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19) 松井寿夫，辻陽雄: 腰部椎間板造影における．府瞰ディスコグラムの意義と価値について. 臨床整形外科2
1 : 883-890， 1986.
20) 市村和徳，伊藤達雄，山田均，松井寿夫，丸田喜美子，辻陽雄: 脊髄腫療における腰椎部退行変性疾患とま
ぎらわしい症状とその考察. 整形外科37 : 1477-1487， 1986.
21) 松井寿夫，舘崎慎一郎，加藤義治，高桑一彦:低リン酸血症性ビタミンD 低抗性クル病に腰椎部黄色靭帯骨
化症を合併した1 例. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌、29 : 408-4 10， 1986.
22) 吉田孝太郎，室田景久，藤川浩，高田警嗣:フックプレートを用いた足関節周辺骨折の治療成績.整形外科
Mook No.43足関節部の外傷: 121-135，1986.
23) 郭継陽，片山国昭，吉田孝太郎: 烏口突起骨折の2 例. 関東整災誌17 : 108-1 12， 1986.
24) 片井能成，近藤秀丸，吉田孝太郎: 中間広筋皮下断裂の1 例. 関東整災誌17 ; 1 17-120，1986.
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8) 辻陽雄: 診断学と発想. 整形・災害外科29 :72 1-722， 1986.
9) 辻陽雄: 卒前・卒後教育に不可欠な或る認識( 3 ) 一高度医療科学の陰にひそむもの「学園だより」富山医科
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学会報告
1) 吉田孝太郎，伊藤達雄: 胸腰部脊椎骨折の治療経験. 第14回北陸骨傷研究会， 1986， 2 ， 金沢.
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16) 北野悟， 山田均， 下山勝仁， 伊藤達雄，辻陽雄: 大前根動脈からの塞栓術により好結果の得られた脊髄
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19) 野口哲夫， 長尾竜郎， 清水美恵子: 脳卒中片麻癖患者の坂道歩行における床反力の研究( 第2報) . 第23回

日本リハビリテーション学会. 1986，6 ， 長崎.
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