
講 演
■高松二金会 2016年1月9日 高松市

●股関節における関節温存治療
後東知宏

■日本体育協会公認スポーツドクター研修会 2016年1月10日 徳島市
●スポーツ選手の肘関節外傷・障害の診断と治療

松浦哲也

■平成27年度 第3回公認スポーツドクター研修会（西ブロック・徳島）2016年1月10日 徳島市
●スポーツ選手の腰部外傷・障害の診断と治療

西良浩一

■生涯を通じた女性の健康支援事業に係る講演会 2016年1月14日 美馬市
●思春期から始まる「ロコモ」とのお付合い

和田佳三

■第96回浜松整形外科セミナー 2016年1月15日 浜松市
●腰椎分離症の State of the Art ～不可思議な病態を科学する～

西良浩一

■第13回和歌山最小侵襲整形外科（MIOS）フォーラム 2016年1月16日 和歌山市
●腰椎分離症の低侵襲治療～フィールド復帰への方程式～

西良浩一

■鳴門市医師会学術講演会 2016年1月19日 鳴門市
●疼痛の病態に応じた低侵襲治療

西良浩一

■久光製薬株式会社医薬情報担当者研修会 2016年2月3日 徳島市
●徳島における少年野球検診

松浦哲也

■徳島大学病院フォーラム2016 2016年2月7日 徳島市
●ロコモ ～いつまでも若々しい姿勢で～

酒井紀典

■第13回 PEDセミナーワークショップ＜WETコース＞ 2016年2月14日 川崎市
●Transforaminalの合併症について

西良浩一
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■県立中央病院・三好病院の合同キャンサーボード 2016年2月15日 徳島市
●整形外科からみた骨転移治療

西庄俊彦

■徳島県医師会認定学校医研修会 2016年2月18日 徳島市
●運動器疾患のチェックポイント

高田洋一郎

■平成27年度第3回定例会（全国保健師長会徳島県支部） 2016年2月20日 徳島市
●ロコモティブシンドロームについて

西良浩一

■徳島県医師会スポーツ対策委員会研修会 2016年2月20日 徳島市
●子どものスポーツ障害・診断方法と治療

酒井紀典

■成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会 2016年2月28日 高松市
●成長期スポーツ障害

松浦哲也

■徳島関節の痛みを考える会 2016年3月8日 徳島市
●変形性股関節症の痛みについて

後東知宏

■第6回川崎医科大学マカオンセミナー 2016年3月19日 岡山市
●アスリートの腰痛 ～確定診断への方程式～

西良浩一

■Academic Interaction between Orthopaedic Department in NCKUH and Tokushima
University 2016年3月23日 Tainan, Taiwan
●Evaluation of knee kinematics in TKA using navigation system -an experimental
cadaveric study-
Hamada D

■京都整形外科医会3月例会 2016年3月26日 京都市
●アスリートの腰痛管理 ～診断と内視鏡治療の最前線～

西良浩一
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■高松市民病院 院内勉強会 2016年4月6日 高松市
●腰痛治療の最前線 ～体にやさしい低侵襲・内視鏡手術～

西良浩一

■日本脊椎脊髄病学会 第14回脊椎脊髄病研修コース 2016年4月16日 千葉市
●PED ~transforaminal法の実際～

西良浩一

■徳島市医療安全セミナー 2016年4月21日 徳島市
●当院における入院患者転倒の現状

佐藤 紀

■弘前整形外科桜セミナー 2016年4月29日 弘前市
●腰椎分離症のサイエンス －フィールド復帰への方程式－

西良浩一

■第15回富山スプリングスポーツセミナー 2016年5月21日 富山市
●成長期野球肘の病態・治療と予防

松浦哲也

■ホノルルマラソン講座 2016年6月4日 徳島市
●ランニングのスポーツ障害

岩目敏幸
●ランニング障害の予防と対応

岩目敏幸

■第106回奈良県医師会整形外科部会教育研修講演会 2016年6月4日 橿原市
●上腕骨小頭骨軟骨障害の病態と治療

松浦哲也

■第53回日本リハビリテーション医学会学術集会 2016年6月11日 京都市
●アスリートの腰痛管理と体幹アスレティックリハビリテーション

西良浩一

■第5回高松市民病院地域医療連携カンファレンス 2016年6月16日 高松市
●腰痛治療の最前線 ～体にやさしい低侵襲・内視鏡手術～

西良浩一
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■第7回和歌の浦低 侵襲脊椎外科セミナー 2016年6月17日～18日 和歌山市
●Percutaneous Endoscopic Discectomy（PED） －手術手技の基本とポイント－

酒井紀典

■第9回東京女子医科大学医学部整形外科卒後研修セミナー 2016年6月19日 東京都
●アスリートの腰椎分離症 ～復帰へ導く方程式～

西良浩一

■熊本大学整形外科学教室同門会 平成28年度熊本整形外科セミナー 2016年6月25日 熊本市
●アスリートの腰痛管理 ～確定診断がフィールド復帰を可能とする～

西良浩一

■2nd徳島 Advanced fracture seminar 2016年6月26日 徳島市
●上腕骨近位部骨折

和田佳三

■第2回関節・脊椎疾患を考える会 2016年6月29日 徳島市
●局所麻酔下経皮的内視鏡椎間板手術の最前線

西良浩一

■Tokushima meets the specialist 2016年6月30日 徳島市
●アスリートの腰痛 ～非特異的腰痛に陥りやすい病態～

山下一太

■オンリーワン徳島学講座（前期） 2016年7月3日 板野郡
●腰痛完治の最短プロセス

西良浩一

■第99回七栗リハビリテーションセミナー 2016年7月14日 津市
●脊髄損傷の包括的治療 －超高齢社会を迎えて－

加藤真介

■第93回西部臨床研究会 2016年7月21日 三好市
●発育期スポーツ選手の腰痛管理と予防

西良浩一

■第6回低侵襲・内視鏡脊髄神経外科研究会 2016年7月23日 東京都
●局所麻酔下 PELDの最前線 ～Foraminoplastic Ventral Epiduroscopeの実際～

西良浩一
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■医療連携講演会 2016年7月28日 観音寺市
●骨粗鬆症と脊椎外科

長町顕弘

■第13回房総脊椎脊髄手術手技研究会（BOSST） 2016年7月30日 鴨川市
●局所麻酔・経皮的内視鏡手術の最前線 ～Foraminoplastyが安全性向上と適応拡大をもた
らす～
西良浩一

■山川美郷地区学校保健委員会 2016年8月4日 吉野川市
●運動器疾患のチェックポイント

高田洋一郎

■阿南市学校保健会総会 2016年8月4日 阿南市
●児童・生徒の健康診断とスポーツ障害

高砂智哉

■第43回日本整形外科学会スポーツ医学研修会（各論） 2016年8月6日 東京都
●胸椎・腰椎のスポーツ外傷・障害

西良浩一

■美馬市保険連合会研修会 2016年8月18日 美馬市
●整形外科が診る子供のスポーツ障害

和田佳三

■第16回大学生・高校生のためのスポーツ医学セミナー 2016年8月27日 徳島市
●スポーツ医学とは？

松浦哲也

■第7回大阪運動器疼痛フォーラム 2016年9月10日 大阪市
●アスリートの腰痛診断と低侵襲手術 ～非特異的腰痛に陥らせないために～

西良浩一

■第23回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会学術集会 2016年9月17日 札幌市
●スポーツ選手の分離症に対する手術療法 Smily face rod法

西良浩一
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■第8回日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医資格継続のための研修会 2016年9月
24日 東京都
●体幹アスレティックリハビリテーション

西良浩一

■第127回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会 2016年9月30日 松本市
●スポーツ医学と VS TOKYO

西良浩一

■2016年運動器の10年・骨と関節の日（市民公開講座） 2016年10月2日 徳島市
●ロコモティブシンドローム ～セルフチェックでアンチロコモ～

西良浩一

■三豊・観音寺市医師会講演会 2016年10月6日 観音寺市
●腰痛の診断と治療

長町顕弘

■第49回中国，四国整形外科学会 すだちセミナー5 2016年10月23日 徳島市
●経皮的内視鏡視下腰椎椎間板ヘルニア摘出術（PED）の臨床と研究

東野恒作

■第6回徳島運動器疾患の痛みを考える会 2016年10月27日 徳島市
●痛みを伴う股関節疾患の診断・治療

後東知宏

■第10回梅の木フォーラム －埼玉西北部「骨と関節」研究会－ 2016年10月28日 坂戸市
●アスリートの腰痛 ～確定診断と低侵襲手術～

西良浩一

■第4回聖路加整形外科研究会 2016年11月4日 東京都
●成長期野球肘の治療と予防

松浦哲也

■The Hong Kong Orthopaedic Association The36th Annual Congress 2016年11月6日
Hong Kong
●How to access the L5／S1transforaminally under local anaesthesia

西良浩一
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■スポーツリーダー養成講習会 2016年11月12日 阿南市
●スポーツ指導者に必要な医学的知識

岩目敏幸

■第13回下鴨整形疾患フォーラム 2016年11月19日 京都市
●アスリートの腰痛対策 ～Mobilization & Stabilization~

西良浩一

■平成28年度公認軟式野球指導員養成講習会 2016年11月20日 徳島市
●軟式野球の発育発達期の子供への指導

松浦哲也

■第91回神奈川脊椎脊髄研究会 2016年11月25日 横浜市
●局所麻酔下内視鏡脊椎手術の最前線 ～PED&annuloplastyそして foraminoplasty~

西良浩一

■第8回慶友野球セミナー 2016年12月3日 館林市
●少年野球肘にどう対応し予防するのか？

松浦哲也

■スポーツリーダー養成講習会 2016年12月11日 阿南市
●スポーツ指導者に必要な医学的知識

松浦哲也

■スポーツリーダー養成講習会 2016年12月17日 阿南市
●スポーツ指導者に必要な医学的知識

岩目敏幸

■第14回神楽坂スポーツ医学セミナー 2016年12月17日 京都市
●類縁疾患から考える肘 OCD 超音波検査での軟骨下骨表面不正像について

松浦哲也

■第14回神楽坂スポーツ医学セミナー 2016年12月18日 京都市
●OCD病巣郭清術（70°斜視鏡）

松浦哲也
●文献レビュー：先人に学ぶ ―内側上顆障害―

松浦哲也

―２３６―
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