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佐藤圭汰, 伊藤俊一, 小俣純一, 遠藤達矢, 三浦拓也, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形患者の

三次元歩行動作解析－脊椎伸展可動域制限と股関節伸展筋力低下は歩行時の脊柱アライメント異常を招く. 第27
回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
三浦拓也, 伊藤俊一, 佐藤圭汰, 小俣純一, 遠藤達矢, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土 修. 腰部脊柱管狭窄症患

者の下肢痛には体幹・股関節伸展筋力と動的脊柱アライメントが影響する. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 
神戸. 
 
波入雄大, 岩渕真澄, 富永亮司, 髙橋洋二郎, 猪股洋平, 田口浩子, 白土 修. 腰椎椎間板ヘルニアに対する

椎間板内注射療法－コンドリアーゼの使用経験. 第8回会津脊椎脊髄疾患研究会; 20190927; 会津若松. 
 
富永亮司, 大谷晃司, 岩渕真澄, 菊地臣一, 白土 修, 紺野愼一. 一般地域住民における脊柱・骨盤矢状面ア

ライメントとQOLの関連性の検討. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
猪股洋平, 波入雄大, 岩渕真澄, 白土 修. 化膿性環軸関節炎2例の経験. 第54回日本脊髄障害医学会; 
20191031-1101; 秋田. 
 
波入雄大, 白土 修, 岩渕真澄, 猪股洋平. 環椎後弓低形成を伴う環軸関節亜脱臼により頚髄症を呈した一例. 
第54回日本脊髄障害医学会; 20191031-1101; 秋田. 
 
平田 海, 白土 修, 阿部真典, 木川卓也, 遠藤達矢, 岩渕真澄. 思春期突発性側彎症に対する新しい装具の

効果；高いコンプライアンスは良い治療成績につながる. 第53回日本側彎症学会学術集会; 20191108-09; 高崎. 
 
遠藤達矢, 伊藤俊一, 白土 修. ロコモ度と運動器の痛みある部位との関連. 第12回日本運動器疼痛学会; 
20191130-1201; 東京. 
 
〔シンポジウム〕 
 
白土 修（座長）. シンポジウム3：成人脊柱変形に対する非手術療法のエビデンス. 第9回日本成人脊柱変形学

会; 20190302; 東京. 
 
白土 修（座長）. シンポジウム6：腰痛診療ガイドライン. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
〔その他〕 
 
Galbusera F, Osamu Shirado O (Chairs). Special Poster Session. ISSLS 2019 46th Annual Meeting; 
20190603-07; Kyoto. 
 
白土 修（座長）. 第9回光が丘会津会. 第9回光が丘会津会; 20190426; 会津若松. 
 
白土 修（座長）. 慢性腰痛の病態と治療. 会津慢性腰痛セミナー; 20190524; 会津若松. 
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白土 修（座長）. 橈骨遠位端骨折の積極的保存療法 －その症例、ホントに手術は必要ですか？－. 会津整形

外科医会学術講演会; 20190612; 会津若松. 
 
岩渕真澄（座長）. Case Report Award セッション3. 第116回東北整形災害外科学会; 20190621-22; 盛岡. 
 
岩渕真澄（座長）. 多職種連携、地域連携で取り組む脆弱性骨折予防 －骨折によるねたきりゼロを目指して－. 
第3回会津骨粗鬆症連携フォーラム; 20190628; 会津若松. 
 
白土 修（座長）. 教育講演3 最近の脊椎疾患に対する治療戦略. 第31回日本運動器科学会; 20190706-07; 岡
山. 
 
岩渕真澄（座長）. 特別講演. 会津医科歯科連携の会; 20190712; 会津若松. 
 
白土 修（座長）. 1. 腰仙椎 “知っているだけで差がつく知識とテクニック”. 北大脊椎脊髄外科セミナー

2019; 20190719-20; 札幌. 
 
岩渕真澄（座長）. 一般演題9：診断. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
白土 修（座長）. イブニングセミナー1. 第27回日本腰痛学会; 20190913-14; 神戸. 
 
白土 修（座長）. 成人脊柱変形に伴う疼痛の診断と治療. 第8回会津脊椎脊髄疾患研究会; 20190927; 会津若

松. 
 
白土 修（座長）. 近未来における運動器の再生医療－疼痛と麻痺の克服に向けて－. 第5回会津リハビリテー

ション・フォーラム; 20191002; 会津若松. 
 
岩渕真澄（座長）. 画像解析1 脊椎. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
白土 修（座長）. バイオメカニクス1 脊椎. 第34回日本整形外科学会基礎学術集会; 20191017-18; 横浜. 
 
白土 修（座長）. 骨粗鬆症骨折手術. 第54回日本脊髄障害医学会; 20191031-1101; 秋田. 
 
白土 修（座長）. 脊椎固定術の長期成績. 第28回日本脊椎インストゥルメンテーション学会; 20191115-16; つ
くば. 
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