
学会名 開催地　 開催期間 演題名 演者

スポーツフォーラム21　第18回
The Baseball 横浜市 2018年1月14日 脊椎バイオメカニクスで非特異的腰痛を攻略 西良浩一

小松島市医師会　市民公開講
座 小松島市 2018年1月21日 ロコモと腰痛～生涯若々しい姿勢で歩くために～ 西良浩一

TV-Orthopedist's Conference
（Web講演会） 東京都 2018年2月16日

局所麻酔下・経皮的脊椎内視鏡手術の進化～ヘルニ
ア摘出から狭窄症除圧まで～ 西良浩一

第116回徳島臨床カンファランス 小松島市 2018年2月27日 ロコモティブシンドロームと腰痛 西良浩一

第29回腰痛シンポジウム 横浜市 2018年3月3日 非特異的腰痛の背景とアスリートにおける実際 西良浩一

市民公開講座　徳島大学病院
フォーラム2014春 徳島市 2018年3月4日 スポーツ障害と腰痛：ストレッチで腰痛予防 西良浩一

AAOS 2018 Annual Meeting: New Orleans, 
Louisana March 7,2018

Management of acute and chronic pars fractures in 
the elite athlete. Koichi Sairyo

第２８回中国四国ペインクリニッ
ク学会 徳島市 2018年5月12日

アスリートにおける特異的腰痛と非特異的腰痛～pain 
generator の同定で完治を導く～ 西良浩一

第10回日本関節鏡・膝・スポー
ツ整形外科学会 福岡市 2018年6月14日

アスリートの腰痛管理～最小侵襲手術と効果的運動
療法で100％を超える復帰を～」 西良浩一

平成30年度　第3回兵庫県整形
外科医会　学術講演会 神戸市 2018年6月23日 アスリートの腰痛管理～特異的腰痛の謎を解く～ 西良浩一

第46回中国四国リハビリテー
ション医学研究会/第41回日本
リハビリテーション医学会　中国
・四国地方会

徳島市 2018年7月15日 アスリートの腰痛～非特異的腰痛をリハで攻略～ 西良浩一

第2回ＩＳＥＳＳ　第2回ＩＳＭＩＳＳ　
Asia-Japan　第11回MISS 
Summit Forum 3大会　合同開
催

犬山市 2018年9月1日

Percutaneous Endoscopic Transforaminal Spine 
Surgery for the Lumbar Spinal Canal Stenosis: 
Decompression (PELF/PEVF) and Fusion 
(PETLIF/PEDLIF)

西良浩一

第44回日本整形外科スポーツ
医学会学術集会 徳島市 2018年9月7日 脊椎分離症を追いかけて30年 西良浩一

第10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 2018年9月17日 体幹アスレティックリハビリテーション 西良浩一

第27回日本脊椎インストゥルメ
ンテーション学会 東京都 2018年9月29日 Percutaneous Endoxcopic true TLIFとPEDの融合 西良浩一、長濱　賢

日医生涯教育協力講座セミ
ナー 徳島市 2018年10月20日 ロコモと腰痛：最先端内視鏡手術 西良浩一

第24回日本最小侵襲整形外科
学会（mios) 名古屋市 2018年11月10日 経皮的内視鏡PED法の最前線　除圧から固定まで 西良浩一



第61回みえ脊椎を語る会 津市 2018年11月15日
アスリートにおける特異的腰痛と非特異的腰痛～謎か
らの脱却～ 西良浩一

ちば整形外科エキスパートカン
ファレンス2018 千葉市 2018年11月17日

経皮的脊椎内視鏡手術の進化　in this decade～除圧
から固定まで～ 西良浩一

第21回日本低侵襲脊椎外科学
会学術集会（JASMISS) 東京都 2018年11月29日 腰部脊柱管狭窄症に対するPED除圧及びPEDでLIF 西良浩一

鳴門市医師会市民公開講座-メ
タボとロコモから健康寿命を考
える-

鳴門市 2018年12月1日 ロコモと腰痛～内視鏡手術の最前線～ 西良浩一

報道機関との「先端医療カン
ファレンス」（第2回） 徳島市 2018年12月11日 腰痛治療の最先端内視鏡治療 西良浩一

スポーツリーダー養成講習会 三好市 2018年12月2日 スポーツ指導者に必要な医学的知識 岩目　敏幸
ホノルルマラソン講座 徳島市 2018年6月2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 2018年6月2日 ランニング障害の予防と対応 岩目　敏幸
ZIMMERBIOMET Hip Symposium 2018東京 8月25日 モノブロックステムにおける術前計画と手術手技 後東知宏
Great Expectation east 2018 東京 11月24日 仰臥位THAにおけるナビゲーションの有用性 後東知宏
Orthopedic Update Symposium in Tokushima徳島市 12月6日 寛骨臼形成不全に対する診断と関節温存治療 後東知宏

第13回奈良鏡視下手術スキル
アップセミナー

橿原市 2018年2月17日 局所麻酔での経皮的内視鏡視下腰椎椎間板ヘルニ
ア摘出術（PED）：基礎知識と豆知識

酒井紀典

第3回和歌山県アスレティッ
クトレーナー連絡協議会研修
会

海南市 2018年2月24日 腰椎分離症（疲労骨折）を科学する　in Wakayama 酒井紀典

筑豊スポーツ研究会 北九州市 2018年3月16日 腰椎分離症：　知っておきたいポイント 酒井紀典

徳島市 2018年3月18日 腰椎分離症　〜どう診る？どう治す？〜 酒井紀典

福島スポーツ医学研究会 福島市 2018年3月29日 腰椎分離症　〜診断，治療，そして予防へ〜 酒井紀典

第47回日本脊椎脊髄病学会(ランチョンセミナー3)神戸市 2018年4月12日〜14日 What’s it gonna be?  Immediately after corrective spinal fusion surgeries, injuries, and sports-related disorders.酒井紀典

播磨メディカルチェック研究会姫路市 2018年6月9日 腰椎分離症〜メディカルチェックのための薀蓄〜 酒井紀典

第55回日本リハビリテーション医学会博多市 2018年6月28日〜7月1日発育期および若年者アスリートの腰痛〜リハビリテーション医学のために知っておきたい知識〜酒井紀典

第15回名古屋脊椎脊髄セミナー2018名古屋市 2018年7月6日〜7月7日腰椎分離症のエビデンス 酒井紀典

第40回松島・倉敷駅前会 倉敷市 2018年7月19日 発育期アスリートの腰痛：診断とマネージメント 酒井紀典

第1回日本脊椎前方側方進入
手術研究会(JALAS)-SLW
(satellite lectures and 
workshops)

高松市 2018年8月11日 腰椎前方側方進入手術と画像診断 〜合併症をなくすための取り組み〜酒井紀典

東北大学脊椎外科懇話会 仙台市 2018年8月25日 腰椎分離症　〜これまでとこれから〜 酒井紀典

第44回日本整形外科スポーツ
医学会学術集会「開業医に役
立つ実践セミナー」

徳島市 2018年9月9日 開業医のための発育期・若年者アスリートの腰痛のマネージメント酒井紀典

和歌山県サッカー協会 和歌山市 2018年10月20日 発育期・若年者スポーツ選手における腰痛〜未来ある子供たちが生涯スポーツを楽しめるように〜酒井紀典



超音波骨折治療セミナー 徳島市 2018年11月8日 臨床研究法に基づいた腰椎分離症に対するLIPUS治療の導入酒井紀典

第21回日本低侵襲脊椎外科学
会

東京 2018年11月29日〜30日腰椎分離部修復術の低侵襲化 酒井紀典

第29回日本小児整形外科学会
学術集会

名古屋市 2018年12月14日～15日腰椎分離症の早期発見と治療 酒井紀典

第7回徳島骨カルシウム懇話会 徳島市 2018年2月15日 女性の骨代謝から見た運動器疾患 佐藤　紀

第1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 2018年3月11日 女性とロコモ 佐藤　紀

日医生涯教育協力講座セミ
ナー 徳島市 2018年10月20日 ロコモ対策とリハビリテーション 佐藤　紀

香川二金会 高松市 2018/1/13 人工膝関節置換術と十字靱帯機能 浜田大輔

UKA seminar 大阪 2018/11/17 未固定遺体を用いたUKA, TKAの動作解析 浜田大輔

市民講座　骨と関節の日 徳島市 2018年10月7日 骨や筋肉にできる腫瘍〜脂肪の塊から肉腫まで〜 西庄俊彦

成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会吉野川市 2018年1月21日 成長期スポーツ障害 松浦哲也
第29回広島スポーツ医学研究会広島市 2018年2月3日 少年野球肘検診の成果と課題 松浦哲也
第9回愛媛の子どもの運動器障害を語る会松山市 2018年2月17日 少年野球肘の診断と治療 松浦哲也
第7回巌流整形外科フォーラム 下関市 2018年2月24日 成長期野球肘の診断・治療と予防 松浦哲也
徳島大学病院フォーラム　2018春徳島市 2018年3月4日 スポーツによる関節の外傷と障害 松浦哲也
徳島県整形外科医のためのナレッジセミナー徳島市 2018年6月21日 成長期野球肘の病態・治療と予防 松浦哲也
徳島県スポーツ推進委員研修会東みよし町 2018年7月1日 こどもにとってスポーツはどうあるべきか？ 松浦哲也
第7回野球肘研究会夏合宿 in 弘前弘前市 2018年7月28日 野球肘検診の歴史と今後の課題 松浦哲也
第19回金沢スポーツ整形イブニングセミナー金沢市 2018年8月9日 野球肘検診から得た肘離断性骨軟骨炎の知見 松浦哲也
第44回日本整形外科スポーツ医学会学術集会ランチョンセミナー徳島市 2018年9月7日 野球肘に対する手術治療の現況と展望 松浦哲也
第7回日本小児診療多職種研究会北九州市 2018年11月25日 多職種が参加する少年野球肘検診の現状 松浦哲也


