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3) Kaiki G.， Tsuji H.， Y onezawa T.， Sekido H.，Yamashita S.. and Sano A. : Osteoarthrosis induced by intra-

articular hydrogen peroxide injection and running load. J. Orthop. Res. 8 731-740， 1990. 
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217-220， 1990. 
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的研究. 第12回脊髄電気診断研究会，1990， 2 ， 東京. 
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会， 1990， 6 ， 福井. 
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1990， 7 ， 大阪. 

25) 前田明夫， 松井寿夫， 金森昌彦， 牧山尚也， 市村和徳， 遊道和雄， 辻陽雄: 骨巨細胞腫培養細胞にお

けるカルシトニン受容体に関する研究. 第23回骨・軟部腫虜学会， 1990， 7 ， 大阪. 
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