
講演
会の名称 開催地　 講演日 演題名 演者
徳島県臨床整形外科医会学術講演会 徳島市 2013.10.31 人工股関節置換術（これまでの問題点と最近の進歩） 江川洋史

第118回和歌山臨床整形外科医会研修会 和歌山市 2013.3.23 私の出会った小児整形外科の巨星たち 安井夏生
第86回日本整形外科学会学術総会 広島市 2013.5.25 骨切りも創外固定も必要としない骨延長術 安井夏生
第47回日本小児内分泌学会学術総会　 東京 2013.10.12 骨延長術 安井夏生

第1回関東MIST研究会 東京 2013.1.12 腰椎分離症における診断と低侵襲治療の最前線〜MIST治療の重要性について〜 西良浩一
第21回鹿児島スポーツ医学研究会 鹿児島市 2013.1.26 こどものスポーツと腰痛〜画像診断、低侵襲治療、そして予防〜 西良浩一
埼玉医科大学大久保研究室セミナー 入間郡 2013.1.27 アスリートの腰痛 西良浩一
第246回徳島医学会 徳島市 2013.2.3 腰痛治療の最前線 西良浩一
第5回名古屋ベイサイド整形セミナー 名古屋市 2013.2.16 日常診療に欠かせない腰椎分離症のstate of the art〜画像診断、最小侵興治療、そして予防〜 西良浩一
第2回長州スポーツ整形塾 宇部市 2013.3.20 発育期アスリートの腰痛管理〜低侵襲治療と予防法確立のための新しい展開〜 西良浩一
高津区医師会セミナー 川崎市 2013.5.21 国民病としての腰痛〜診断と治療の最前線〜 西良浩一
駿河台スポーツ医学関節鏡セミナー 東京 2013.6.8 アスリート特有の腰痛〜確実な診断に基く低侵襲治療および予防〜 西良浩一
中信整形外科医会 松本市 2013.6.15 アスリ一トの腰痛と腰椎分離症〜診断・治癒・予防法確立をめざした新展開〜 西良浩一
第5回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 札幌市 2013.6.20 アスリートの腰痛管理におけるstate of the art〜確実な診断法に基く低侵襲治療そして予防〜 西良浩一
第3回日本テニス・スポーツ医学研究会 札幌市 2013.6.22 アスリート特有の腰痛とバイオメカニクス〜診断・治療、そして予防〜 西良浩一
第13回群馬スポーツ医学研究会 前橋市 2013.6.26 スポーツと腰痛〜診断・治療・予防における新しい展開〜 西良浩一
第13回日本抗加齢医学会 横浜市 2013.6.29 姿勢とアンチエイジング 西良浩一
第304回岡山県臨床整形外科医会研修会 岡山市 2013.7.27 腰椎分離症のstate of the art〜診断・治療・予防法確立を目指した新展開〜 西良浩一
第40回日整会スポーツ医学研修会 東京 2013.8.3-8.4 スポーツによる外傷と障害（3)脊椎•体幹 西良浩一
第40回日整会スポーツ医学研修会 東京 2013.8.3-8.4 スポーツ傷害の画像診断〜脊椎〜 西良浩一
第64回川崎整形外科医会学術研修会 川崎市 2013.9.6 腰痛の診断と治療における最前線 西良浩一
神戸ペインクリニックセミナー 神戸市 2013.9.7 各種腰部疾患に対する低侵襲治療〜確実な診断に基くピンポイントブロックと内視鏡手術〜 西良浩一
日本整形外科スポーツ医学会 名古屋市 2013.9.14 アスリ-トの腰痛と低侵襲治療〜PEDとthermal annuloplastyを中心に〜 西良浩一

第22回岡山脊椎外科研究会 岡山市 2013.9.20
腰椎椎間板病変に対する低侵襲経皮的椎間板治療〜椎間板ブロックからPED/thermal annuloplastyま
で〜

西良浩一

第8回埼玉アスレチック・リハビリテーション研究会 埼玉市 2013.10.5 アスリート特有の腰痛とその管理〜確実な診断に基く低侵襲治療の最前線〜 西良浩一
第2回新潟スポーツ傷害フォーラム 新潟市 2013.10.12 スポーツ選手における腰椎分離症〜診断と低侵襲治療そして予防にいたる今後の展望〜 西良浩一
大和市整形外科医会学術講演会 相模原市 2013.10.19 国民病としての腰痛〜確実な診断に基く適確な治療法、そして予防〜 西良浩一
アスリートケア研修会 大阪市 2013.10.20 アスリート特有の腰痛とその管理〜確実な診断に基く低侵襲治療の最前線〜 西良浩一
日本医科大学形成外科力ンフアレンス 東京 2013.10.21 Low back pain and mechanical stress. 西良浩一
第2回北陸スポーツメデイスン 金沢市 2013.11.10 アスリートの腰痛管理〜pain generatorの同定と低侵襲治療〜 西良浩一
トラマール適応拡大記念講演会 徳島市 2013.11.14 国民病としての腰痛〜診断と低侵襲治療の最前線〜 西良浩一
奈良県立医科大学講義 奈良市 2013.11.16 腰椎分離症のstate of the art〜病態を科学的に解析しフィールド復帰を可能にする〜 西良浩一
香川県理学療法士会 高松市 2013.12.1 アスリート特有の腰痛とその管理〜確実な診断に基く低侵襲治療の最前線〜 西良浩一
第8回愛媛脊椎脊髄病セミナー 松山市 2013.12.14 慢性腰痛の診断と治療のstete of the art〜PED法とthermal annuloplastyを中心に〜 西良浩一

Association for the Study and Application of the
Method of Ilizarov( ASAMI) China

Beijing 2013.12.20-12.22 Muscle adaptations for distraction osteogenesis 高橋光彦

Association for the Study and Application of the
Method of Ilizarov( ASAMI) China

Beijing 2013.12.20-12.22 Our strategy for management of fibular hemimelia 高橋光彦

市民公開講座　2013年運動器の10年・骨と関節の日 徳島市 2013.10.6. ”ロコモ”と運動療法 佐藤紀
市民公開講座　2013年運動器の10年・骨と関節の日 徳島市 2013.10.6. 疾患からみた「せぼね」の発育と加齢変化 酒井紀典
第2回徳島県医師会認定学校医研修会 徳島市 2013.11.19 検診③ 側弯症 酒井紀典



スポーツリーダー養成講習会 板野郡 2013.1.14 スポーツ指導者に必要な医学的知識 松浦哲也
第2回横浜上肢手術セミナー 横浜市 2013.2.1 肘関節鏡視下手術の適応と実際 松浦哲也
成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会 鳴門市 2013.2.24 成長期スポーツ障害 松浦哲也
第10回土佐肩・肘関節懇話会 高知市 2013.3.2 少年野球肘の診断と治療━上腕骨小頭骨軟骨障害を中心に━ 松浦哲也
第2回長州スポーツ整形塾 宇部市 2013.3.20 成長期野球肘に対する検診の意義 松浦哲也
12th International Congress of Shoulder and Elbow
Surgrey

名古屋市 2013.4.10 Elbow check-up system for young baseball players 松浦哲也

中信スポーツ医会 松本市 2013.4.13 少年野球肘検診の意義と実際 松浦哲也
ホノルルマラソンを走ろう　2013 徳島市 2013.6.8 ランニングのスポーツ障害 松浦哲也
野球肘研究会夏合宿in仙台 仙台市 2013.8.10 上腕骨小頭骨軟骨障害に対する保存療法の実際 松浦哲也
スポーツリーダー養成講習会 阿波市 2013.11.10 スポーツ指導者に必要な医学的知識 松浦哲也

運動器エコーステップアップレクチャー 大阪市 2013.9.15 肘のスポーツ傷害を超音波でみる 鈴江直人
運動器エコーステップアップレクチャー 大阪市 2013.9.15 膝のスポーツ傷害を超音波でみる 鈴江直人
第38回日本足の外科学会 仙台市 2013.10.30 足関節の痛みをエコーで診る（ハンズオンセミナー） 高橋周、鈴江直人
運動器エコーステップアップレクチャー 福岡市 2013.11.10 超音波を用いた整形外科診療〜肘〜 鈴江直人
阿南市医師会学術講演会 阿南市 2013.11.21 最新　骨粗鬆症の診断と治療－抗ＲＡＮＫＬ抗体の登場－ 合田有一郎
運動器エコーステップアップレクチャー 東京 2013.11.24 超音波を用いた整形外科診療〜肘〜 鈴江直人

平成24年度リハビリテーションに関する研修会 徳島市 2012.12.12 骨折ゼロへのリスクマネジメント 加藤真介
平成24年度全国老人福祉施設研究会議 名古屋市 2013.2.28 科学的介護の実践　骨折ゼロへのリスクマネジメント 加藤真介
香川青藍会 高松市 2013.5.11 転倒予防とリハビリテーション 加藤真介
第30回御茶ノ水整形外科卒後研修セミナー 東京 2013.6.30 脊髄損傷をめぐる諸問題 加藤真介
高知青藍会 高知市 2013.9.17 超高齢社会における転倒とリハビリテーション 加藤真介
第138回藤田保健衛生大学リハビリテーション部門研修会豊明市 2013.10.11 脊髄損傷の包括的治療 加藤真介
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