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その他 

1 ) 辻陽雄: 外来のための腰痛概論. 第59回新潟整形外科研究会講演， 1983， 1 ， 新潟. 

2) 辻陽雄: 腰痛の保存治療とその考え方. 氷見医師会講演， 1983， 6 ， 氷見. 

3) 辻 陽雄 : 外来レベルでの腰痛の基礎 と臨床. ，吉富製薬学術講演会， 1983， 6 ， 名古屋. 

4) 辻陽雄: 痛みの科学一骨の危険信号と健康法一. 第4 回富山県婦人大学校講演， 1983， 8 ，富山. 

5) 辻陽雄: 腰痛解析の基礎と臨床. 第2 回大分県整形外科セミナー講演， 1983， 8 ， 大分. 

6) 辻陽雄: 労働と腰痛．その診断と治療.昭和58年度産業保険研修会講演， 1983， 10， 富山. 

7) 辻陽雄: 骨関節X 線像の見方・考え方. 砺波医師会講演， 1983， 11， 砺波. 


