
会の名称 開催地 講演日 演題名 演者
Advanced Minimal Invasive Surgery and Academic Interaction

between Orthopedic Department in NCKUH and Tokushima

University Hospital.

Tainan, Taiwan. February 4, 2015 Low Back Pain for athletes. Koich Sairyo

1st Asia-Oceanian Congress for Neurorehabilitation Seoul, Korea 2015年9月4日 Comprehensive management of spinal cord injury.
Shinsuke

Katoh

Advanced Minimal Invasive Surgery and Academic Interaction

between Orthopedic Department in NCKUH and Tokushima

University Hospital.
Tainan, Taiwan. February 4, 2015 MIS for the lumbar spine, XLIF, CBT and PPS. Toshinori Sakai

西部地区研究会 徳島市 2015年5月15日 欧州股関節研修記 後東知宏

徳島Spine & Bone フォーラム 徳島市 2015年1月17日 成人脊柱変形に対する側方経路腰椎椎体間固定 酒井紀典

第20回脊椎研究会 佐世保市 2015年2月19日 こどもの腰痛　〜その原因と治療について〜 酒井紀典

転倒予防研修会 徳島市 2015年12月17日 高齢者にかかわる運動機能障害 佐藤紀

第4回長州スポーツ整形塾 宇部市 2015年3月21日 小学生サッカー選手に対する運動器エコーの活用 鈴江直人

運動器エコーフェア in Tokyo 東京都 2015年4月12日 肘外側部痛の超音波診療 鈴江直人

運動器エコーフェア in Tokyo 東京都 2015年4月12日 肘後方部痛の超音波診療 鈴江直人

第4回臨床研究・論文執筆入門 徳島市 2015年7月8日 眠くならないプレゼン術 鈴江直人

運動器エコーフェア in Osaka 大阪市 2015年9月27日 外来での超音波ガイド下注射 鈴江直人

市民公開講座

徳島大学病院フォーラム2015春
徳島市 2015年2月14日 股関節手術の実際～早期の復帰・長期の安心～ 筒井貴彦

Bizan Ortho Forum 2014 徳島市 2015年2月26日
徳島大学病院における骨粗鬆症治療

－リカルボン錠の使用経験－
筒井貴彦

介護サポーター養成講座 板野郡 2015年9月15日
骨粗鬆症について

筒井貴彦

徳島大学フォーラム ２０１５春 徳島市 2015年2月14日 骨・軟部腫瘍をご存じですか？〜希ながん、肉腫〜 西庄俊彦

徳島西部地区整形外科臨床検討会 吉野川市 2015年11月27日 骨・軟部腫瘍に対する診療戦略と徳島大学での取り組み西庄俊彦

第11回ＰＥＤセミナー 東京都 2015年1月11日 ＰＥＤの合併症について 西良浩一

香川県整形外科医会総会 高松市 2015年1月24日 腰椎分離症～診断と治療の最前線～ 西良浩一

整形外科リバーサイドフォーラム 岐阜市 2015年1月31日 腰椎分離症～State of the Art～ 西良浩一

第250回徳島医学会学術集会（平成26年度冬期） 徳島市 2015年2月1日 教授就任記念講演（1） 西良浩一

第8回埼玉東部エリア整形外科スポーツフォーラム 越谷市 2015年2月13日
発育期における腰部スポーツ障害～診断と治療の最

前線～
西良浩一

第7回北海道小児整形外科セミナー 札幌市 2015年2月21日 こどもの腰痛～診断・治療そして予防～ 西良浩一

第34回日本画像医学会 東京都 2015年2月27日 脊椎疲労骨折の画像診断～診断と治療の最前線～ 西良浩一



第28回広島おると会研究会 広島市 2015年2月28日 腰痛の診断と内視鏡手術の最前線 西良浩一

第10回大阪バイオメカニクス研究会 大阪市 2015年3月5日
腰椎分離症の診断と治療におけるバイオメカニクスの

役割
西良浩一

第38回日本脳神経外傷学会 徳島市 2015年3月7日 スポーツと腰部障害謎の腰痛を解き明かす 西良浩一

第23回信州脊椎脊髄疾患研究会 松本市 2015年3月21日 アスリートの腰痛～確定診断への方程式～ 西良浩一

第13回脊椎脊髄病研修コース 福岡市 2015年4月18日 後外側進入PED法の実際 西良浩一

第１３回東京スポーツ整形外科研修会 東京都 2015年4月25日 スポーツ選手の腰痛 西良浩一

第１６回整形外科アップデートセミナー 東京都 2015年4月25日 腰椎分離症のサイエンス 西良浩一

第２５回Kyoto Orthopaedic Seminar 京都市 2015年5月12日 腰椎分離症のState of the Art 西良浩一

第88回日本整形外科学会学術集会 神戸市 2015年5月21日 スポーツによる腰部障害-State of the art- 西良浩一

香川バイオミーティング 高松市 2015年6月24日 「脊椎手術の最前線」～変性疾患　リウマチを含む～ 西良浩一

久光製薬株式会社　高松支店　医薬情報担当者勉強会 徳島市 2015年6月25日 アスリートが陥った「謎の腰痛」を解き明かす 西良浩一

第9回夏季プライマリケア腰痛シンポジウム 東京都 2015年7月3日 腰椎分離症のState of the Art 西良浩一

第52回東医・東邦・昭和3大整形外科合同談話会 東京都 2015年7月17日 腰椎分離症のサイエンス 西良浩一

第42回スポーツ医学研修会（総論） 東京都 2015年8月1日 スポーツによる外傷と障害（3.）脊椎・体幹 西良浩一

第16回埼玉整形外科研究会 さいたま市 2015年8月29日 アスリートの腰痛：確定診断を導く方程式 西良浩一

山梨県整形外科医会教育研修会 甲府市 2015年9月3日
腰椎分離病のState of the Art～不可思議な病態を

科学する～
西良浩一

第3回運動器疼痛を考える会 東京都 2015年9月5日
腰椎分離症のサイエンス～診断と治療のState of

the Art～
西良浩一

平成27年度公認スポーツドクター養成講習会（応用科目Ⅰ） 東京都 2015年9月6日
スポーツ外傷・障害の最新情報（1）-脊柱・骨盤・大

腿
西良浩一

第41回日本整形外科スポーツ医学会学術集会 京都市 2015年9月11日
スポーツと腰椎分離症-フィールド復帰のための方程

式-
西良浩一

2015年スポーツ医継続のための研修会 京都市 2015年9月13日 4.学童期の脊椎のスポーツ障害と外傷 西良浩一

第2回県南　脊椎・スポーツ懇話会 さいたま市 2015年9月18日
スポーツによる腰部障害～非特異的腰痛に陥らない

方程式～
西良浩一

兵庫医科大学開講記念学術講演会 西宮市 2015年9月26日 アスリートの腰痛～確定診断への方程式～ 西良浩一

第7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プログラム
東京都 2015年9月27日 体幹アスレティックリハビリテーション 西良浩一

2015年運動器の10年・骨と関節の日 徳島市 2015年10月4日
ロコモティブシンドローム（いわゆるロコモ）～寝たきり

にならないために知っておくこと～
西良浩一

南四国高齢者疼痛を考える会 高知市 2015年10月10日 腰痛完治の最短プロセス～診断と治療の最前線～ 西良浩一

第30回日本整形外科学会基礎学術集会 富山市 2015年10月23日 腰椎分離症と脊椎バイオメカニクス 西良浩一

第3回金沢内視鏡低侵襲脊椎外科セミナー 金沢市 2015年11月14日 アスリートの腰痛～確実な診断に基く低侵襲治療～ 西良浩一

順天堂大学医学部整形外科同門会総会 東京都 2015年11月21日 アスリートの腰痛：確定診断への方程式 西良浩一



第18回日本低侵襲脊椎外科学会学術集会（JASMISS） 東京都 2015年11月26日

局所麻酔下経皮的内視鏡手術の最前線～

Foraminoplastic Ventral Epiduroscope

の実際～ 西良浩一

第5回運動器抗加齢医学研究会 福岡市 2015年12月6日 腰部疾患とアンチエイジング 西良浩一

第11回MOS会 札幌市 2015年12月21日 アスリートの腰痛：確定診断への方程式 西良浩一

第3回徳島関節病フォーラム~関節の木の下に集まる会~ 鳴門市 2015年1月31日 徳島大学整形外科での取り組み2015 浜田大輔

社会保険指導者講習会伝達講習 徳島市 2015年2月6日 運動器の痛みのマネージメント 浜田大輔

市民公開講座

徳島大学病院フォーラム2015春
徳島市 2015年2月14日 膝の痛みを知る・防ぐ・治す 浜田大輔

南四国膝の痛みを考える会 徳島市 2015年3月12日 変形性関節症の痛みに関する考察と私見 浜田大輔

平成27年度　健康を考える県民の集い 徳島市 2015年9月3日
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）　-健康長

寿のための理解と予防-
浜田大輔

第3回しまなみ肩関節研究会 今治市 2015年2月14日 高齢者にみられる肩関節疾患の診断と治療 福田昇司

モーラスパップ発売記念講演会 徳島市 2015年10月31日 偽性麻痺とリバース型人工肩関節置換術 福田昇司

第11回神楽坂スポーツ医学セミナー 東京都 2014年12月14日 野球検診で発見した上腕骨小頭骨軟骨障害の2例 松浦哲也

野球指導者講習会 千葉市 2015年1月17日 投球障害予防における投球数制限の検討 松浦哲也

第19回群馬スポーツ医学セミナー 前橋市 2015年1月31日 成長期投球障害の診断と治療 松浦哲也

ジュニアアスリートのための体づくり教室 広島市 2015年2月8日 成長期のスポーツ障害 松浦哲也

第8回アスレティックトレーナー連絡会議　中国・四国ブロック研修会 板野郡 2015年2月11日 徳島における少年野球検診━地方でこそ行えるサポート事業━松浦哲也

第7回奈良鏡視下手術スキルアップセミナー 奈良県 2015年2月21日 肘離断性骨軟骨炎の病態と鏡視下手術 松浦哲也

徳島県医師会スポーツ対策委員会研修会 徳島市 2015年2月28日 小学生選手に対する野球検診 松浦哲也

第1回はた整形カンファレンス 四万十市 2015年3月6日 少年野球検診━地方でこそ行える医療━ 松浦哲也

ホノルルマラソン講座 徳島市 2015年6月6日 ランニングのスポーツ障害 松浦哲也

ホノルルマラソン講座 徳島市 2015年6月6日 ランニング障害の予防と対応 松浦哲也

第19回弁護士業務改革シンポジウム 岡山市 2015年10月16日 成長期野球肘の実態 松浦哲也

スポーツリーダー養成講習会 阿波市 2015年11月23日 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 阿南市 2015年12月12日 スポーツ指導者に必要な医学的知識 松浦哲也

第12回神楽坂スポーツ医学セミナー 東京都 2015年12月19日 検診から見えてきた肘離断性骨軟骨炎の病態 松浦哲也

骨と関節の日 徳島市 2015年10月4日 本当に怖い転倒と骨折-歩けるてすばらしい- 和田佳三

第4回Orthopedic Update Symposium in Tokushima 徳島市 2015年11月11日 TKA術中動態解析-MCL剥離が動態に与える影響- 和田佳三

第38回日本脳神経外傷学会　教育セッション 徳島市 2015年3月7日 脊髄損傷の発生状況の変化と予防活動 加藤真介

平成27年度理学療法週間講習会　市民公開講座 徳島市 2015年7月18日 腰といたみ 加藤真介

札幌脊髄傷害セミナー 札幌市 2015年10月7日 脊髄損傷の包括的治療　-温故知新-. 加藤真介

川島病院病診連携会 徳島市 2015年10月30日 医療安全と医療事故調査制度 加藤真介



第14回徳島県PT・OT・ST合同研修会 徳島市 2015年11月15日
南海トラフ地震に向けた行政と連携した災害リハビリ

テーション体制整備
加藤真介

第50回日本脊髄障害医学会教育講演 東京都 2015年11月20日 脊髄損傷の包括治療 -学会の役割- 加藤真介

第37回高知リハビリテーション医学懇話会 高知市 2015年12月3日 大規模災害に向けたリハビリテーション体制整備. 加藤真介

平成27年度　第3回那智勝浦スポーツ・温泉医学研究所講演

会
和歌山市 2015年12月3日 脊髄損傷の包括的治療 加藤真介

第21回徳島リウマチの会 徳島市 2015年6月30日 リウマチ性疾患の脊椎病変 酒井紀典


