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6) 松井寿夫，館崎慎一郎．マウス未分化肉腫( RCT samcoma) から分離された高肺転移株と低肺転移株の細胞学
的特性. 日整会誌63 :1513-1519， 1989.
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3) 松野博明，高橋淳一，小林紘一，中村哲雄，林謙一，小林彰，渡部恒夫，後藤澄雄，土田豊美．頚椎黄色靭
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Monnthly Book Orthopaedics 15 : 51-57，1989.
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17) Ohshima H . ， Tsuji H.， Hirano N .， Ishihara N.，Terahata N . ， Sano A.: Physiologic response of the
intervertebral disc against compression load. The1 6th annual meeting of the Intemational Societyfor the Study of the
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いた後方固定の経験. 第73回中部日本整形外科災害外科学会， 1989， 10， 香川.
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28) 田中稔， 松井寿夫， 牧山尚也， 高桑一彦， 関隆夫: 非定型好酸菌による排骨小頭骨髄炎. 第113回北陸
整形外科集談会， 1989， 12， 富山.
29) 藤江秀樹， 松井寿夫， 寺畑信男， 上田剛: 硬膜外腫癌を形成した骨髄腫(IgD一λ ) の一例. 第1 1 3回北陸
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11， 6 ．高岡文化ホール， 富山文化ホール. 県民カレッジ講座. 1989， 7 ，15． 1 1，13． 高岡文化ホー
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徳島．
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