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て. 第70回中部日本整災学会， 1988， 5 ，名古屋
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脊椎外科研究会， 1988， 6 ， 大阪
16) 米津孝信， 藤井保寿， 海木玄郷， 伊藤達雄: 頚椎リウマチにおける後方脊椎の変化について. 第17回北
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部日本整災学会， 1988， 10， 浜松
30) 米津孝信， 藤井保寿， 海木玄郷， 伊藤達雄， 辻陽雄: RA 下位頚椎病変における後方脊椎変化について
のX 線学的検討. 第16回日本リウマチ関節外科学会， 1988， 10， 東京
31) 伊藤達雄， 山口清直， 米津孝信， 石原裕和， 辻陽雄: 環椎後方転位の新計測法一一マイナスADI-. 第16
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40) Itoh T.， Yonezawa T.， Kitagawa H.， TsujiH.， and Yamaguchi K. : A new radiographic measurement of C1
posterior displacementminusADI-. 16th Cervical Spine ResearchSociety. 1988， 1 2， Miami， USA.
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46) 林隆一， 入江尊義， 日合三雄， 水越鉄理， 辻陽雄， 山本恵一: 病院総合情報システムの設計.第8 回医
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