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平成28年度第2回新潟県災害リハビリテーション

研修会
新潟市 2017年1月14日

リハビリテーションから見た大規模災害への準備　― 地方自治会と共に進

む徳島県の場合 ―
加藤真介

転倒予防研修会 徳島市 2017年1月20日 運動器疾患をもつ高齢者の運動の特徴 佐藤　紀

Tokushima Bizan Forum 徳島市 2017年1月26日
腰椎分離すべり症における小児椎体変形のリモデリングについて　～臨床

的・基礎的観察～
山下一太

第8回かがわ痛みと運動障害研究会 高松市 2017年1月28日 関節形態別に見た股関節障害の診断と治療 後東知宏

徳島県理学療法士会　第4回学術部研修会 徳島市 2017年1月29日 脊椎疾患の画像診断・手術 酒井紀典

京都府立医科大学リハビリテーション医学教室

後援会セミナー
京都市 2017年2月4日 脊髄損傷治療の温故知新 加藤真介

全中強化に向けての講演会 徳島市 2017年2月4日 中学生野球選手の障害・外傷について　― 投球障害を中心に ― 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 2017年2月26日 成長期スポーツ障害 松浦哲也

平成28年度 全国地域リハビリテーション支援事

業連絡協議会 四国ブロック研修会　特別講演
松山市 2017年3月4日 地域におけるJRAT組織化 　― 徳島県の場合 ―． 加藤真介

平成28年度日本リハビリテーション医学会中国・

四国地方会専門医・認定臨床医生涯教育研修会
岡山市 2017年3月12日 腰痛の保存療法 加藤真介

ホノルルマラソン講座 徳島市 2017年6月4日 ランニングのスポーツ障害 岩目敏幸

ホノルルマラソン講座 徳島市 2017年6月4日 ランニング障害の予防と対応 岩目敏幸

第54回日本リハビリテーション医学会 特別講演 岡山市 2017年6月10日 脊髄損傷の包括的治療とパラスポーツ 加藤真介

町民健康講座 徳島県石井町 2017年7月2日 運動器のアンチエイジング　～いつまでも若々しい姿勢で歩きましょう～ 佐藤　紀

城ノ内高校運動部活動生徒へのスポーツ傷害予

防研修会
徳島市 2017年7月14日 スポーツ外傷・障害 松浦哲也

熊本県臨床整形外科医会教育研修会 熊本市 2017年8月19日 少年野球肘の病態，治療と予防 松浦哲也

第72回日本体力医学会 松山市 2017年9月16日 股関節形態異常に対する診断と治療 後東知宏

骨と関節の日 市民公開講座 徳島市 2017年10月1日 女性に多い運動器疾患 佐藤　紀

骨と関節の日 市民公開講座 徳島 2017年10月1日 健康は正しい姿勢ときれいな背骨から 高田洋一郎

日本リハビリテーション医学会病態別リハビリテー

ション医学研修会
東京都 2017年10月14日 脊髄損傷のリハビリテーション 加藤真介

徳島市身体障害者連合会福祉大会 徳島市 2017年11月12日 運動器の健康　― 不活発は万病のもと ― 加藤真介

第2回青森県リハビリテーション医学研究会 青森市 2017年11月22日 脊髄損傷の最近の動向と包括的治療 加藤真介

第69回佐賀リハビリテーション研究会　特別講演 佐賀市 2017年11月25日
リハビリテーションから見た大規模災害への準備　― 地方自治会と共に進

む徳島県の場合 ―
加藤真介

スポーツリーダー養成講習会 三好市 2017年12月3日 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 横浜市 2017年12月16日 野球肘検診のパイオニアとしての徳島県の現状 松浦哲也

第7回日本整形外科勤務医会山形支部学術講演

会
山形市 2017年12月16日 関節形態から考察する股関節障害 後東知宏

あわ女アスリート医科学サポートカンファレンス

〈第5回〉
鳴門市 2017年12月23日 今知っておこう！気をつけておきたい女性アスリートの三つの問題 佐藤　紀

第5回あわ女アスリート医科学サポートカンファレ

ンス
鳴門市 2017年12月23日 成長期のスポーツ障害と女子選手における傷害の特徴 岩目敏幸

徳島県理学療法士会　第4回学術部研修会 徳島市 2017年1月29日 脊椎疾患の画像診断・手術 酒井紀典

第12回名古屋ベイサイド整形セミナー 名古屋市 2017年2月18日 腰椎分離症　～これまでにわかったこと・これからすべきこと 酒井紀典

第6回中四国MISt研究会 高松市 2017年3月11日
腰椎分離部修復術　～各種術式紹介とSmiley face rod法のちょっとしたコツ

～
酒井紀典



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

第46回日本脊椎脊髄病学会学術集会 札幌市 2017年4月13日～15日
腰椎分離症の病態・診断・治療　～1センチにも満たない骨欠損部へのこだ

わり～
酒井紀典

脊椎の痛みを学ぶ会in SAPPORO 2017 札幌市 2017年7月29日 腰椎分離症：その痛みの原因と対策 酒井紀典

第15回千葉県小児整形外科セミナー 千葉市 2017年7月30日 腰椎分離症を診る・看る・みる 酒井紀典

第7回おおさか脊椎カンファレンス 大阪市 2017年9月2日 腰椎分離症　～なにをどうすべきか～ 酒井紀典

SPINE Forum in Mie 津市 2017年11月24日 こどもの腰痛　～アプローチとマネージメント～ 酒井紀典

第11回関西アスレティックトレーナーフォーラム

「疲労を科学する」
西宮市 2017年11月26日 腰椎分離症（疲労骨折）を科学する 酒井紀典

第24回中越整形外科手術手技講演会 長岡市 2017年11月30日 若年者腰痛疾患に対する外科的治療 酒井紀典

第30回日本内視鏡外科学会総会 京都市 2017年12月9日 アスリートにおける経皮的脊椎内視鏡下手術の現状と適応拡大 西良浩一

第8回日本MISｔ研究会　症例検討会（第8回関東

MISt研究会合同開催）
東京都（銀座NB　CLUB） 2017年2月25日

アスリートの腰痛における低侵襲手術の役割　～内視鏡手術とMISｔの意義

～
西良浩一

第143回山口県医師会生涯研修セミナー　平成28

年度山口県医師会勤務医部会総会
山口市（山口県総合保健会館） 2017年2月26日 発育期腰部疾患の確定診断と低侵襲治療　～非特異的腰痛の病態～ 西良浩一

小松島市医師会学術講演会 小松島市（おがわ） 2017年3月7日 ロコモティブシンドロームと腰痛 西良浩一

第56回獨整会公開学術講演会 宇都宮市（宇都宮グランドホテル） 2017年3月8日 アスリートの腰痛　～早期復帰を可能にする方程式～ 西良浩一

第2回整形外科医とオピオイドを語る会 東京都（京王プラザホテル） 2017年3月10日 アスリートの腰痛　～非特異的腰痛の病態と内視鏡治療～ 西良浩一

東北大学整形外科談論会 仙台市（江陽グランドホテル） 2017年3月11日 アスリートの腰痛　～確定診断に基づく低侵襲手術の最前線～ 西良浩一

The 1st ISMISS Asia-Japan combined with the

10th memorial MISS Summit Forum
丹羽郡（あいちせぼね病院） 2017年3月17日

Percutanes endoscopic transforaminal surgery under the local anesthesia

： state of the art technique for discectomy， foraminoplasty and ventral

facetectomy．

西良浩一

第90回日本整形外科学会学術総会 仙台市（仙台国際センター） 2017年5月19日
局所麻酔下経皮的内視鏡脊椎手術の最前線　― PED，PELF，thermal

annuloplasty ―
西良浩一

Meet The Orthopedic Specialist in Tokushima 徳島 2017年6月8日 経皮的内視鏡脊椎手術　～合併症回避の技～ 手束文威

第228回名西郡医師会老人訪問看護ステーション

学術講演会
徳島 2017年6月9日 当院での整形外科疾患への取り組み　～脊椎疾患を中心に～ 手束文威

第2回Clinical Conference in KURAMOTO 徳島市（天満病院） 2017年6月20日 ロコモと腰痛 西良浩一

第13回関西医科大学脊椎グループ研究会
大阪府守口市（ホテルアゴーラ大

阪守口）
2017年6月24日 アスリートの腰痛管理　～非特異的腰痛を攻略する～ 西良浩一

町民健康講座　いつまでも健康な足腰を　健やか

な生活を送るために
名西郡（石井町中央公民館） 2017年7月2日 腰痛完治の最短プロセス 西良浩一

四国こどもとおとなの医療センター　市民公開講

座
香川県（サクラート多度津） 2017年7月23日 ロコモと腰痛 西良浩一

第17回ニューロスパイナルセミナー 徳島市（徳島大学病院） 2017年8月26日 局所麻酔で行う脊椎経皮的内視鏡手術の最前線 西良浩一

ホグレルネバタイトハム監修　特別講演会 東京都（ホグレル本社） 2017年9月3日 腰痛治療とタイトハム 西良浩一

第9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（京王プラザホテル） 2017年9月18日 体幹アスレティックリハビリテーション 西良浩一

高知病診連携フォーラム
高知市（国立病院機構　高知病

院）
2017年9月20日 ロコモと腰痛 西良浩一

学生・研修医のためのキャリアデザインセミナー 徳島市（徳島大学病院） 2017年9月26日 ナンバーワンよりオンリーワン　～若手医師へ送るVSOP～ 西良浩一

平成29年度　第3回東京都臨床整形外科医会

統合研修会

東京都（イイノホール＆カンファレ

ンスセンター）
2017年9月30日 アスリートの腰痛と内視鏡手術　～非特異的腰痛を攻略する～ 西良浩一

第129回中部日本整形外科災害外科学会・学術

集会
富山市（富山県民会館） 2017年10月6日

局所麻酔下脊椎内視鏡手術の進化　in this decade：discectomy，

foraminoplasty & ventral facetectomy
西良浩一



学会名 開催地 開催期間 演題名 演者

エール大学　講演
ニューヨーク（エール大学施設

内）
2017年10月18日 pediatric lumbar spondylolysis 西良浩一

第25回日本腰痛学会
東京都（東京コンファレンスセン

ター・品川）
2017年11月3日 アスリートの腰痛　～非特異的腰痛を攻略～ 西良浩一

第3回阿南地域医療フォーラム
阿南市（阿南ロイヤルガーデンホ

テル）
2017年11月8日 ロコモティブシンドロームと腰痛 西良浩一

高知県整形外科医会（三木会）学術講演会 高知市（LaVita） 2017年11月9日 アスリートの腰痛管理　～非特異的腰痛を攻略～ 西良浩一

第23回日本最小侵襲整形外科学会（MIOS） 東京都（東京慈恵会医科大学） 2017年11月11日 脊椎内視鏡手術「PED（Percutaneous Enｄoscopic Discectomy）」 西良浩一

第31回日本泌尿器内視鏡学会総会 徳島市（あわぎんホール） 2017年11月16日
脊椎外科における内視鏡手術：局所麻酔経皮的内視鏡手術　～State of

the art～
西良浩一

第6回長崎運動器疼痛研究会 長崎市（ホテルニュー長崎） 2017年11月21日 アスリートの腰痛と内視鏡手術　～非特異的腰痛を攻略～ 西良浩一

第46回四国理学療法士学会
徳島市（徳島文理大学　むらさき

ホール）
2017年11月26日 最新の腰痛治療 西良浩一

第69回下野整形懇談会 宇都宮市（ホテル東日本宇都宮） 2017年11月29日 腰椎分離症のState of The Art　～学年に応じた早期復帰の方程式～ 西良浩一

The 3rd Cross-Strait and International Summit

Conference of Endoscopic Spine Surgery
台湾 2017年12月16日

Application of the transforaminal percutaneous spinal endoscope to the

lumbar spinal canal stenosis : foraminoplasty （PELF） and ventral

facetectomy

西良浩一


