
主演者 共同演者 題名 学会名・研究会名 開催地 開催年
遠藤　　紀 瀬本　喜啓ほか 一卵生双生児にみられる脊柱側弯の検討 第54回日本整形外科学会学術集会 横浜 1981.03.30-04.01
瀬本　喜啓 深瀬　　宏ほか 術後長期免荷を行ったコロンナ関節形成術の成績 第56回中部日本整形外科災害外科学会 京都 1981.05.27-28
芦田ひろみ 瀬本　喜啓ほか Zentrale�Koordinationsstorung（ZKS）の股関節について 第21回先天股脱研究会 福岡 1982.07.10
芦田ひろみ 瀬本　喜啓ほか 当園における側弯治療体操の方法について　�―アンケート調査をもとに― 第61回中部日本整形外科災害外科学会 神戸 1983.11.10-11
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか クラシックバレエダンサーに生じた長母趾屈筋腱鞘炎の１例 第208回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1985.02.16
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 重度側弯症に対する新しい計測法 第58回日本整形外科学会学術集会 岐阜 1985.04.07-09
瀬本　喜啓 武田　勝雄ほか 先天股脱の遺残性亜脱臼に対するソルター手術の適応について 第64回中部日本整形外科災害外科学会 名古屋 1985.05.30-31
宮地　芳樹 瀬本　喜啓ほか 腰仙椎偽関節症例に対するRoy-Camille�Plateの使用経験 第213回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1985.09.14
大坂　芳明 瀬本　喜啓ほか 新しい装具システム（Neofrakt）について 第214回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1985.10.19
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか Cotrel-Dubousset's�Universal�Instrumentation�for�Spinal�Deformity 第65回中部日本整形外科災害外科学会 倉敷 1985.11.14-15
吉田悌三郎 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症における非固定部腰椎側弯の後方固定術による変化について 第65回中部日本整形外科災害外科学会 倉敷 1985.11.14-15
渡辺　秀男 瀬本　喜啓ほか 脊椎後方要素の先天性奇形とその臨床的意義 第59回日本整形外科学会学術集会 東京 1986.03.30-04.01
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 骨頭臼蓋不均衡（Head-Acetabular�Disproportion）について 第59回日本整形外科学会学術集会 東京 1986.03.30-04.01
吉田悌三郎 瀬本　喜啓ほか 後方固定術を行った特発性側弯症例における非固定部側弯の術前後の変化について 第59回日本整形外科学会学術集会 東京 1986.03.30-04.01
田中真一郎 瀬本　喜啓ほか Cotrel-Dubousset法による側弯症手術例の脊髄モニタリング所見について 第９回脊髄電気診断研究会 1986.04.25
小林　一朗 瀬本　喜啓ほか 先天性股関節脱臼における下方偏位率と側方偏位率について 第66回中部日本整形外科災害外科学会 神戸 1986.05.23-24
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症に対するC-D法のderotation効果について 第66回中部日本整形外科災害外科学会 神戸 1986.05.23-24
三田村有二 瀬本　喜啓ほか 大腿骨頚部外側骨折に対するCaptured�hip�screwの治療経験（Ender釘との比較） 第66回中部日本整形外科災害外科学会 神戸 1986.05.23-24
石橋伊三郎 瀬本　喜啓ほか 新しい装具システム「Neo�Frakt」について 第23回日本リハビリテーション医学会 長崎 1986.06.05
田中真一郎 瀬本　喜啓ほか 新しい非イオン性水溶性造影剤Iotrolanによる脊髄造影の経験 第223回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1986.10.18
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか 頚椎牽引治療法に関する研究（第２報）�―とくに牽引方向と牽引時頚部周囲筋筋活動との関係について― 第67回中部日本整形外科災害外科学会 富山 1986.10.30-31
石川　正樹 瀬本　喜啓ほか 脊柱側弯症におけるモアレ像からみた固定術前後の胸郭の動きについて 第67回中部日本整形外科災害外科学会 富山 1986.10.30-31　
中野　晋吾 瀬本　喜啓ほか Osteogenesis�Imperfectaに対する分節骨切術について�(Bailey�extensible�rodsの使用経験） 第225回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1986.12.20
渡辺　秀男 瀬本　喜啓ほか Cotrel-Dubousset�Instrumentationによる脊柱側弯症の治療 第60回日本整形外科学会学術集会 新潟 1987.04.17-19
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳幼児期側弯症の保存療法とその問題点 第21回日本側弯症研究会 新潟 1987.04.20
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか 表面電気刺激療法による特発性側弯症治療症例の検討 第21回日本側彎症研究会 新潟 1987.04.20
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症症例における背筋の組織学的変化について 第68回中部日本整形外科災害外科学会 名古屋 1987.05.21-22
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 小児股関節超音波断層検査法について�（特にGrafのβ角と骨頭の側上方化との関係） 第50回日本超音波医学会 東京 1987.06.24-26
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 痙性尖足に対する新しい手術法の試み 第12回日本足の外科研究会 福岡 1987.07.04-05
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 臼蓋形成不全の診断基準について 第４回先天股脱予防研究会 福岡 1987.09.12
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか 頚椎牽引治療法に関する研究（第３報） 第69回中部日本整形外科災害外科学会 松江 1987.10.09-10
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症に対するCD法の矯正効果について�（特に矢状面弯曲矯正について） 第69回中部日本整形外科災害外科学会 松江 1987.10.09-10
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか Cotrel�Dubousset�instrumentationの強度試験について 第69回中部日本整形外科災害外科学会 松江 1987.10.09-10
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳幼児股関節超音波断層検査用プローブアダプター開発 第234回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1987.12.19
長岡　孝恭 瀬本　喜啓ほか 腰仙部lipomeningoceleの１例 第236回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1988.02.20�
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児股関節に対する超音波断層診断法（エコー像とＸ線像との関連について）� 第61回日本整形外科学会学術集会 京都 1988.04.01�-03
田中真一郎 瀬本　喜啓ほか Cotrel-Dubousset�instrumentationを用いた側弯症手術例の脊髄モニタリングについて 第61回日本整形外科学会学術集会 京都 1988.04.01-03
木下　光雄 瀬本　喜啓ほか 先天性内反足板てこ療法�―用手矯正から後療法まで―� 第61回日本整形外科学会学術集会 京都 1988.04.01-03
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症に対するCD法の矯正効果と術後成績について 第61回日本整形外科学会学術集会 京都 1988.04.01-03
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 脊柱変形に対するPosterior�Spinal�Instrumentationの力学的強度について 第22回日本側弯症研究会 京都 1988.04.04
岩井　宏次 瀬本　喜啓ほか Segmental�Spinal�Dysgenesisの１例 第22回日本側弯症研究会 京都 1988.04.04
島田　恭光 瀬本　喜啓ほか ポリウレタン製即製装具ネオプラストの試み 第25回日本リハビリテーション医学会 横浜 1988.06.02-04
富永　晟浩 瀬本　喜啓ほか 通気性に優れる装具の製作 第４回日本義肢装具学会 佐賀 1988.11.26-27
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 小児股関節単純Ｘ線像に対する各種計測法の検討 第１回西日本小児整形外科学会 岡山 1989.02.25
瀬本　喜啓 武田　勝雄ほか 先天股脱の遺残性亜脱臼に対するソルター手術の適応について 第62回日本整形外科学会学術集会 浦安 1989.04.14-16
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症に対するCD法におけるSpinal�Balanceの改善について　 第23回日本側弯症研究会 東京 1989.04.17
濱本　　浩 瀬本　喜啓ほか 思春期女性における脊椎発育と初潮の関係　�―側弯症進行予測の因子として―� 第72回中部日本整形外科災害外科学会 大阪 1989.05.19-20
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 胸腰椎損傷に対する各種Posterior�Spinal�Instrumentationの力学的固定性について� 第72回中部日本整形外科災害外科学会 大阪 1989.05.19-20
村尾　　浩 瀬本　喜啓ほか Achondroplasiaに合併した先天性下腿後弯症の２例 第250回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1989.06.10
河端　博也 瀬本　喜啓ほか 交通性脊髄空洞症の術中超音波断層診断 第１回日本整形外科超音波研究会 京都 1989.07.29
森田　純弘 瀬本　喜啓ほか 切断肢における膝半月板の超音波画像についての検討 第１回日本整形外科超音波研究会 京都 1989.07.29
中岡　伸哉 瀬本　喜啓ほか 乳児股関節超音波診断法におけるGrafの分類と身体所見との関係 第１回日本整形外科超音波研究会 京都 1989.07.29
武田　勝雄 瀬本　喜啓ほか 単純性股関節炎の臨床像と超音波診断 第73回中部日本整形外科災害外科学会 高松 1989.10.12-13
武田　勝雄 瀬本　喜啓ほか 神経線維腫症にともなう先天性下腿弯曲症の一例 第５回近畿小児整形外科懇話会 大阪 1989.12.09
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 側弯症の装具療法について 第14回近畿リハビリテーション医懇話会 大阪 1990.01.27
村尾　　浩 瀬本　喜啓ほか Achondroplasia�に合併した下腿後弯症の２例 第２回西日本小児整形外科学会 大阪 1990.02.24
瀬本　喜啓 町井　義和ほか 股関節障害をともなった大理石骨病の１例 第６回近畿小児整形外科懇話会 大阪 1990.03.24
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 先天股脱の治療経過観察における超音波検査法の意義� 第63回日本整形外科学会学術集会 名古屋 1990.04.13-15
濱本　　浩 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症における初潮及び脊柱成長と側弯進行との関係について 第24回日本側弯症研究会 名古屋 1990.04.16
永田　裕人 小野村敏信ほか 特発性側弯症に対する固定範囲と矯正固定について�－Harrington�法と�CD�法との比較－ 第24回日本側弯症研究会 名古屋 1990.04.16
河野　通信 瀬本　喜啓ほか 超音波検査装置による骨格筋評価の試み 第25回日本理学療法士学会 札幌 1990.05.24-25
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児股関節超音波断層検査用プローブアダプターの開発 第56回日本超音波医学会 宇都宮 1990.05.29-31
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 脊柱側弯症における体幹バランスの評価法 第27回日本リハビリテーション医学会 福岡 1990.06.28-30
河端　博也 瀬本　喜啓ほか 術中超音波診断により興味ある知見を得た頚部脊髄症の２例 第２回日本整形外科超音波研究会 東京 1990.07.21
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児股関節超音波診断法 第２回日本整形外科超音波研究会 東京 1990.07.21
川島　啓誠 瀬本　喜啓ほか 硬組織用超音波手術器（スミソニック）の使用経験 第２回日本整形外科超音波研究会 東京 1990.07.21�
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 整形外科領域における各組織の音速について 第262回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1990.09.22
瀬本　喜啓 Ultrasonography�of�the�Articular�Disorders�（Review�Topics） 第18回日本リウマチ・関節外科学会 宇都宮 1990.10.19-20
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 超音波診断装置による骨格筋評価の試み 第18回近畿リハビリテーション医談話会 大阪 1991.01.26
濱本　　浩 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症における成長と側弯の進行との関係 第25回日本側弯症研究会 京都 1991.04.21
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 単純性股関節炎に対する超音波ガイド下穿刺術 第30回小児股関節研究会 神戸 1991.06.29
木下　光雄 瀬本　喜啓ほか 治療前新生児先天性内反足の超音波像 第３回日本整形外科超音波研究会 大阪 1991.07.06
河端　博也 瀬本　喜啓ほか 頚部脊髄症の術中超音波断層診断�―脊髄面積と術後成績について― 第３回日本整形外科超音波研究会 大阪 1991.07.06
河野　通信 瀬本　喜啓ほか 運動負荷による筋のエコー輝度の変化　�―グレーレベル頻度分布のヒストグラム表示による検討― 第３回日本整形外科超音波研究会 大阪 1991.07.06
澤田　　出 瀬本　喜啓ほか 頚椎介達牽引時における頚部周囲筋の反応について 第３回日本理学診療医学会 大阪 1991.07.07
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 超音波診断法を用いた先天股脱検診について（大阪府茨木保健所の現況） 第８回先天股脱予防研究会 名古屋 1991.08.24
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか Lateral�compartment�syndromeにおける超音波診断法の有用性 第273回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1991.10.12
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 筋の収縮時と伸長時におけるエコー輝度の変化について 第59回日本超音波医学会 京都 1991.11.12-15
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 超音波診断法を用いた先天股脱検診について（大阪茨木保健所の現況） 第24回北摂四医師会連合臨床討議会 大阪 1991.11.30
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか ＜シンポジウム＞超音波診断法を用いた先天股脱検診について（大阪府茨木保健所の現況） 第２回日本小児整形外科学会 京都 1991.12.14-15
山口　　淳 瀬本　喜啓ほか 高槻市における老人保健福祉の実態�―現行施策に対する周知度と利用度に関する調査報告― 第22回近畿リハビリテーション医懇話会 大阪 1992.01.25
小田　幸作 瀬本　喜啓ほか 先天性重度心疾患を合併した脊柱側弯症の手術経験 第277回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1992.02.15
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 単純性股関節炎に対する超音波ガイド下穿刺術 第３回日本超音波医学会関西地方会 京都 1992.02.22
熊野　穂積 瀬本　喜啓ほか 両先天性脛骨欠損症の一例� 第10回近畿小児整形外科懇話会 大阪 1992.02.29
濱本　　浩 瀬本　喜啓ほか 特発性側弯症における成長と側弯の進行との関係 第26回日本側弯症研究会 広島 1992.04.20
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか� Lateral�compartment�syndrome�における超音波診断法の有用性 第60回日本超音波医学会 栃木 1992.05.20-22
山口　　淳 瀬本　喜啓ほか 高槻市における老人保健福祉の実態（２）　�―要介護となった場合の対応― 第29回日本リハビリテーション医学会 神戸 1992.05.28-30
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳幼児股関節超音波画像の立体化の試み 第10回近畿小児整形外科懇話会 京都 1992.09.05
小林　正典 瀬本　喜啓ほか モルヒネの硬膜内投与を行った側弯症手術例の検討 第284回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1992.11.21
島田　恭光 瀬本　喜啓ほか 茨木市における老人保健法機能訓練事業の現状 第26回近畿リハビリテーション医談話会 大阪 1993.01.16
南　巖太郎 瀬本　喜啓ほか 汎下垂体機能低下症に伴う大腿骨頭すべり症 第286回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1993.01.16
傍島　　聡 瀬本　喜啓ほか 進行性高度後側弯変形を伴うSotos�症候群の１例 第11回近畿小児整形外科談話会 大阪 1993.02.13
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 軽度の腰椎，胸腰椎特発性側弯症に対する装具療法 第11回近畿小児整形外科談話会 大阪 1993.02.13
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 先天性股関節脱臼に対するSalter手術の適応 第66回日本整形外科学会学術集会 神戸 1993.04.08-11
濱本　　浩 瀬本　喜啓ほか 側弯矯正ギプス法の新しい試み 第80回中部日本整形外科災害外科学会 神戸 1993.06.10-11
武田　勝雄 瀬本　喜啓ほか 小児股関節炎の滑膜像について 第５回日本整形外科超音波研究会 名古屋 1993.07.10
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 当教室における超音波断層法について 第５回日本整形外科超音波研究会 名古屋 1993.07.10
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児の腸骨外壁に発生するアーチファクトについての実験的研究 第５回日本整形外科超音波研究会 名古屋 1993.07.10
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児股関節超音波断層法 第４回日本小児整形外科学会 東京 1993.11.19-20
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 軽度特発性側弯症に対する装具の試み 第27回日本側弯症研究会 千葉 1993.11.26
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 高槻市における側弯症学校検診９年間の検討 第27回日本側弯症研究会 千葉 1993.11.26
傍島　　聡 瀬本　喜啓ほか 進行性高度後側弯変形を伴うSotos�症候群の１例 第27回日本側弯症研究会 千葉 1993.11.26
中島　幹雄 瀬本　喜啓ほか 貯血式自己血輸血の実際　�―有用性と限界― 第１回大阪整形外科自己血輸血研究会 大阪 1993.11.27
中野　晋吾 瀬本　喜啓ほか 輸血を拒否した神経線維腫に伴う重度側弯症患者の手術経験 第296回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1994.01.22
島田　恭光 瀬本　喜啓ほか 大阪府府下市町村における機能訓練事業の現状 第30回近畿リハビリテーション医懇話会 大阪 1994.01.29
山口　　淳 瀬本　喜啓ほか 超音波骨密度測定装置の使用経験 第30回近畿リハビリテーション医懇話会 大阪 1994.01.29
加藤　　洋 瀬本　喜啓ほか 大腿骨骨萎縮と思われた症例 第12回近畿小児整形外科懇話会 大阪 1994.02.05
中島　幹雄 瀬本　喜啓 リウマチ性疾患に対する超音波診断法の有用性と限界 第38回日本リウマチ学会総会 東京 1994.04.27-29
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 教室における側弯症に対する手術的治療（後方法）の検討 第67回日本整形外科学会学術集会 仙台 1994.05.12-14



永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 側弯症に対するSpinal�Instrumentation�Surgeryの術中・術後早期の合併症 第83回中部日本整形外科災害外科学会 宇部 1994.10.20-21
瀬本　喜啓 リモデリングと超音波診断 第６回カレントトピックス（リハビリテーション専門医会） 大阪 1994.10.22
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 思春期特発性側弯症（胸椎型）に対する後方法の成績 第28回日本側彎症学会 神戸 1994.11.25-26
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 新しい側弯矯正ギプス法の試み 第28回日本側彎症学会 神戸 1994.11.25-26
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 脊柱側弯症に対する手術的治療（後方法）の成績 第５回日本小児整形外科学会 東京 1994.12.01-02
中野　晋吾 瀬本　喜啓ほか 輸血を拒否した重度側弯症患者に対する無輸血手術の経験 第３回大阪整形外科自己血輸血研究会 大阪 1994.12.03
池原　成和 瀬本　喜啓ほか 機能訓練事業参加者のQOL評価 第35回近畿リハビリテーション医懇話会 大阪 1995.01.21
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 先天性股関節脱臼における超音波画像と股関節造影像の比較 第14回日本画像医学会 名古屋 1995.02.02-04
三幡　輝久 瀬本　喜啓ほか 先天性多発性関節拘縮症にみられた股関節脱臼の超音波所見 第309回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1995.05.20
三幡　輝久 瀬本　喜啓ほか 進行性脊柱側弯症を伴ったBeckwith-Wiedemann症候群の１例 第312回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1995.09.30
永田　裕人 瀬本　喜啓ほか 当科における側弯症診療のシステムとプログラム 第29回日本側弯症学会 東京 1995.11.23-24
三幡　輝久 瀬本　喜啓ほか 進行性脊柱高度側弯を伴ったBeckwith-Wiedemann症候群の１例 第29回日本側弯症学会 東京 1995.11.23-24
島田　恭光 瀬本　喜啓ほか 高槻市における機能訓練事業参加者の評価 第40回近畿リハビリテ－ション医懇話会 大阪 1996.1.20
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 大阪医大式装具（OMC�brace)による脊柱側彎症の治療 第12回日本義肢装具学会 大阪 1996.11.14-11.15
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 軽度特発性側彎症に対する装具の試み 第12回日本義肢装具学会 大阪 1996.11.14-11.15
瀬本　喜啓 Cotrel-Dubousset�Instrumentation�（パネルディスカッション-脊柱側彎症に対する最近の手術療法-） 第69回日本整形外科学会学術集会 東京 1996.4.11-4.14
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 超音波診断からみた股関節亜脱臼 第35回小児股関節研究会 横浜 1996.6.28-6.29
瀬本　喜啓 義肢装具に対するチームアプローチ�（シンポジウム） 第12回日本義肢装具学会 大阪 1996/11/15-16
瀬本　喜啓 小野村敏信ほか 乳児股関節超音波診断法�-Graf��IIb型に対するＲＢの適応- 第36回小児股関節研究会 岡山 1997.06.13
瀬本　喜啓�� Problems�following�Posterior�Fusion�Surgery�for�Scoliosis�in�Growing�Children�（国際シンポジウム：脊柱側弯症治療におけるInstrumentaion手術の成績と課題） 第70回日本整形外科学会学術集会 札幌 1997.06.20
瀬本　喜啓 小坂理也 バイオスカルプターシステム（CAD/CAM)を用いた体幹装具の製作―臨床の立場から―� 第14回日本義肢装具学会 松山 1998/10/9・10
若松貴憲 瀬本　喜啓ほか バイオスカルプターシステム（CAD/CAM)を用いた体幹装具の製作―製作者の立場から― 第14回日本義肢装具学会 松山 1998/10/9・10
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 整形外科領域における超音波画像の立体化の試み 第10回日本整形外科超音波研究会 名古屋 1998/7/4
小坂　理也 瀬本　喜啓ほか 側彎症手術におけるA-W�GCスペーサーの使用経験 第32回日本側彎症学会 千葉 1998年11月14日、15日
山田　将雄 瀬本　喜啓ほか 思春期特発性側彎症に対する後方法の長期成績 第32回日本側彎症学会 千葉 1998年11月14日、15日
堀之内　崇 瀬本　喜啓ほか 脛骨に発生し内反変形をきたした骨膜性類腱腫の1例 第352回整形外科集談会京阪神地方会 大阪 1999.09.18
瀬本　喜啓 小坂理也ほか 大阪医大式装具（OMC�brace）による脊柱側弯症の治療 第72回日本整形外科学会学術集会 横浜 1999.4.15-18
小坂理也 瀬本　喜啓ほか 脊柱側弯症に対する鏡視下前方解離術の経験 第93回中部日本整形外科災害外科学会 金沢 1999/10/27-28
山田　将雄 瀬本　喜啓ほか Marfan症候群に伴う脊柱側弯症に対する後方固定術の成績とアンケート結果 第33回日本側彎症学会 東京 1999/11/21・22
瀬本　喜啓 小坂理也ほか バイオスカルプターシステム（CAD/CAM)を用いた体幹装具の製作―デジタルカメラの画像を用いて・臨床の立場から― 第15回日本義肢装具学会 広島 1999/11/27-28
若松　貴憲 瀬本　喜啓ほか バイオスカルプターシステム（CAD/CAM)を用いた体幹装具の製作―デジタルカメラの画像を用いて・製作者の立場から― 第15回日本義肢装具学会 広島 1999/11/27-28
福原徹太郎 瀬本　喜啓ほか 小皮切によるSalter手術の試み 第25回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2000.2.26
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 整形外科領域における超音波画像の立体化の試み 第95回中部日本整形外科災害外科学会 高松 2000/10/12-13
瀬本　喜啓 小坂理也ほか 小児の重度脊柱変形にたいする手術治療の適応と限界 第11回日本小児整形外科学会 横浜 2000/11/24・25
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 超音波診断からみた股関節亜脱臼 第27回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2000/2/10
瀬本　喜啓 小坂理也ほか 脊柱側弯症に対する学校検診 第73回日本整形外科学会 神戸 2000/4/6-4/9
本田　雄一 瀬本　喜啓ほか 慢性関節リウマチの上位頸椎病変に対する手術的治療 第94回中部日本整形外科災害外科学会 名古屋 2000/6/2・3
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 恥骨解離に伴った奇形性股関節脱臼 第39回日本小児股関節研究会　症例検討会 京都 2000/6/23
瀬本　喜啓 金　明博ほか 新しい形状のpedicle�screwの引き抜き強度試験 第35回日本側弯症学会 名古屋 2001/11/16-17
小埜　久子 瀬本　喜啓ほか 頚髄症を疑うアテトーゼ型脳性麻痺の一例 第28回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2001/8/11

瀬本　喜啓 金�明博ほか 新しい形状のpedicle�screwの引き抜き強度試験�-第2報-� 第36回日本側弯症学会 札幌 2002/11/14-15
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 関節鏡を用いた小皮切によるSalter手術の試み 第13回日本小児整形外科学会 福岡 2002/11/29-30
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 両股関節脱臼に右先天性膝関節」脱臼と両内反足を合併した1例 第４１回日本小児股関節研究会　症例検討会 新潟 2002/7/5
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 超音波断層法を用いた小児のsulcus�angleの計測 第14回日本小児整形外科学会 東京 2003/11/21-22
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか� Dynamic�pes�equinusに対するアキレス腱付着部前上方移動術 第14回日本小児整形外科学会 東京 2003/11/21-22
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 小児の上位頚椎手術において超音波診断が有用であった1例 第31回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2003/2/1
瀬本　喜啓 藤原憲太 乳児股関節検診における超音波診断法の有用性 第31回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2003/2/1
楞田眞弘 瀬本　喜啓ほか� 脊柱側彎症術後早期理学療法の効果　アンケート調査より� 理学療法学会 2003/4
小坂理也 瀬本　喜啓ほか 脊柱側弯症に対する胸腔鏡視下前方解離術 第32回日本脊髄脊椎病学会 福岡 2003/4/4－6
瀬本　喜啓 乳児股関節における通常断層像とTissue�Harmonic�Imaging像の比較 第16回日本整形外科超音波研究会 諏訪 2004/07/10
森内　宏充 瀬本　喜啓ほか 骨端線閉鎖前の前十字靭帯損傷に対して靭帯再建術を施行した1例 第33回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2004/2/7
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか 先天性股関節脱臼の保存的整復の限界－超音波を用いて- 第44回日本小児整形外科研究会 名古屋 2005/06/10-11
瀬本　喜啓 藤原憲太ほか Spondylocostal�disostosisの一例 第4回日本乳・幼児側弯症研究会 東京 2005/11/3
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 輸血拒否の脊柱側弯症患者に対し手術方法を工夫して輸血を回避しえた2例 第41回日本側弯症学会 名古屋 2007/10/12・13
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 後頭骨・環軸椎異常に側弯症を伴う3pトリソミーの1例 第6回日本乳・幼児側弯症研究会 名古屋 2007/10/14
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか 一般整形外科医と他科医による小児股関節検診の現況 第18回日本小児整形外科学会 神戸 2007/11/2-3
藤原　憲太 瀬本　喜啓ほか Larsen症候群術後の膝関節・股関節障害 第40回近畿小児整形外科懇話会 大阪 2007/8/4


