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2) 辻陽雄: 胸椎後縦靭帯・黄色靭帯骨化症に対する手術(総括) . 臨整外23 : 358-359， 1988. 

3) 丸田喜美子， 佐野明美， 辻陽雄， 石井勉:石灰化抑制因子抽出靭帯および椎間板線維論( ヒト・サル) の石

灰化過程. 厚生省特定疾患脊柱靭帯骨化症調査研究班， 昭和62年度研究報告書: 26-28， 1988. 

4) 辻陽雄: 就労者の腰痛. Medic 23 : 2 1-23，1988. 

5) 辻陽雄: 高令者の腰・下肢通. Pin G 24 : 1- 3 ， 1988. 

6) 伊藤達雄: 腰椎転移癌(高令者の腰痛) . Pin G 24 : 12-13， 1988. 

7) 伊藤達雄: 画像診断の進歩と整形外科. マルホ整形外科セミナーN 0， 853， 1988， 11， (記録) . 

8) 松井寿夫， 伊藤達雄， 関戸弘通， 米津孝信， 辻陽雄: 頚椎前後同時合併手術例の検討. 日整会誌62 : S 1 

137， 1988. 

9) 伊藤達雄， 加藤義治， 辻陽雄: SSI(segmen talspinal instrumentation) 使用による後頭骨一一頚椎間後方固定. 

日整会誌62 : S 1338， 1988. 

10) 山田均， 米津孝信， 市村和徳， 辻陽雄， 神代靖久， 森田多哉， 上田剛， 飯田鴎二， 田島剛一: 鏡視

下半月板切除術における電気メスの有用性について. 日整会誌62 : S 1405， 1988. 

1 1) 加藤義治， 関戸弘通， 米津孝信， 伊藤達雄， 辻陽雄: 当科における高令者変性腰椎疾患手術例の検討. 

中部整災誌31 : 1712-1713， 1988. 

12) 伊藤達雄， 小坂泰啓， 清水美恵子， 辻陽雄: C 2 dome laminectomy の意義. 中部整災誌31 : 926-927， 

1988. 

 

日整会教育講演ほか 

1) 辻陽雄: Outline o f current understandingof low - back pain.腰痛診療の基本. 第5回富山医薬大整形外科立山セミ

ナー，( 日整会認定)1988，8 ，富山 

2 ) 山田均: 膝蓋大腿障害の病態と治療. 5回富山医薬大整形外科立山セミナー， (日整会認定)1988， 8 ，富山 

3) 加藤義治: くる病・骨軟化症の病態と臨床. 第5 田富山医薬大整形外科立山セミナー， (日整会認定) 1988， 



8 ， 富山 

4) 辻陽雄: 労働と腰痛管理および治療. 産業医研修会， 1988， 2 ， 福井 

5) 伊藤達雄: RA 関節病変の進行. 高岡市内科医会学術講演会， 1988， 2 ， 高岡 

6) 山田均: 腰痛疾患の治療ポイント. 富山県保険医協会， 1988， 7 ， 富山 

7) 山田均: 腰肩関節疾患の治療のポイント. 富山県保険医協会， 1988， 7 ， 富山 

8) 辻陽雄: 腰痛の成り立ちと治療の側面. 広島・山口地区腰痛疾患研究会教育研修講演( 日整会認定) ， 

1988， 8 ， 広島 

9 ) 辻陽雄: 脊髄腫蕩外傷の二~三の動向. 第18回近畿脊髄外科研究会教育研修講演， 1988， 10，大阪 

10) 辻陽雄: 腰椎外科， その基本方略. 第30回東海脊椎外科研究会( 日整会認定) ， 1988， 10， 名古屋 

11) 辻陽雄: 脊椎制動・固定一ーその理論と方略一一第72回東北整形災害外科学会( 日整会認定) ，1988， 10， 

新潟 

12) 辻陽雄: 腰痛の成り立ち， 外科的基本方略ならびに心理的側面( 日整会認定) . 長崎脊椎1 外科を語る会， 

1988， 10， 長崎 

13) 山田均: 部位別のスポーツ外傷と障害. 富山大学体育系サークルリーダー研修会， 1988， 10，富山 

14) 伊藤達雄: 老人の脊椎病変と骨粗懸症. 氷見医 

師会学術講演会， 1988， 11， 氷見 

 


