科スポーツ医学会雑誌 1996
（16）１：63−68

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

医師 阪⽥ 武志 村瀬正昭、岡本健、浜脇純⼀

1996
中国・四国整形外科学会雑誌 1996（8）
２：347−350

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
医師 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

1996 広島医学 1996（49）１１：1453
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

医師 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



論⽂
発表⽇ 発表雑誌 演題名 演者名 共同演者

1996
中部⽇本整形外科災害外科学会誌 1996
（39）４：965−966

同⼀下肢複合⾻折の治療経験
医師 桐野 義則 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⼭中⼀誠、筋⽥憲⼆

1997
中部⽇本整形外科災害外科学会誌 1997
（40）№１：127−8

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

1997
中部⽇本整形外科災害外科学会誌 1997
（40）№1：385-6

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
医師 森本 弘 浜脇純⼀、村瀬正昭、岡本健、⾼橋光彦

1997
⽇本災害医学会会誌 1997（45）７：424-
429

ハンドボール男⼦ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｲﾔｰにおける⾜関節障害(impingement
exostosis)の検討

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

1997
中国・四国整形外科学会雑誌 1997（9）
２：249-255

経⽪的髄核摘出術による頚椎症性神経根症の治療成績
医師 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

1998
⻄⽇本脊椎研究会誌 1998（24）1：153−
156

腰椎再⼿術の原因と対策
医師 村瀬 正昭 林義裕、⾼橋光彦、浜脇純⼀

1998
整形外科と災害外科 1998（47）1：357−
361

Nex Gen型⼈⼯膝関節の短期成績
医師 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

1998
中国・四国整形外科学会誌 1998（10）2：
217−220

繊維輪脱出ヘルニアと椎体終板障害、facet angｌeとの関係
医師 林  義裕 村瀬正昭、⼭中⼀誠、油形公則、浜脇純⼀

1998
中国･四国整形外科学会雑誌 1998（10）
1：17−21

⼈⼯膝関節全置換における術後回収式⾃⼰⾎輸⾎について
医師 ⼭中 ⼀誠 油形公則、林義裕、村瀬正昭、浜脇純⼀

1998
中国・四国整形外科学会 1998（10）2：
293−296

下腿近位に発⽣した巨⼤嚢腫様病変の1例
医師 油形 公則 村瀬正昭、⼭中⼀誠、林義裕、浜脇純⼀

1998 整形外科 1998(49)9：1148-1149 ガングリオンによる肩甲上神経⿇痺の2例
医師 吉武 明⼈ 橋本卓、⼭中⼀誠、⾼橋良正、浜脇純⼀

1998 広島医学 1998（51）9：1173 脊髄硬膜外⾎腫の1例
医師 油形 公則

1999
臨床雑誌 整形外科 1999（50）9：1089-
1091

腰椎椎間板と交通がみられた脊柱管内脳腫の1例
医師 ⾼橋 良正

1999 ⻄⽇本脊椎研究会誌 1999（25）1：22-26 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
医師 林  義裕

1999 ⻄⽇本脊椎研究会誌 1999（25）1：22−26 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
医師 林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀
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1999
中国・四国整形外科学会雑誌 1999（11）
2：241−243

腰椎⻩⾊靭帯⽯灰化症における⾺尾神経障害の検討
医師 林  義裕 村瀬正昭、⼭中⼀誠、油形公則、浜脇純⼀

1999
中国・四国整形外科学会雑誌 1999（11）
2：295−299

脊椎損傷⻑期経過後のmalalignmentに対するInstrumentation
Surgeryの⼩経験

医師 油形 公則 村瀬正昭、⼭中⼀誠、林義裕、浜脇純⼀

1999
⽇本整形外科スポーツ医学会雑誌 1999
（18）2：153-159

⼩学⽣サッカー選⼿の⾻強度と体脂肪率の評価
医師 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

2000 臨床スポーツ医学 2000（17）2：181−187
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

医師 村瀬 正昭 林義裕、安岡宏樹

2000 ⻄⽇本脊椎研究会 2000（26）1：11−12 術後５年以内に固定術を要した腰部脊柱管狭窄症症例の検討
医師 林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀

2000
⽇本整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学会雑誌 2000
（20）3：49-55

スポーツ選⼿の腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱに対する⼿術療法について
医師 安岡 宏樹 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 ⽇本脊椎外科学会雑誌 2000（11）1 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
医師 板東 和寿 村瀬正昭、林義裕

2000.04.30 理学療法 2000 第17巻 4号 p419-424
スポーツ競技復帰と理学療法-競技別障害特性と理学療法の実際-
ハンドボール

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
川波賢⼀

2001.02.01
臨床雑誌 整形外科 2001（52）2：167−
170

成⼈側弯症に対するSubpars wiringを⽤いたIsola⼿術の新法
医師 板東 和寿 村瀬 正昭、今井⼀彦、林義裕、浜脇 純⼀

2001.07.25 臨床整形外科 2001（36）7：849−852
ＭＲＩからみた腰椎椎間板ヘルニア再発の危険因⼦と初回⼿術対
策

医師 村⼭  岳 村瀬正昭、、林義裕、、浜脇純⼀

2001
⻄⽇本脊椎研究会誌 2001（27）1：118−
122

⾼齢者頚部脊髄症の⼿術成績の検討
医師 ⼤橋 ⼀輝 村瀬正昭、林義裕、

2001
臨床雑誌 整形外科 2001（52）13：
1657−1661

保存療法を⾏った脊柱管内嚢胞（椎間板嚢腫）の２例
医師 板東 和寿 村瀬正昭、林義裕

2002.09.30
広島スポーツ医学研究会誌 2002（3）3：
54-59

スポーツ選⼿の疲労⾻折に対し⼿術治療を施⾏した3症例の検討
医師 村⼭  岳 重野陽⼀、⼤森啓司、⼭中⼀誠、浜脇純⼀

2003
⻄⽇本脊椎研究会誌 2003（29）1：139-
143

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

医師 林  義裕 村瀬正昭、浜脇純⼀

2003
中国･四国整形外科学会雑誌 2003（15）
1：117−119

当院における地域医療と国際交流
理事⻑ 濵脇 純⼀



論⽂
発表⽇ 発表雑誌 演題名 演者名 共同演者

2004.03.30
JOURNAL OF NEUROTRAUMA
2004（21）3：339-356

Assessment of Factors Regulating Axon Growth between
the Cortex and Spinal Cord in Organotypic Co-
Cultures：Effects of Age and Neurotrophic Factors

医師 ⼤⽯ 陽介

2004.04.30
整形・災害外科 2004（47）5：597-603
＜4⽉臨時増刊号>

腰椎椎間板ヘルニアに対するクリティカルパス
医師 ⼤⽯ 陽介 重野陽⼀、村瀬正昭、浜脇純⼀ 菅原史⼦、藤本あ

ゆみ

2004.08.10
⽉刊ナーシング 2004（24）9：45-49＜８
⽉号通巻306号＞

ここまで違う！⼤腿⾻頸部⾻折のケア 術後管理とケアのポイン
ト 早期離床とリハビリテーションの実際

看護部
菅原 史⼦

広島⼤学⼤学院：森⼭美知⼦、⾼倉倫⼦

2004
整形外科と災害外科 2004（52）3：654-
658

⾜関節脱⾅⾻折のＸ線学的検討-脛腓⾻間螺⼦固定をした症例を中
⼼に-

医師 池⽥ 祐⼀ 重野陽⼀、⼭中⼀誠、今井⼀彦、畠⼭英嗣、武⽥
俊、森寺邦晃、浜脇純⼀

2004
⻄⽇本脊椎研究会誌 2004（30）2：105-
108

腰椎変性辷り症に対する固定術の中⻑期成績
医師 林  義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2004
広島スポーツ医学研究会誌 2004（5）5：
42-45

スポーツ中に発⽣した頚髄損傷の3例
医師 池⽥ 昌樹 重野陽⼀、⼤⽯陽介、村瀬正昭、浜脇純⼀

2005.01.31
Osteoporosis Japan（⽇本⾻粗鬆症学会雑
誌） 2005（13）1：154

⾻塩量の低下は転倒の内部因⼦になりうるか−⾻塩量とFunctional
Reach の関連性から−

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
松橋 淳

葉清規、兵頭優幸、池上裕⼦

2005.05.01 整形・災害外科 2005（48）6：723-729
特集：診療所における運動器のリハビリテーション
変形性膝関節症に対するリハビリテーション

医師 ⼭中 ⼀誠

2005.06.01
広島スポーツ医学研究会誌 2005（6）：
23-25

某実業団⼥⼦バレーボール選⼿の⾷事に関する調査について
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
上岡 奈美

2005.11.28
⾻・関節・靱帯
 2005（18）11：1025-1030

腰椎変性辷り症に対する固定術の隣接椎間への影響
医師 林 義裕 村瀬正昭、⼤⽯陽介、浜脇純⼀

2007.01.10
総合リハビリテーション Vol.35 No.1
JANUARY  2007 p96

腰椎疾患患者の健康関連QOLについて
-JOAスコアとの相関と⼿術前後の推移の検討より-

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
⽇南 ⿇有

村瀬正昭、⼤⽯陽介、葉清規、兵頭優幸

2007.04.25
⽉刊看護きろく2007
Vol.17 №1 p53-60

⽬標管理を活⽤した記録改善の取り組み
看護部
⼤⻄ 裕美⼦

⾕上⽂⼦、藤本あゆみ、⽔川澄⼦、⽵下愛、楫野雅
代、渡邊恵理⼦

2007.07.31
広島スポーツ医学研究会誌 2007（8）
p27-30

某実業団⼥⼦バレーボール選⼿の性格分析と、ストレスに関する
調査

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
神原 清⼦

上岡奈美、兵頭優幸、川波賢⼀

2008.03.01 『膝』Vol.32 №1 P52-56
変形性膝関節症患者における⼈⼯膝関節全置換術後早期での重⼼
動揺の検討

医局 吉岡 徹 沖本信和、⼭中⼀誠、池⽥祐⼀、池⽥昌樹、迫⽥真
輔、浜脇純⼀
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