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36. 慢性関節リウマチの頚椎病変に伴う頚髄の病理学的変化について． 

藤原 桂樹、広島 和夫、米延 策雄、冨士 武史、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：2188－2190,1985 
 
37. 人工椎体による脊柱再建手術． 

冨士 武史、米延 策雄、藤原 桂樹、山下 和夫、江原 宗平、小野 啓郎 
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臨床整形外科 20：344－354,1985 
 
38. 慢性関節リウマチに伴った頚椎病変の経時的変化． 

冨士 武史、米延 策雄、藤原 桂樹、小野 啓郎、岡田 孝三、原田 茂 
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冨士 武史、米延 策雄、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 
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40. 原発性脊椎腫瘍－手術条例３５例の検討． 

藤原 桂樹、米延 策雄、浜田 秀樹、冨士 武史、山下 和夫、小野 啓郎 

臨床整形外科 20：1363－1371,1985 
 
41. RA の Subaxial Subluxation による脊髄症の２症例． 
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臨床整形外科 20：1434－1436,1985 

 
42. アルミナ溶射被膜の強度についての検討． 
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Orthopaedic Ceramic Inplants 3：71－75,1985 
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44. 悪性腫瘍による腰痛． 
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Pharma Medica 3：53－60,1985 
 
45. 慢性圧迫性脊髄症―病理学から見た予後因子． 
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日独医報 30：44－54,1985 
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江原 宗平、米延 策雄、冨士 武史、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：234－236,1986 
 
47. Hip-Spine Syndrome の病態と治療． 

斉藤 正伸、西塔 進、山下 和夫、藤原 桂樹、江原 宗平、冨士 武史 
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中部日本整形外科災害外科学会誌 29：589－590,1986 
 
48. 非典型的な臨床象を示した脊髄空洞症の５例の検討． 

山下 和夫、米延 策雄、江原 宗平、藤原 桂樹、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：718－720,1986 
 
49. 転移性脊椎腫瘍に対する後方手術の適応について． 

藤原 桂樹、米延 策雄、冨士 武史、江原 宗平、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：935－936,1986 
 
50. CTM よりみた頚部脊髄症の治療予後． 

藤原 桂樹、米延 策雄、江原 宗平、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：1942－1943,1986 
 
51. 若年性―側上股筋萎縮症における myelography 及び CTM 所見． 

山下 和夫、米延 策雄、江原 宗平、藤原 桂樹、小野 啓郎、高橋 光雄 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：1944－1946,1986 
 
52. 上位頚椎部の手術症例の検討． 

藤原 桂樹、米延 策雄、江原 宗平、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 29：1501－1502,1986 
 
53. CTM よりみた頚部脊髄症の治癒予後． 

藤原 桂樹、米延 策雄、広島 和夫、冨士 武史、江原 宗平、小野 啓郎 

臨床整形外科 21：355－361,1986 
 
54. 転移性脊髄腫瘍の stage 分類． 

山下 和夫、米延 策雄、冨士 武史、江原 宗平、藤原 桂樹、小野 啓郎 

臨床整形外科 21：445－450,1986 
 
55. 脊髄、馬尾神経症状で発生した脊柱管内悪性リンパ腫． 

増田 達之、冨士 武史、米延 策雄、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 

臨床整形外科 21：860－869,1986 
 
56. 転移性脊椎腫瘍に対する後方手術の適応と成績について． 

藤原 桂樹、米延 策雄、冨士 武史、江原 宗平、山下 和夫、小野 啓郎 

臨床整形外科 21：1203－1210,1986 
 
57. 頚部脊髄症の治療予後と関連する因子の研究． 

藤原 桂樹 
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日本整形外科学会誌 61：143－154,1987 
 
58. Hip-Spine Syndrome. 

江原 宗平、斉藤 正伸、米延 策雄、西塔 進、藤原 桂樹、小野 啓郎 

臨床整形外科 22：392－399,1987 
 
59. 頚部脊髄、神経根症の外科的治療後に見られた神経合併症の検討． 

江原 宗平、米延 策雄、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 

臨床整形外科 22：802－810,1987 
 
60. 骨傷のない頚髄損傷の手術成績． 

小徳 宏之、山本 利美雄、太田 信彦、藤原 桂樹、田中 正道 
中部日本整形外科災害外科学会誌 31：886－888,1988 

 
61. 圧迫性頚髄症と外傷について． 

江原 宗平、米延 策雄、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 31：891－893,1988 
 

62. 脊髄円錐部に原発し頭蓋内に播種性転移をきたした Glioblastoma Multiforme の 1 例 
  佐伯 和則、山口 時雄、小林 やすし、藤原 桂樹、小野 啓郎 
  病理と臨床 6：1211－1251 1988 
 
63. 意識消失発作を伴った頭蓋頚椎移行部重複奇形の 1 例． 

小島 朗、藤原 桂樹、米延 策雄、冨士 武史、小野 啓郎 

臨床整形外科 23：295－300,1988 
 
64. CTM よりみた頚椎後縦靭帯骨化症と頚椎症性脊髄症の病態の差異． 

藤原 桂樹、米延 策雄、冨士 武史、小野 啓郎 

臨床整形外科 23：419－424,1988 
 
65. 頚椎症の疫学． 

江原 宗平、藤原 桂樹 
Monthly Book Orthopaedic 5：3－5,1988 

 
66. 頚椎前方除圧固定術と椎弓形成術の比較検討． 

藤原 桂樹、米延 策雄、江原 宗平、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 32：1353－1354,1999 
 
67. アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚椎不安定性 

江原 宗平、米延 策雄、広島 和夫、藤原 桂樹、山下 和夫、小野 啓郎 
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臨床整形外科 24：497－504、1989 
 
68. 慢性関節リウマチ上位頚椎病変の自然経過 

藤原 桂樹、米延 策雄、越智 隆弘、小野 啓郎 

臨床整形外科 24：511－556,1989 
 
69. 慢性関節リウマチに伴う上位頚椎病変―自然経過を中心として． 

藤原 桂樹、米延 策雄、越智 隆弘、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 2：723－730,1989 
 
70. アテトーゼ型脳性麻痺患者の頚椎椎間板変性の自然経過． 

原田 武雄、江原 宗平、広島 和夫、米延 策雄、藤原 桂樹、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 33：80－82,1990 
 
71. 一般病院整形外科における自己血輸血の適応と限界． 

桜井 隆、藤原 桂樹、東 文造、北野 継弐、荻野 洋 
中部日本整形外科災害外科学会誌 33：423－425,1990 

 
72. 胸腰髄損傷患者の下肢の骨萎縮． 

桜井 隆、北野 継弐、徳丸 弘、藤原 桂樹、荻野 洋 
中部日本整形外科災害外科学会誌 33：985－987,1990 

 
73. 多椎間頚椎症性脊髄症に対する手術法の選択． 

米延 策雄、藤原 桂樹、細野 昇、江原 宗平、小野 啓郎 

中部日本整形外科災害外科学会誌 33：1020－1022,1990 
 
74. 頚部脊柱管拡大術後の頚椎 alignment の変化． 

徳丸 弘、荻野 洋、藤原 桂樹、北野 継弐 
中部日本整形外科災害外科学会誌 33：1110―1111,1990 

 
75. Duchenne 型筋ジストロフィーの脊椎変化―その縦断的研究． 

小田 剛紀、鍋島 隆治、米延 策雄、清水 伸幸、藤原 桂樹、小野 啓郎 

臨床整形外科 25：919－928,1990 
 
76. 転移性脊椎腫瘍への人工椎体置換術． 

冨士 武史、山下 和夫、米延 策雄、藤原 桂樹、江原 宗平、小野 啓郎 

整形外科 MOOK  No.６０，２４４－251，金原出版 1990 
 
77. 慢性関節リウマチの頚椎病変に伴う頚部脊髄症(１)． 

藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 
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脊椎脊髄ジャーナル 3：95－98,1990 
 
78. 慢性関節リウマチの頚椎病変に伴う頚部脊髄症(２)． 

藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 3：171－174,1990 
 

79. 頚椎症性脊髄症 
藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 3：249－252,1990 
 
80. 頚椎後縦靭帯骨化症． 

藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 3：333－336,1990 
 
81. 転移性脊髄腫瘍． 

藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 3：409－412,1990 
 
82. 頚部脊椎症． 

藤原 桂樹、米延 策雄、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 4：267－270,1991 
 
83. 頚部脊椎症の実験モデル． 

宮本 伸平、米延 策雄、小野 啓郎、藤原 桂樹 
脊椎脊髄ジャーナル 4：351－354,1991 

 
84. 頚椎後縦靭帯骨化症． 

藤原 桂樹、米延 策雄、宮本 伸平、小野 啓郎 

脊椎脊髄ジャーナル 4：439－442,1991 
 
85. 黄色靭帯骨化症の病理． 

宮本 伸平、米延 策雄、小野 啓郎、藤原 桂樹 
脊椎脊髄ジャーナル 4：523－526,1991 

 
86. 整形外科予定手術における高齢化の自己血輸血． 

桜井 隆、東 文造、藤原 桂樹、北野 継弐、荻野 洋 
中部日本整形外科災害外科学会誌 34：845－847,1991 

 
87. 高齢者および RA 患者－High Risk Group－の自己血輸血 
  桜井 隆、東 文造、藤原 桂樹 
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  自己血輸血 4：123－126 1991 
 
88. 胸腰椎骨折． 

藤原 桂樹 
救急医学 16：1729－1733,1992 

 
89. 腰部脊柱管狭窄症に対する手術療法の検討． 

浅野 雅敏、藤原 桂樹、北野 継弐、藤田 秀隆、荻野 洋 
中部日本整形外科災害外科学会誌 35：689－690,1992 

 
90. 脊髄損傷患者の難治性疼痛に対する埋込み式硬膜外脊髄電気刺激法． 

浅野 雅敏、藤原 桂樹、桜井 隆、北野 継弐、荻野 洋 
日本パラプレジア医学会雑誌 5：164－165,1992 

 
91. 著名な骨粗鬆症と多発骨折をきたした Cushing 症候群の１例． 

桜井 隆、東 文造、藤原 桂樹、北野 継弐、荻野 洋 
臨床整形外科 27：315－319,1992 

 
92. 慢性関節リウマチの頚椎病変． 

上尾 光弘、藤本 真弘、藤原 桂樹 
中部日本整形外科災害外科学会誌 36：1309－1310,1993 

 
93. 頚椎椎弓形成術の術後成績と問題点． 

大成 浩征、藤原 桂樹、河野 譲二、浅野 雅敏、今田 直紀 
中部日本整形外科災害外科学会誌 36：1557－1558,1993 

 
94. 頚椎症性脊髄症の臨床病理． 

小野 啓郎、藤原 桂樹 
神経進歩 37：245－258,1993 

 
95. 慢性期髄損傷患者の麻痺領域における疼痛． 

浅野 雅敏、藤原 桂樹、荻野 洋 
臨床整形外科 28：691－696,1993 

 
96. 外傷後脊髄空洞症． 

藤原 桂樹、浅野 雅敏、米延 策雄、広島 和夫 
臨床整形外科 28：1023－1028,1993 

 
97. 頚髄関患者の電気生理学検討． 

渋谷 亮一 河井 秀夫、藤原 桂樹、河野 譲二、浅野 雅敏 
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中部日本整形外科災害外科学会誌 37：503－504,1994 
 
98. 腰椎椎間板ヘルニアに対する PLIF の術後成績． 

河野 譲二、藤原 桂樹、浅野 雅敏、大成 浩征、河井 秀夫 
中部日本整形外科災害外科学会誌 37：719－720,1994 

 
99. 頚椎疾患の電気生理学的検討． 

渋谷 亮一 河井 秀夫、藤原 桂樹、大成 浩征、村瀬 剛 
中部日本整形外科災害外科学会誌 37：1097－1098,1994 

 
100. 中心性頚髄損傷の電気生理学的検討． 

渋谷 亮一 河井 秀夫、藤原 桂樹、浅野 雅敏、大成 浩征 
中部日本整形外科災害外科学会誌 37：1115－1116,1994 

 
101. CT-myelography で求めた脊髄形態と脊髄機能． 

藤原 桂樹 
Monthly Book Orthopaecics 7：81－91,1994 

 
102. 慢性関節リウマチに伴う頚椎病変の病理学的検討． 

藤本 真弘、藤原 桂樹、上尾 光弘、米延 策雄、越智 隆弘 
臨床整形外科 29：781－789,1994 

 
103. 慢性関節リウマチ頚椎病変の自然経過よりみた術式の検討． 

小田 剛紀、越智 隆弘、小野 啓郎、藤原 桂樹、米延 策雄、東 文造 
臨床整形外科 29：791－797,1994 

 
104. 腱反射による頚椎症性脊髄症の評価． 

渋谷 亮一 河井 秀夫、藤原 桂樹、河野 譲二、浅野 雅敏、村瀬 剛 
脊髄電気診断学 16：126－129,1994 

 
105. 慢性関節リウマチにおける頚椎病変―その頻度と自然経過． 
    藤原 桂樹、藤本 真弘、上尾 光弘、米延 策雄、越智 隆弘 

整形災害外科 38：201－208、1995 
 
106.リウマチ性上位頚椎病変に対する手術療法―ムチランス型を中心として． 
    藤原 桂樹、藤本 真弘、河野 譲二、米延 策雄、越智 隆弘 

中部日本整形外科災害外科学会誌 38：1343－1344,1995 
 
107. 慢性関節リウマチにおける全身病態と頚椎病変． 

藤本 真弘、藤原 桂樹、米延 策雄、越智 隆弘 
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関節外科 14：1493－1499,1995 
 

108. 慢性関節リウマチにおける頚椎病変． 
    江原 宗平、藤原 桂樹 

RA＆セラピー 1：4－8,1995 
 
109. RA の脊椎病変． 
   米延 策雄、藤原 桂樹、小田 剛紀、越智 隆弘 

RA＆セラピー 1：38－49,1995 
 
110. 腰仙部神経根引き抜き損傷を伴った骨盤骨折３症例の検討． 
   堤 真悟、河井 秀夫、山本 浩司、渋谷 亮一、藤原 桂樹 

中部日本整形外科災害外科学会誌 39：957－958,1996 
 
111. 慢性関節リウマチによる脊椎病変の病態と治療． 

米延 策雄、越智 隆弘、藤原 桂樹、小田 剛紀 
日本整形外科学会誌 70：573－582,1996 

 
112. 腱反射における後期応答の期限について． 
   渋谷 亮一、河井 秀夫、藤原 桂樹、田上 方子 

脊髄電気診断学 18：83－86,1996 
 

113. 脊髄性痙性麻痺に対する硬膜外脊髄電気刺激法の経験 
  河井 秀夫、藤田 良、陶山 弘太郎、藤原 桂樹 
   日本パラプレジア医学会誌 9：144－145 1996 
 
114. 外傷後脊髄空洞症． 
   藤原 桂樹 

マルホ整形外科セミナー 142：204－207,1997 
 
115. 脊椎の外傷 
   藤原 桂樹 

目でみる救命救急処置 93－96,日本臨床社 1997 
 
116. 頚椎変性疾患． 
  藤原 桂樹 

臨床整形外科ハンドブック 135－163,金原出版 1997 
 
117. 慢性関節リウマチに伴う頚椎病変と全身病態 
  藤原 桂樹、藤本 真弘、大脇 肇、河野 譲二、中瀬 尚長、米延 策雄、 
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臨床整形外科 32：407－712,1997 
 
118. 頚椎変性疾患の画像診断． 
  藤原 桂樹 

脊椎脊髄ジャーナル 10：351－358,1997 
 

119. 脊椎外傷に伴う遅発性神経障害． 
  和田 英路、浅野 雅敏、藤原 桂樹、米延 策雄 

NEW MOOK 整形外科 No,4,114－122、金原出版 1998 
 
120. 非骨傷性頚髄損傷． 
  藤原 桂樹、河野 譲二 

NEW MOOK 整形外科 No,4,169－180、金原出版 1998 
 
121. 創外固定による下肢骨折の治療経験． 
  京具 成、藤原 桂樹、河井 秀夫 

中部日本整形外科災害外科学会誌 41：599－600,1998 
 
122. 慢性関節リウマチにみられる腰椎病変と治療方針について． 
  中瀬 尚長、藤原 桂樹、河野 譲二、大脇 肇、米延 策雄、越智 隆弘 

別冊整形外科 34：219－223,1998 
 
123. 脊髄損傷の基本的治療． 
  藤原 桂樹 

救急医学 23：335－341,1999 
 
124. 慢性関節リウマチでの脊椎(頚椎)病変． 
  藤原 桂樹 

整形外科最新の治療 99－100 南江堂出版 1999 
 
125. 慢性関節リウマチに伴う頚髄症． 
  藤原 桂樹 

NEW MOOK 整形外科 No,6,290－299、金原出版 1999 
 
126. リウマチ性脊椎病変に対する外科治療の適応とタイミング． 
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