
会の名称 開催地　 講演日 演題名 演者

徳島県スポーツ対策委員会研修会 徳島市 2019.10.19 スポーツにおける足疾患について 殿谷一朗

ホノルルマラソン講座 徳島市 2019年6月8日 ランニング障害について 岩目　敏幸

石井町講演 徳島市 2019年2月11日 成長期のスポーツ障害 岩目　敏幸

医師会研修会 徳島市 2019年3月28日 成長期のスポーツ障害-徳島県での取り組み- 岩目　敏幸

スポーツリーダー養成講習会 三好市 2019年12月1日 スポーツ指導者に必要な医学的知識 岩目　敏幸

第58回全国自治体病院学会 徳島市 2019年10月25日 大規模災害に対するリハビリテーション体制整備 加藤真介

第6回JOTS (Japan Orthopaedic Trauma Society) Spineセミナー (advanced) 仙台市 2019年10月6日 脊髄損傷治療 -歴史と最近の動向- 加藤真介

日本リハビリテーション医学会実践リハビリテーション研修会 東京都 2019年10月19日 脊髄損傷　総論および神経機能評価 加藤真介

第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 神戸市 2019年6月15日 脊髄損傷 再生医療への道 –historical review- 加藤真介

第56回日本リハビリテーション医学会学術集会 神戸市 2019年6月15日 リハビリテーション医療の均てん化とe-learning 加藤真介

第54回日本理学療法学術研修大会 徳島市 2019年5月25日 理学療法士の為の画像の見方 (体幹) 加藤真介

第41回国立大学リハビリテーション療法士学術大会 徳島市 2019年5月25日 脊髄損傷の包括的治療 -再生医療の曙にあたって- 加藤真介

第258回徳島医学会市民公開講座 徳島市 2019年2月3日 ロコモは寝たきりへの第一歩 加藤真介

ZIMMERBIOMET Hip Symposium 2019 札幌市 8月3日 変形性股関節症と脊椎骨盤アライメントの関係 後東知宏

第5回徳島県理学療法士会学術研修会 徳島市 2月24日 股関節手術、術後気をつけること 後東知宏

徳島県臨床整形外科医会学術講演会 徳島市 10月23日 人工股関節全置換術のける低侵襲化の取り組み 後東知宏

第2回ロコモティブシンドローム市民公開講座 徳島市 3月10日 股関節の痛み 後東知宏

第92回日本整形外科学会学術総会  アフタヌーンセミナー 横浜市 2019年5月11日 　整形外科診療に伴う職業被曝と医療被曝　～明日から役立つ10のノウハウ～ 山下一太　

東北整形災害外科学会　ランチョンセミナー 盛岡市 2019年6月21日 日常診療に伴う職業被曝と医療被曝　～今すぐ役立つ被曝回避法と今後の展望～　　 山下一太　

日本小児整形外科学会ランチョンセミナー 大阪市 2019年11月22日 これだけは知っておきたい、医療被曝と職業被曝　～未来ある子供たちと自分自身を守るために～　　 山下一太　

第488回徳島県中部臨床研究会基調講演　 吉野川市 2019年1月18日 特別講演　“脊椎脊髄疾患の診断と治療～徳島県中部地区での脊椎専門医としての取り組み～” 山下一太　

第6回徳島整形外科登竜門医会　 徳島市 2019年3月20日 “神経障害性疼痛と全脊椎内視鏡手術” 山下一太　

JASMISS　ランチョンセミナー 高松市 2019/11/29 Full-endoscopic treatment for discogenic low back pain 山下一太　

2018年度野球指導者講習会 東京都 平成31年1月13日 徳島での野球検診の歴史と今後の課題 松浦哲也

平成30年度スポーツリーダー養成講習会 阿波市 平成31年1月27日 スポーツ指導者に必要な医学的知識 松浦哲也

第52回香川県スポーツ医科学フォーラム 高松市 令和1年6月2日 少年野球肘の治療と予防 松浦哲也

令和元年度青藍会高知県支部総会講演会 高知市 令和1年9月7日 少年野球肘の治療と予防 松浦哲也

第16回SHOCK WAVEセミナー 岡山市 令和1年10月27日 スポーツ障害に対する体外衝撃波治療 松浦哲也

四国地区軟式野球連盟・指導者講習会 高松市 令和１年１２月１日 成長期のスポーツ外傷・障害の予防 松浦哲也

2019年・第5回成長期のスポーツ障害予防講習会・講師養成講習会　四国ブロック講習会 徳島市 令和１年１２月21日 成長期野球選手のスポーツ障害予防 松浦哲也

「二金会」学術講演会 高松市 1月26日 徳島大学における骨・軟部腫瘍の診療と研究 西庄俊彦

京大外傷研究会　第3回カダバー講習会 京都市 2019.3.31 足関節アプローチと注意すべき周囲解剖 石濱　嘉紘

とくしま健康寿命からだカレッジ 徳島市 2019年12月4日 ロコモティブシンドロームと骨粗鬆症 和田佳三

第2回徳島市医師会　ロコモティブシンドローム市民公開講座 徳島市 2003/10/19 膝関節の痛み　ー予防と治療についてー 浜田大輔

整形外科医のためのナレッジセミナー 大阪市 202/603 十字靭帯機能に着目した人工膝関節置換術への挑戦 浜田大輔

町民健康講座 石井町 2019/7/7 関節痛の対処法　治療・予防・リハビリテーションについて 浜田大輔

Advanced TKA Seminar 徳島市 2019/7/12 JourneyⅡ XRのKinematics 解析 浜田大輔

Japan knee forum Tokyo  2019/9/28 Kinematic analysis of bicruciate-retaining TKA in cadaveric specimen Daisuke Hamada

第1回東東膝シンポジウム 東京都 2019/10/3 Cadaver studyから考えるbicruciate-retaining TKAの可能性　ー変形性膝関節症治療における新たな選択肢ー 浜田大輔

人生100年ライフ・シフト大学 徳島市 2019年1月29日 加齢による運動機能低下を防ぐ 西良浩一

脊椎手術最先端セミナー 徳島市 2019年2月7日 内視鏡手術の最先端 西良浩一

第5回ＯＳＳＧセミナー 大阪市 2019年2月9日 経皮的脊椎内視鏡手術の進化～除圧から固定まで～ 西良浩一

医療法人弘仁会　三条整形外科スポーツクリニック　1day セミナー 高松市 2019年2月17日 "アスリートの非特異的腰痛を攻略"～謎からの脱却～ 西良浩一

会津整形外科医会　学術講演会 会津若松市 2019年2月22日 経皮的脊椎内視鏡手術の進化～局所麻酔手術での限界に挑む～ 西良浩一

第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会 横浜市 2019年4月19日 腰部脊柱管狭窄症に対する全内視鏡的脊椎手術の最前線～除圧から固定まで～ 西良浩一

第92回日本整形外科学会学術総会 横浜市 2019年5月10日 アスリートにおける特異的腰痛と非特異的腰痛-病態確定による低侵襲治療- 西良浩一

The 7th ACMISST & 18th KOMISS 2019 Seoul, SouthKorea 2019年5月24日 Lateral Recess Decompression via Transforaminal Approach:Application of Full Endoscopic Surgery. Koichi Sairyo

The 7th ACMISST & 18th KOMISS 2019 Seoul, South Korea 2019年5月24日 Discogenic Low Back Pain in the Japanese Elite Athlete and Full-endoscopic Thermal Annuloplasty. Koichi Sairyo

第48回中国四国リハビリテーション医学研究会　第43回日本リハビリテーション医学会中国・四国地方会 山口市 2019年7月7日 特異的腰痛と非特異的腰痛-リハで攻略すべき病態- 西良浩一

福井県整形外科医会 福井市 2019年7月27日 非特異的腰痛の診断と低侵襲手術～もはや謎ではない～ 西良浩一

第35回高知脊椎脊髄病セミナー 高知市 2019年8月2日 脊椎全内視鏡手術の進化：除圧から固定まで 西良浩一

The 12th MISS SUMMIT FORUM 犬山市 2019年8月23日 Transforaminal full-endoscopic lumbar decompression as a revision surgery. Koichi Sairyo

第45回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 大阪市 2019年8月31日 アスリートが陥る謎の腰痛の解明 西良浩一

第11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 東京都 2019年9月16日 体幹アスレティックリハビリテーション 西良浩一

第24回東北大学医学祭 仙台市 2019年10月14日 医学生に送るVSOP-vitality,speciality,originality,personality- 西良浩一

徳島大学創立70周年　記念講演会 徳島市 2019年11月3日 “Beyond The TOKYO”腰痛治療最前線～徳島からこの技術を全国に～ 西良浩一

1st MIS Spine Week of Thailand combined with 3rd ISESS International Society of Endoscopic Spine Surgery Chiang Mai, Thailand November 8,2019 Full-Endoscopic Transforaminal Thermal Annuloplasty for Chronic Discogenic Low Back Pain in Athletes Koichi Sairyo

1st MIS Spine Week of Thailand combined with 3rd ISESS International Society of Endoscopic Spine Surgery Chiang Mai, Thailand November 8,2019 Full-Endoscopic Lateral Access Interbody Fusion through The Kambin’s Triangle Koichi Sairyo

第12回道南スポーツ医学懇話会 函館市 2019年11月18日 プロ野球選手の腰痛と内視鏡手術～100％を超える復帰～ 西良浩一

からだカレッジ　 徳島市 2019年12月3日 ロコモと腰痛 西良浩一

ＡＯＳｐｉｎｅ　Ｄａｖｏｓ　Ｃｏｕｒｓｅｓ　２０１９ Davos, Switzerland 2019年12月9日 Indications transforaminal endoscopic lumbar approach．　 Koichi Sairyo

ＡＯＳｐｉｎｅ　Ｄａｖｏｓ　Ｃｏｕｒｓｅｓ　２０２０ Davos, Switzerland 2019年12月9日 Transforaminal full endoscopic lumbar lateral recess decompression. Koichi Sairyo

第7回Debate on the Ring 神戸市 2019年1月26日 スポーツ復帰に向けた腰椎分離症の治療戦略　ー外固定とアスレチックリハビリテーションの意義，そして保存治療終了の目安と手術適応―」外固定を中心とした保存治療の最前線：安静徹底の重要性酒井紀典

第7回OSG Nurse Training 川崎市 2019年1月31〜2月1日　通常除圧→PED，LIF（間接的除圧）について 酒井紀典



徳島県臨床整形外科医会学術講演会 徳島市 2019年2月27日 医者を困らす，こどもの腰痛　〜どう診て，どう治す？〜 酒井紀典

一般社団法人　日本脊椎脊髄病学会　第17回脊椎脊髄病研修コース 2019年4月20日 「脊椎手術に役立つ解剖」講義3 「腰椎の解剖（低侵襲手術の立場から）」 酒井紀典

第49回徳島リウマチ医の会 2019年5月16日 脊椎周辺の炎症に対する最近の手術治療　〜感染からModic変化まで〜 酒井紀典

第31回徳大脊椎カンファレンス 徳島市 2019年8月12日 「PEDから FEDへ」FEDとラーニングカーブ 酒井紀典

第1回文京脊椎脊髄セミナー 東京都 2019年8月28日 腰椎分離・分離すべり症：診断と治療 酒井紀典

日本腰痛学会　教育研修講演 神戸市 2019年9月13日 子どもの腰痛：その病態と治療 酒井紀典


