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第１回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和36年２月25日
当 番 幹 事：大阪大学医学部　整形外科学教室

１． 外傷性胸鎖関節脱臼骨折の１例
  大阪医大整形
   串田　俊郎

２． モンテジア骨折の治療成績
  和歌山医大整形
   河合　秀郎・笠原　慶一

３． 腸管損傷を伴える骨盤骨折の１治験
  大阪市大整形
   和田　　忍・吉田　正和・吉田　　洋

４． 後縦靱帯の化骨による脊髄麻痺例
  京大整形
   笹井　義男

５． 脊髄造影剤「アプロジール」の使用経験
  阪大整形
   増原　建二・小野　啓郎・大谷　舜三
   藤原　孝義・中川　一刀

６． 診しい骨多孔症による病的骨折
  奈良医大
   恩地　　裕

７． 蛋白同化ホルモンの骨折治癒に及ぼす影響
  京府大整形
   森戸　俊和

８． 欧米旅行記映画
  神戸医大整形
   柏木大治
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第２回　整形外科集談会京阪神地方会

１． 興味ある経過をとった，大腿骨下端骨折の症例
  大阪医科大学整形外科学教室
   近藤　香織

２． 興味ある離断性骨軟骨炎の症例
  和歌山医大整形
   大谷　純司・中城　忠孝・今西　利之

３． 整形外科領域に於ける Venostasin の使用経験
  京大整形
   村上　白士・金　　石珍

４． Cushing 症候群の一例
  国立京都整形
   北　　　晄・松村　友昭

５． 最近試みた大腿骨骨切り術の経験
  阪大整形
   柳谷　幸敏・膳　　棟道・上野　良三
   岩坪　　功・平山　正樹・財田　英穂

６． スキー外傷とくに足関節の損傷について
  大阪市大整形
   榎原　幹雄・綾井　豊吉・反田　英之
   小田　淑郎・松田　英雄

７． 陳旧性恥骨上脱臼の１例
  神戸市立中央市民病院整形
   得津　雄司

８． 脊椎腫瘍の２例
  神戸医大整形外科
   伊藤　友正・水原　貫城・丸川　敬郎
  甲陽病院
   市橋　　大・東山　　公

９． 棘突起カリエスを思わせた棘突起肉芽腫の１例
  京府医大整形
   藤田　政孝・北田　博朗

10． 最近経験した骨硬化性疾患について
  奈良医大整形
   恩地　　裕・盧　　武相
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第３回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和36年４月22日　午後４時
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部　整形外科学教室
会　　　場：大阪市北区田辺製薬講堂

１． チーマン氏病の１例
  神戸医大整形
   藤原　　朗・信原　克哉・公文　　裕
   石田　博和

２． 坐骨神経切断の１症例
  奈良医大整形
   荒木　竜一・玉井　　進

３． レ線上脊椎カリエスを思わせた非結核性脊椎疾患の１
例

  京大整形
   葛岡　健作

４． 中小企業地帯の工場災害に於ける統計的観察
  京府医大整形
   中島　重雄・吉良　貞雄
  第一病院整形
   金井　君美

５． 骨巨細胞腫の１例
  大阪医大整形
   大橋　規男

特別演題
１． 股関節の骨関節症に対する Resection Angulation 

Osteotomy（映画）
  大阪市大整形

２． 形成外科領域における高分子材料の応用
  大阪市大整形順天堂医大眼科
   秋山太一郎

３． 印度などの整形外科
  大阪大学整形
   水野祥太郎
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第４回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和36年５月20日（土）午後４時～６時
当 番 幹 事：京都府立医科大学　整形外科教室
会　　　場：京都市上京区河原町広小路
　　　　　　京都府立医科大学内第二講堂

１． 非骨遠位端に発生した Chondromyxoidfibroma の一
例

  大阪市大整形外科
   石田　俊武・森　　　稠・小田　淑郎
  大野病院整形外科
   藤下　武志

２． 大腿骨頸部骨折を来した巨細胞腫の１例
  国立京都病院整形外科
   北　　　晄

３． 診断困難であつた悪性腫瘍脊椎骨転移の１例
  京大整形
   渡辺　　良
  京大結研
   中島　道郎

４． 距骨脱臼骨折の２例
  大阪医科大学整形外科教室
   助　　　手　大橋　規男
   大学院学生　串田　俊郎

５． 急性化膿性脊推炎の一症例
  大阪大学医学部整形外科
   有馬　英之・斎藤　　実・中根　勇平

６． Klippel-Weber 病と Sturge-Weber 病について
  和歌山医大整形外科
   角谷　昭一・今西　利之・左海　伸夫

７． 半月板の機能に関する振動学的研究
  京都府立医科大学整形外科学教室
   勝又　星郎・光安　宏之

８． 上腕神経叢麻痺後の幻想肢及び痛みについて
  神戸医大整形外科
   沢村　誠志・水原　貫城・藤原　　朗

特別講演
１． フランスの整形外科教育について
   七川　歓次

２． アメリカに於ける整形外科の Postgraduate Training 
について

  京大整形
   赤星　義彦
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第５回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和36年９月16日
当 番 幹 事：奈良県立医科大学　整形外科教室

１． 脊髄腫瘍（神経線維腫）の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   笠井　実人・得津　雄司

２． 77才の高令者に於ける椎間板ヘルニア手術症例
  関西医大整形外科
   魚谷　嘉男

３． 腓骨神経麻痺を主症状とする腰部椎間板ヘルニア
  京都大学整形外科
   藤田　　仁・後藤　欣生

４． 先天性軸椎歯突起欠損による環椎脱臼の１例
  京都大学整形外科
   藤田　　仁・小田　　一

５． 興味ある頚腕症候群の２例
  大阪大学整形外科
   木村　正己・藤原　孝義・水島　哲也
   西山　敬兼

６． 上腕骨幹部骨折の非観血的治療について
  大阪医大整形外科
   富永　通裕・近藤　香織・串田　俊郎

７． ガングリオンに起因せる手根管症候群の１例
  神戸医大整形外科
   藤原　　朗・水原　貫城・佐藤　俊久

８． 左大腿骨に発生せる軟骨肉腫の剖見例
  大阪市大整形外科
   小谷　　勉・市川　宣恭・石田　俊武
   森　　　稠

９． 習慣性足関節亜脱臼の１症例
  和歌山県橋本市国保橋本病院整形外科
   中沢　　修

10． パウリック装具による乳児先股脱の治療
  奈良医大整形外科
   上野　良三

11． 緻密生腸骨骨炎の１例
  和歌山医大整形外科
   岡　　延哉

12． 両側ペルテス病とショイエルマン病の合併せる１例
  和歌山医大整形外科
   今西　利之・島村　禎二

13． わが教室における大腿骨頚部骨折患者の術後調査成績
について

  京都府立医大整形外科
   勝又　星郎・眞下　武己・岩波日出男
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第６回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和36年11月25日　午後２時30分～５時
会　　　場：京都市烏丸二条　中川安商店講堂

１． 興味ある椎間板ヘルニアノの１例
  大阪医大整形外科
   串田　俊郎

２． Os odontoideum の１例
  京大整形外科
   藤田　　仁・松島　　弘・小田　　一

３． 化膿性脊椎炎に就いて
  京大整形
   鶴海　寛治・村上　白士
  播磨病院外科
   安藤　卓爾・森　　裕資

４． 指尖部挫断創に対する皮膚移植法の検討
  京都府立医大学整形
   諸富　武文・中島　重雄・吉良　貞雄
  松下病院整形外科
   斎藤　哲夫

５． 大腿骨々頭の特発性無腐性壊死の３例
  阪学整形
   柳谷　幸敏・小松原良雄・有馬　英之
   松本　有熈・西口　　優・梶浦　一郎
   樋口　　譲・川村　次郎
  耳原病院整形外科
   馬場　三郎

６． 第４趾短縮症の手術経験
  神戸市立医療センター
  中央市民病院整形外科
   仲谷　　正

７． 五十肩の症例とそのレ線学的考察
  神戸医大
   信原　克哉・田中　二郎

８． Calve’ 扁平椎の２例
  和歌山日赤整形外科
   森田　　信・中井　浩也

９． レックリングハウゼン氏病（多発性神経繊維腫）の１
例

  奈良医大整形
   恩地　　裕・小野　啓郎

10． 頸髄腫瘍を疑わした頸椎骨軟骨症の１治験例
  奈良医大整形
   恩地　　裕・小野　啓郎・岩崎　洋明

11． 小児骨折の統計的観察
  大阪医大
   近藤　　茂・串田　俊郎・納田　嘉久
   高橋　隆二・近藤　香織
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第７回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：
当 番 幹 事：神戸医大　整形外科教室
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第８回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年１月20日（土）午後３時
当 番 幹 事：関西医大　整形外科学教室
会　　　場：大阪市北区道修町　田辺製薬講堂

１． 脊椎固定術後コルセット療法を併用する事なく治癒せ
しめた脊椎分離症の１例

  関西医大整形外科
   森　　益太・朝田　　健・小川　亮恵
   魚谷　嘉男・中野　　邁・内田　奎佑

２． 馬尾神経腫瘍の２例
  大阪医大整形外科
   大橋　規男・串田　俊郎・近藤　香織
   納田　嘉久・高橋　隆二

３． ノイビタンの治療経験
  和歌山医大整形外科
   左海　伸夫・玉置　時也

４． 頸髄手術に対する呼吸補助器の使用経験
  京大整形外科
   葛岡　健作・笹川　総逸
  京大麻酔科
   藤田　昌雄・渋谷　欣一

５． 関節リウマチ患者の手にみられた伸筋腱特発性断裂の
２症例

  阪大整形外科
   江川　常一・小松原良雄・宮内　寿彦

６． 浮腫治療剤の効果に対する我々の一判定法について
  京都府立医大整形外科
   勝又　星郎・中島　重雄・岡田　正三
   岡崎　清二

７． 股関節離断用義足（Canadian type）の経験
  神戸医大整形外科
   沢村　誠志・丸川　敬郎・田中　　徹
   宇野　衛男

８． 本教室における老人骨折の統計的観察
  大阪医大整形外科
   近藤　　茂・近藤　香織・串田　俊郎
   納田　嘉久・高橋　隆二

９． 腰部椎間板造影術に於ける偶発症の１例
  京大整形外科
   藤田　　仁・丹羽　権平

10． 股関節症における転子下および転子間骨切り術
  奈良医大整形
   上野　良三・宮丸　篤朗

11． Resection angulation oseotomy Joint for osteoarthritis 
of hip

  大阪市大整形
   小谷　　勉
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第９回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年２月17日（土）午後２時30分
会　　　場：大阪田辺製薬講堂

１． 肋骨異常を伴う脊椎奇形の１例
  和歌山医大整形外科
   大谷　純司・島村　禎二

２． 頸椎奇形および Brown-Séuard 麻痺を伴つた Von 
Recklinghausen 病の１例

  阪大整形外科
   小松原良雄・藤原　孝義・土井　照夫

３． 鎖骨欠損に対する全骨移植の１例
  京都府立医大整形外科
   勝又　星郎・岡田　正三・岡崎　清二

４． 保存的療法による下腿骨々幹部骨折
  大阪警察病院整形外科
   斉藤　端郎・高橋　敬二・松島　政夫
   佐谷　　睦・森　　亨介

５． 外傷性横隔膜ヘルニア下腿開放性骨折の１例
  大阪市大整形外科
   林　　敏夫・石田　俊武・吉中　正好

６． 陳旧性モンテジア骨折の治療経験
  大阪日赤整形外科
   森田　　茂・岡本　林平

７． 骨盤骨折の治療経験
  国保橋本病院整形外科
   中沢　　修

８． ベノスタジン内服液の使用経験
  大阪医大整形外科
   有原　康次・他

９． 比較的大きな膝関節遊離体の１例
  国立大阪病院整形外科
   酒井　純義・川田　嘉二・上原　昭夫

10． Osteoid-osteoma の１例
  神戸医大整形外科
   戸祭　喜八・丸川　敬郎・水原　貫城
   信原　克哉・石田　博和

11． 脊椎血管腫の２例
  京大整形外科
   笹井　義男・渡辺　　良・桑名　兼光

12． 脊椎カリエス経過中における蜘網膜下出血の１例
  大阪医大整形外科
   富永　通裕・近藤　香織・高橋　隆二

13． 椎間板摘出後の椎間腔の変化
  京大整形外科
   桐田　良人・藤田　　仁・村上　白士
   丹羽　権平

14． 右膝離断左下腿切断（短断端）者のリハビリテーショ
ンの経験

  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   田中　稔正・金原　宏之・金沢　豊純

15． 持続吸引療法について
  奈良県立医大整形外科
   緒方　惟之
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第10回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年３用24日（土）
　　　　　　午後３時～４時　患者供覧，質疑応答
　　　　　　午後４時～５時　症例討議
会　　　場：大阪田辺製薬講堂

１． 外傷性顔面神経麻痺に対する副神経を用いての再建
  大阪市大整形外科
   小田　淑郎・小山　育二・成川　康夫
   松田　英雄

２． 強いて観血的接骨術を試みた大腿骨々頭頸部粉砕骨折
の１例

  関西医大整形
   森　　益太・朝田　　健・小川　亮恵
   魚谷　嘉男・中野　　邁・内田　奎佑

３． 変形性股関節に試みた Voss 手術例
  阪大整形外科
   柳谷　幸敏・岩坪　　功・西口　　優
   平山　正樹・黒田　剛生

４． 頸椎奇形および Brown-Séuard 麻痺を伴つた Von 
Recklinghausen 病の手術例（続報）

  阪大整形外科
   小松原良雄・藤原　孝義・土井　照夫

５． 麻痺性側彎症の１例
  奈良医大整形外科
   上野　良三・城戸　　光

６． オスグッド・シュラッテル氏病の発痛原因に関する
１．２の考病

  大阪医大整形外科
   近藤　　茂・納田　嘉久

７． 頸椎前方固定術の２例
  阪大整形外科
   小沢　泰郎・膳　　棟造・藤原　孝義
   土井　照夫・斉藤　　実

８． 気管支瘻と膿胸を伴つた胸椎カリエスの治験例
  阪大整形外科
   小沢　泰郎・膳　　棟造・財田　英穂
   西山　敬兼
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第11回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年４月28日（土）
　　　　　　午後２時30分～４時30分
当 番 幹 事：京都大学　整形外科学教室
会　　　場：京都ガスビル　集会室（烏丸御池角）

１． 興味ある経過をとれるモンテジア骨折の１例
  大阪医大整形外科
   大橋　規男・納田　嘉久

２． 骨変化を伴つた副甲状腺機能亢進症の１例
  阪大整形外科
   江川　常一・水島　哲也・辻中　　潔
   西口　　優

３． 四肢奇形を伴つた骨髄線維症の１例
  奈良医大整形外科
   緒方　惟之・三橋　良二・大東　政嘉

４． 分裂膝蓋骨（Patella partita）の１例
  大阪医大整形外科
   近藤　　茂

５． 両下肢麻痺を起こした前立腺癌の骨転移
  神戸市立中央市民病院整形外科
   得津　雄司
  神戸市立中央市民病院第２内科
   北浦　保智

６． 手の先天性動静脉瘻の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   提島　　孝・綿谷　茂弥

７． 腰椎麻酔による神経麻痺の３例
  大阪日赤整形外科
   森田　　茂・黒田　　宏

８． Decompression Laminectomy を試みた腰椎神経鞘腫
の１例

  関西医大整形外科
   朝田　　健・小川　亮恵・魚谷　嘉男
   中野　　邁・内田　奎佑

９． Crouzon 病と考えられる症例
  和歌山医大整形外科
   大谷　純司・南　　　宥

10． 痛風の６例
  京大整形外科
   大上　治彦・田村　　清・藤原　祐三
   桑名　兼光
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第12回　整形外科集談会京阪神地方会

１． 肋骨に発生せる Fibrous dysplasia の１例
  南大阪病院整形外科
   坂根　照敏・秋田　定男

２． Melorheostosis の１例
  京大整形外科
   笹井　義男・田村　　清

３． 最近経験せる骨肉腫の３例
  京府医大整形外科
   吾妻幸一良・田中　嘉助・根本　　元

４． 腰仙痛および排尿障害を伴つた潜在性二分脊椎の手術
例

  阪大整形外科
   増原　健二・大谷　舜三・河村　禎視
   藤原　孝義・中川　一刀・黒田　剛生

５． 双生児先天股脱の１例
  神戸医大整形外科
   小久保祐久・石田　博和・香川弘太郎

６． 外傷性股関節脱臼骨折の６例
  大阪市大整形外科
   森　　　稠・越川　　恵

７． 最近の難治性骨髄炎に対する治療方針　̶起炎菌の耐
性を中心として̶

  大阪市大整形外科
   綾井　豊吉・森　　　稠・小田　淑郎
   梅原　　薫・小松　堅吾

８． 骨関節結核冷膿の組成濃度測定に関する１考察
  大阪医大整形外科
   近藤　　茂

９． 結核性筋炎の１例
  奈良医大整形外科
   恩地　　裕・岩崎　洋明
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第13回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年７月21日（土）
当 番 幹 事：京都府立医科大学　整形外科学教室
会　　　場：京都府立医科大学第１講堂

１． 内反手の３例
  京都府立医大整形外科
   小沢　政夫・真下　武巳・岩波日出夫

２． 抄録未着

３． 局麻下手術で重篤な全身痙攣を起こした症例
  大阪医大整形外科
   大橋　規男・近藤　香織・高橋　隆二

４． 抄録未着

５． 脊髄造影剤使用時におけるプレドニン同時注入の効果
  阪大整形外科
   増原　建二・大谷　舜三・河村　禎視
   中川　一刀・梶浦　一郎・樋口　　譲

６． 骨格変化を伴つた Recklinghausen 氏病の２例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   得津　雄司

７． 双生児先天股脱の１例
  和歌山医大整形外科
   玉置　時也

８． 先天性股関節脱臼治癒後に発病したペルテス病の１例
  大阪市大整形外科
   島津　　晃・山本　健一

９． 主要四清反応を中心としたリウマチ様関節炎の臨床検
査成績について

  関西医大整形外科
   森　　益太・朝田　　健・内田　奎佑
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第14回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和37年９月22日　午後３時
会　　　場：大阪大学医学部附属病院北講堂

１． 輸血による黄疸発生例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   笠井　実人・景山　武雄・得津　雄司
   仲谷　　正

２． 巨大なる頸髄腫瘍の１例
  京大整形外科
   藤田　　仁・丹羽　権平・長井　　淳

３． 馬尾神経部に発生せる Epidermoid-Zyste の３例につ
いて

  神戸医大整形
   戸祭　喜八・信原　克哉・佐藤　俊久
   円尾　宗司

４． 突発性頸椎前方脱臼の一例
  奈良医大整形外科
   中田　靖子・岩崎　洋明

５． 肩鎖関節脱臼の治療について
  和歌山県立医大整形外科
   今西　利之・南　　　宥・笠原　慶一

６． 拇指掌指関節部の骨傷
  和歌山県立医大整形外科
   今西　敏之・南　　　宏・笠原　憲一

７． 先天性水疱性表皮剝離症による手指拘縮に対する植皮
術について

  阪大整形外科
   赤堀　　脩・吉岡　康裕・井上　明生
  阪大皮膏科
   橋本　武則・青木　敏之

８． 先天性と思われる両側性大腿直筋短縮症の１例
  京都府立医大整形外科
   岡田　正三・岩波日出男・岡崎　清二
   井上　四郎

９．先天性股関節脱臼に対する臼縁部骨穿孔術
  大阪市大整形
   島津　　晃・森　　　稠・山本　健一
   越川　　望

10． 股関節後方脱臼骨折に対する治療について
  大阪医大整形外科
   富永　通裕

11． 幼児下腿骨病的骨折の長期治療の経験
  大阪・松岡外科病院
   内藤　一男・早山　良平・近藤　香織



- 15 -

第17回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年１月26日
当 番 幹 事：関西医大　整形外科教室

１． 大腿骨 Fibrosarcoma の１例
  大阪日赤整形
   朝田　　健・黒田　　宏

２． 「Chondro-osteodystrophy」と思われる１例について
  大阪警察病院整形
   斉藤　瑞郎・髙橋　敬二・松島　政夫
   佐谷　　睦・辻井　　潔

３． 演題３は取消し演題３の代りに映画「肘関節リウマチ
に対する滑液膜切除術（後方肘関節囊滑液膜全摘術）」
に変更順序は特別講演の前に行います。

  関西医大整形
   森　　益太

４． 凍瘡様皮膚病変を併発せる骨発育抑制の１例
  和歌山医大整形
   今西　利之・南　　　宥・松中　成浩

５． 化膿性脊椎骨々髄炎の４例について
  神戸医大整形
   戸祭　喜八・宮本　琢磨・小林　　勝
   吉良　貞伸

６． Pavlik-Bandage の反省
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三

７． 診断の困難であったペルテス氏病の１例
  京府医大整形
   吾妻幸一郎・岡崎　清二・川上　　登

８． 頚髄損傷の１剖検例
  大阪医大整形
   大橋　規男・富永　　晋

９． 上腕神経叢の Root Avulsion の治療法について
  京大整形
   鶴海　寛治・安立　良治・長　　靖麿
   笹川　總逸・金　　石珍

10． 高位先天股脱に対する式関節形成術の新しい試み
  大阪市大整形
   小谷　　勉・島津　　晃・木下　　孟
   森　　　稠・梅原　　薫・兪　　順奉
   岩見　　洋

11． 骨形成不全症を思わせる １例
  和歌山医大整形
   岡　　延哉・玉置　時也

Special Speech
Title “Closed reduction of congenital dislocation of hips”, by Prof Scaglietti (Florence Italy).
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第18回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年２月23日（土）午後２時30分
会　　　場：大阪田辺製薬講堂

１． アスパラギン酸投与の臨床的ならびに実験的研究（第
２報）

  和歌山医大整形
   今西　利之・笠原　慶一・中瀬古晶一
   井上　　剛

２． 骨折を多発した興味ある一家系
  大阪医大整形
   富永　通裕・高橋　隆二

３． 興味ある侏儒症２例
  奈良医大整形
   立松　晶隆・前田　信義

４． 肋骨腫瘍の１例
  紀南病院整形
   保富　　定・松本　俊一・長雄　英正

５． 新生児の仙部に発生した巨大奇形腫の１例
  京大整形
   藤田　　仁・長井　　淳

６． 診断因難であつた骨盤転移腫瘍の２例
  神戸医大整形
   戸祭　喜八・高原　伸雄・田中　　徹

７． 脳性麻痺と Pallidotomy の経験およびその遠隔成績に
ついて

  京府医大整形
   勝又　星郎・岡崎　清二・川上　　登

８． 吾々の行なつた先天股脱観血的整復の検討
  神戸中央市民病院整形
   笠井　実人・景山　武雄・得津　雄司
   仲谷　　正

９． 外傷性股関節脱臼の２例
  大阪日赤整形
   黒田　　宏・清原　六郎

10． スキー外傷の統計的考察
  阪大整形
   赤堀　　修・松本　　康・財田　英穂
   西山　敬廉・井上　明生
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第19回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年３月23日
当 番 幹 事：大阪大学医学部　整形外科学教室

１． Marfan 氏症候群の１例について
  神戸医大整形
   戸祭　喜八・枚田　邦雄・水原　貫城
   宇野　衛男・居村　茂明

２． 両側に発生した腓骨疲労骨折の１例
  京都府立医大整形
   眞下　武己・北田　博朗・瀬戸　信夫

３． 肘頭骨折の手術経験
  神戸市立中央市民病院整形
   笠井　実人・景山　武雄・得津　雄司
   仲谷　　正

４． 棘上筋化骨性腱炎の１例
  阪大整形
   林原　明朗・三好　正信・井上　明生

５． 広汎な粘液囊炎をともなった大転子結核の２例
  和歌山医大整形
   南　　　宥・西嶋　洋典

６． 内転骨切り術の経験
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三・宮丸　篤郎
   木佐貫一成

７． 頚椎障害（cervical disorder）の診断と予後判定につ
いて

  奈良医大整形
   小野　啓郎・岩崎　洋明

８． 脊髄麻痺患者の褥創に対する手術経験
  大阪警察病院整形
   高橋　啓二・佐谷　　睦・辻井　　潔
  堺市民病院整形
   谷沢　竜一

９． 脊椎後方辷り症の１例
  大阪医大整形
   串田　俊郎

10． 脊索腫の１例
  京大整形
   大上　治彦・長井　　淳・宮崎　和躬

11． 最近５年間における脊骨肩腫瘍について
  大阪市大整形
   石田　俊武・兪　　順奉・鈴木　　隆
   岩見　　洋・東　　　隆
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第20回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年５月18日
当 番 幹 事：京都大学医学部　整形外科学教室

１． 本教室最近10ヵ年に於ける骨折の統計的観察
  京大整形
   藤田　　仁・田村・後藤・桑名他

２． 肩甲骨偏位に就いて
  京府大整形
   岡崎　清二・川上　　登

３． 両側性股関節症の治療経験
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三・高丸　篤郎
   木佐貫一成

４． 腓腸筋断裂の１例
  大阪医大整形
   近藤　　茂・大橋　規男・森生　貞保

５． 腸骨前下棘剝離骨折の１例
  京大整形
   小野村敏信・藤田　　仁
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第21回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年６月29日（土）午後３時
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部　整形外科学教室
会　　　場：大阪市北区道修町　田辺製薬講堂

１． 1小児脊髄腫瘍の１例
  大阪日赤整形外科
   朝田　　健・清原　六郎

２． 右肩甲骨に発生せる線維肉腫の１例
  大阪市大整形
   小谷　　勉・木下　　孟・石田　俊武
   小松　堅吾

３． 大腿に原発せる mesenchymoma の１例
  京大整形
   赤星　義彦・田村　　清・金　　石珍

４． 多発性骨髄腫の１例
  和歌山医大整形
   南　　　宥・岡　　延哉

５． 京都府下に於ける肢体不自由者の調査について
  府医大整形
   勝又　星郎・関　　和義

６． ポリオ患者の下腿外捻について
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   沢村　誠志・香川弘太郎・八尾　修三
   浜田　節子

７． 指の関節靱帯損傷の小経験
  神戸中央病院整形
   得津　雄司

８． 外傷性股脈管損傷に対する人工血管移植経験の２例
  神戸医大整形
   信原　克哉・宇野　衛男・森本　一男

９． 急性なる経過で発生したペルテス病の２例
  阪大整形
   水野祥太郎・増原　建二・岩坪　　功
   松本　有熈・平山　正樹・博田　節夫
   財田　英穂・黒田　剛生

10． 沖繩における先天股脱の現况
  奈良医大整形
   上野　良三

11． 自家骨移植術を試みた先天性橈骨欠損症（サリドマイ
ドによると思われる）の１例

  関西医大整形
   松島　理郎
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第22回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年９月28日（土）午後３時～５時
会　　　場：京都市烏丸二条　中川安商店５階講堂

１． Klippel Weber 氏病の１例
  京府大整形
   岡崎　清二・北田　博朗・川上　　登
   早瀬　正臣

２． 膝関節半月板再生の１例
  大阪市大整形
   島津　　晃・越川　　恵

３．原発性副甲状腺機能亢進症の１例
  和歌山医大学整形
   中川　　正・島村　禎二

４． Melorheostosis の１例
  奈良医大整形
   山口　敏美

５． 臨床上多発性ヒグロームを疑つた１例
  神戸医大整形
   広畑　和志・公文　　裕・稲松　　登
   坂部　泰彦

６． 脊髄液漏出による囊腫形成の１例
  京大整形
   大上　治彦

７． 前腸骨棘摧裂骨折の２例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   笠井　実人・得津　雄司・仲谷　　正
   柏木基之亮

８． Coxa plana の治療経験
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三
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第24回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年11月16日
当 番 幹 事：神戸医大　整形外科学教室
会　　　場：住友化学道修町ビル７階

１． 左上腕骨近位端に発生せる骨囊腫と思われる１症例
  大阪市大整形
   島津　　晃・石田　俊武・東　　　隆
   大西　啓靖

２． 甲状腺腫をともないペルテス病様変化のみられた１例
  和歌山医大整形
   南　　　宥・加納　政彦

３． 紅斑性狼瘡にみられた両側大腿骨頭無腐性壊死の１例
  阪大整形
   岡山　　考・申　　明休・松淵　信也

４． 先天性内反手の治療経験
  神戸医大整形
   沢村　誠志・香川弘太郎・藤原　　誠

５． 所謂色素性絨毛結節性滑液膜炎の１症例
  京都府立医大整形
   勝又　星郎・関　　和義・立沢　喜和
   早瀬　正臣

６． Arthritis mutilans の１例
  京都大学整形外科
   小野村敏信・長井　　淳・宮崎　和躬

７． 先天股脱治療の遠隔成績．特に乳児期治療に就いて
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三・大東　政嘉
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第25回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和38年12月14日
当 番 幹 事：大阪医科大学　整形外科学教室
会　　　場：大阪医科大学

２． Polio による大腿四頭筋麻痺に対する屈筋腱移行術
（Schwartzmann）の１例

  大阪警察病院整形
   斎藤　瑞郎・高橋　敬二・松島　政夫
   佐谷　　睦
  大阪大学整形
   辻井　　潔

３． 痛風の症例について
  京都府立医大整形
   勝又　星郎・早瀬　正巨・秋田　定男

４． Fluorosis の骨関節変化について（弗素化合物取扱い
工場従業員における観察）

  市立堺病院整形
   柳谷　幸敏・谷沢　竜一・本郷　一郎

５． 大腿骨頸部に発生した巨細胞腫の２例
  阪大整形
   増原　建二・小杉　豊治・水島　哲也
   土井　照夫・岡山　　孝

６． 最近経験した Enchondroma について
  神戸医大整形
   広畑　和志・公文　　裕・森本　一男
   水野　耕作・栗原　　章

７． 家族的発生をみた O- 脚の症例
  和医大整形
   西嶋　洋典・室　　靖人

８． 脊髄腫瘍を疑わしめた激しい腰痛の１治験例
  京大整形
   山室　隆夫

９． バレー氏症候に対する頸椎前方固定術の経験
  奈良医大整形外科
   上田　喜生・岩崎　洋明
  国立奈良病院整形
   緒方　惟之

10． 腰椎々間関節性腰痛について
  奈良医大整形
   立松　昌隆・今井　　智・玉井　　進
   宮丸　篤朗・山口　敏美・前田　信義
   金曾　啓時

11． 変形性股関節症に対する関節癒着術の経験
  神戸中央市民病院整形
   笠井　実人・得津　雄司・仲谷　　正
   柏木基之亮

12． 転子下骨切り手術に於ける１，２の問題
  大阪松岡外科病院
   内藤　一男・堀之内勝純
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第26回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年１月25日
当番幹事：和歌山医大　整形外科教室

１． 破傷風の１例
  和歌山医大
   加納　政彦

２． 脊髄メニンゴエンドテリオームの１例
  京大
   米沢　　広

３． 第１ケーラ氏病の２症例
  京都府立医大
   勝又　星郎・川上　　登・岩波日出男
   秋田　定男

４． 放射線照射障害による大腿骨頸部骨折の２例
  神戸中央市民病院
   笹井　実人・得津　雄司・仲谷　　正
   柏木基之亮

５． 最近経験せる診断困難な股関節疾患の３例
  神戸医大
   戸田　昭士・浜田　節子・横山　良治
   村田　秀雄

６． 手舟状骨々折の治療
  大阪厚生年金病院
   提島　　孝・加賀　完一

７． Hoffa 氏病の手術治療症例
  関西医大
   谷田　　恒・小林　時久・坂本　徳成

８． 皮膚筋炎によって生じた両側下肢関節拘縮に対する手
術経験

  阪大
   下村　　裕・水島　哲也・福田　真輔
   杉野　哲也

９． 原発性副甲状腺腫症のその後の経過について
  和歌山医大
   中川　　正・島村　禎二

10． 各種抗生物質の関節投与時における局所反応に関する
研究　̶特にトリコマイシン S における「局所化学
療法係数」について̶

  大阪医大
   近藤　　茂

11． 根性腰痛症におけるミエログラムの批判
  大阪市大
   嶋　　良宗・吉田　　洋・鈴木　　隆
   若林　　亘

12． 大腿骨々切り術後の臼蓋発育について
  奈良医大
   上野　良三・梅垣　修三・宮丸　篤郎
   大東　政嘉
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第27回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年２月22日
当 番 幹 事：関西医科大学　整形外科学教室

１． 猿に咬まれた１症例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   得津　雄司・仲谷　　正・柏木基之亮

２． 関節固定術を行った高度の変形を伴った膝関節炎の１
例

  松岡外科病院
   内藤　一男・谷田　　恒

３． Psoriatic Arthropathy の２症例について
  神戸医大整形外科
   広畑　和志・小林　郁雄・森本　一男
   円尾　宗司・大森　明夫

４． 随意性肩関節脱臼の１例
  和歌山医大整形外科
   河合　秀郎・岡　　延哉

５． 項部叩打によって骨損傷なしに頸髄横断麻痺を起した
小児の１例

  阪大整形外科
   西山　敬兼・増原　建二
  高知県高陵病院
   日比　　新・大谷　舞三

６． 頸椎椎間板造影の経験
  奈良医大整形外科
   上田　喜生
  国立奈良整形外科
   岩崎　洋明

７． 先天股脱における観血的整復の遠隔成績（５年以上の
症例について）

  奈良医大整形外科
   恩地　　裕・上野　良三・梅垣　修三
   宮丸　篤郎・大東　政嘉

８． 前腕骨欠損に対する形成手術の２例
  布施市民病院整形
   倉田陽太郎・城戸　　光・今井　　智

９． 馬尾神経腫瘍と誤った後腹膜腫瘍の１例
  京大整形
   鈴木　　敞

10． 運動器管の疼痛に於ける C 繊維の問題
  関西医大整形外科
   森　　益太・小川　亮恵

11． 外傷性仮関節（特に大きな骨欠損を有するもの）の治
療

  大阪厚生年金病院整形
   清水源一郎・提島　　孝・加賀　完一

12． 切断手の復元の１例
  大阪市大整形
   豊島　　泰
  大阪市大第二外科
   井上　喬之・福住　弘雄・乾　　慶助
   原田　　繁・宮口　正美・山本　哲雄

特別講演
 第９回国際整形外科災害外科学会に出席して
  大阪医大
   有原　康次教授
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第28回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年４月25日
当 番 幹 事：阪大　整形外科教室

１． 斜指に対する骨切り術について
  阪大
   江川　常一・堀木　　篤・土井　照夫
   片桐　一昌・吉岡　康裕

２． ブラブラ母指の１治験例
  関西労災
   宮本　孝男・今村　　満・赤堀　　脩
   石上　　直・岩見　　洋

３． 多母指症形成術の１つの試み
  京大
   田中　三郎

４． 上肢先天性奇形の分類と治療
  神戸医大
   藤原　　朗

５． 上腕筋麻痺を伴う肘関節強直の治療
  京大
   伊藤　鉄夫

６． 中手・手根関節脱臼の２例
  明石市民
   二宮　俊作・中村　繁夫

７． 母指球筋の著明な筋萎縮を主訴とする Carpal tunnal 
syndrom

  大阪厚生年金
   綿谷　茂彌

８． 手の新鮮外傷の経験
  京府大
   諸富　武文・斎藤　哲夫・吉良　貞雄
   後藤　省三

９． 手掌火傷に対し早期に delayed flap による植皮を行
なった症例

  関西労災
   宮本　孝男・今村　　満・赤堀　　脩
   石上　　直・岩見　　洋

10． 手の外科，形成外科領域において最近経験せる
  i） 上眼瞼母斑に対する美容植皮
 ii）  示指屈筋腱断裂に対する長掌筋腱再度移植の各１

症例
  関西医大
   小川　亮恵・内田　奎佑・松島　理郎
   坂本　徳成・小村　時久・谷田　　恒

11． 象皮病の１例
  奈大
   恩地　　裕

12． 形成外科クリニックとその２・３の症例
  阪大
   松盛　昭吾・三好　正信

13． 陰茎作成の１症例
  関西労災
   宮本　孝男・今村　　満・赤堀　　脩
   石上　　直・岩見　　洋
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第29回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年６月27日
当 番 幹 事：京大　整形外科教室

１． 興味ある経過をとった上腕神経叢麻痺の１例
  国立京都
   室賀　龍夫

２． 最近経験せる上腕神経麻痺を来たした２症例について
  大阪医大
   三崎　裕康

３． 女子１例を含む分裂膝蓋骨の５例
  京大
   斎藤　哲夫・岡崎　清二・後藤　有三

４． Popliteulzyste について
  神戸医大
   広畑　和志・八尾　修三・佐藤　俊久
   円尾　宗司・大森　明夫

５． Dysostesis multiplex の１例
  専売京都
   大室　耕一・藤原　祐三

６． 裂足形成術の１例
  京大
   土居　秀郎

７． Eosinophilic Grancloma の１例
  和歌山医大

８． 指骨に発生せる皮様囊腫の１例
  国立京都
   松村　友昭

９． ペルテス病の治療経験
  東大寺整肢園

  奈良医大
   上野　良三

10． 跳躍によって𦙾骨結節の骨折を起した２症例
  阪大

  泉佐野市民

11． 外傷性股関節脱臼の治療経験
  大阪厚生年金
   提島　　孝

12． 
  神戸中央市民

13． 脊椎血管腫の２例
  大阪大学

  大阪厚生年金

  泉佐野市民

特別講演
  DV.A.K. Talawalka
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第30回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年９月19日　午後３時
当 番 幹 事：大阪市立大学　整形外科学教室
会　　　場：大阪藤沢薬品講堂

１． 舟底形変形を起こした先天性内反足の手術治験例
  大阪市大整形
   島津　　晃・越川　　恵・榎本　高明

２． 第１・２・３頸椎にみられた先天性奇形の１例（先天
性歯突起欠損）

  阪大整形
   下村　　裕・白川　一男・福田　真輔

３． Madelung 変形の一異型例
  関西医大整形
   小川　亮恵・内田　奎佐・坂本　徳成
   松島　理郎・小村　時久・谷田　　恒

４． 股関節内側侵入路の応用
  奈良医大整形
   上野　良三・梅垣　修三・宮丸　篤朗
   城戸　　光・村井　泰裕

５． わが教室におけるスポーツ外傷の統計的観察
  京都府立医大整形
   岡崎　清二・後藤　有三・吉良　貞雄

６． 色素性絨毛性結節性滑液膜炎の２例
  和医大整形
   玉置　時也・西嶋　洋典・笠原　慶一
   松本　俊一・中瀬古昌一

７． 左上腕骨々幹部の病的骨折により発見されたグラ
ヴィッツ腫瘍の１例

  大津市民病院整形
   佐多　徹郎・岩波日出男

８． 脊髄前側索切断術を行なつた組網肉腫症の１例
  神戸医大整形
   小林　　勝・村田　秀雄・大森　明夫

９． 上位頸髄腫瘍の１例
  京大整形
   田中　三郎・宮崎　和躬

10． Plasmazellenmyelom の１剖検例
  大阪医大整形
   大橋　規男・堀之内勝純

11． 右上腕骨にみられた enostosis の１症例
  大阪市大整形
   石田　俊武・東　　　隆・大西　啓靖
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第31回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年10月31日
当 番 幹 事：京都府立医大　整形外科
会　　　場：上羽ビル

１． 関節水腫と線溶系　̶関節水腫に対する抗プラスミン
物質（e-ACA）の効果̶

  神戸医大整形・神戸大学第１生理
   広畑　和志・吉良　貞伸

２． 整形外科領域における四肢血管造影について
  和歌山医大整形（指導：嶋　　良宗教授）
   左海　伸夫・西嶋　洋典・笠原　慶一
   松本　俊一・中瀬下晶一

３． リウマチ性股関節疾患について
  奈良医大整形
   上野　良三・城戸　　光・梅垣　修三

４． 興味ある筋性斜頸の１例
  阪大整形
   井上　明生・川村　次郎・堀見　一郎

５． 骨盤水平骨切り術後，正常分娩を経過した先天性股関
節脱臼の１例

  大阪市大整形
   島津　　晃・大西　啓靖
  大阪市大産科
   田中　寿文

６． 痙性麻痺手に対する腱手術による変形矯正
  京大整形
   伊藤　鉄夫・田中　清介・田中　三郎
   笹川　総逸
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第32回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年11月28日
当 番 幹 事：奈良医大　整形外科教室
会　　　場：田辺製薬講堂

１． 抄録未着

２． 坐骨々端炎の１例
  大阪市大整形
   石田・松井・三明

３． 脊髄硬膜外肉芽腫の１例
  大阪警察病院整形外科
   斎藤　瑞郎・高橋　敬二・松島　政夫
   佐谷　　睦
  大阪警察病院神経科
   湯浅　亮一
  阪大整形
   辻井　　潔

４． 自動車衝突にて発生した第２頸椎骨折の興味ある２例
  阪大整形
   下村　　裕・白川　一夫・福田　真輔

５． 先天性梅毒の２症例
  神戸医大整形外科
   沢村　誠志・田中　　徹

６． 抄録未着

７． 異常関節可動性を併つた骨格発育障害の１例
  京大整形
   土居　秀郎・北川　　威・中井　浩也
   笹川　総逸

８． 剖検上肺脂肪栓塞と栓塞性肺炎を認めた踵骨骨折の１
例

  和歌山医大整形
   三好　壮一・笠原　慶一
  和歌山医大第１内科
   的場　清文・林満　寿彦

９． 抄録未着

10． 頭皮，全顔面および眉毛形成術の１例
  布施市民病院整形外科
   倉田陽太郎・今井　　智・土井　康司
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第33回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和39年12月８日
当 番 幹 事：大阪医大　整形外科
会　　　場：上羽ビル

１． 前脛骨筋損傷の二例
  大阪医大整形外科
   服部　良治・近藤　　茂

２． 癒着性頸部神経根炎の手術例について
  京大整形外科
   小野村敏信

３． 甲状腺機能亢進を伴える Polyostotic fibrous dysplasia 
の一例

  京都府医大整形
   岡崎　清二・川上　　登・平沢　泰介

４． SAHA 氏の Operation について
  神戸医大整形
   信原　克哉・円尾　宗司・水野　耕作

５． 臨床上 multiple myeloma と誤診した一剖検例
  和医大整形
   角谷　昭一・左海　伸夫・中城　忠孝
   井上　　剛

６． g-Myeloma の一例
  奈良医大整形
   金曾　啓時

７． 骨折における半丸型歯付プレートの使用
  大阪市大整形外科
   山崎匡二郎・竹村　　永

８． 頸椎骨軟骨症を合併した胸髄腫瘍及び胸椎 
Paraarticular process

  阪大整形
   下村　　裕・小野　啓郎・白川　一夫
   福田　真輔・杉野哲也
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第34回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年１月23日（土）
当 番 幹 事：関西医大　整形外科学教室
会　　　場：富士銀行講堂

１． 痙性麻痺に対する Cercin の使用経験
  大阪医大
   富永　通裕・高橋　隆二

２． Sprengel’s deformity の２例
  大阪市大
   吉田　正和・市川　宣恭・森　　　稠
   若林　　亘・吉川　秀明

３． 病的骨折を併つた Crouzon 氏病を疑わせる一症例
  京大整形
   中井　浩也・白羽　　誠

４． Muller-Barlow 氏病の１例
  神戸中央市民病院整形
   粟屋　梧老

５． 骨軟化症の１例
  奈良医大整形
   広岡　靖隆

６． 血友病性膝関節症の１例
  和歌山愛徳整肢園
   島村　禎二
  和医大整形
   穴原　克己

７． RA と誤診した SLE の１例報告
  関医大整形
   小川　亮恵・内田　奎佑・松島　理郎
   竹村　大介・山本　光男

９． 内反肘に起つた外傷性肘関節脱臼
  大阪松岡外科病院
   内藤　一男・田村　　清・吉野　隆郎

11． 左大腿にみられた巨大な化骨性腫瘍について
  京都府立医大整形外科教室
   諸富　武文・瀬戸　信夫・東　　幸雄
   森田　仁志

12． 仙骨の巨細胞腫剖検例
  京大整形外科
   山室　隆夫
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第35回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年２月20日
会　　　場：田辺製薬講堂

１． ノベクタン使用の１考察
  和医大整形
   笠原　慶一・中瀬古晶一・三好　壮一
   穴原　克宏

２． Roller Avulsion Injuries の治療経験
  第１病院整形
   吾妻幸一良・大竹　節郎・塩谷　敏義

３． Cast Syndrome の１例
  国立姫路病院整形
   岡本　　佼・大塚　裕康・廣谷　速人

４． 踵骨囊腫の２例
  大阪医大整形
   中川　英隆・富永　通裕

５． Malignant synovioma の２例
  大阪赤十字病院整形
   朝田　　健・山口　省次・盛　修二郎

６． 広範囲に拡がつた Ependymoma の１症例
  大阪市大整形
   石田　俊武・東　　　隆・馬場　康夫
   榎本　高明

７． 脊椎部腫瘍を疑わせた脊椎カリエスの１例
  神戸労災病院整形
   前之園三郎・佐藤　俊久・田中　二郎
   坂部　泰彦

８． 最近経験せる頸椎腫瘍について
  奈良医大整形
   柴田　　健
  奈良医大奈良病院整形
   玉井　　進

９． 化膿性脊椎炎の１例
  京府医大整形
   勝又　星郎・早瀬　正臣・水田　早苗

10． 稀な症状を呈した椎間板ヘルニアの４例
  神戸中央市民病院整形
   柏木基之亮・笠井　実人・粟屋　梧老
   岡本　林平

11． 腰部椎間板ヘルニアの再手術に際し Osteoplastic 
Partial Laminectomy を実施し得た興味ある１症例

  関西医大整形
   内田　奎佑・坂本　徳成・松島　理郎
   谷田　　恒

12． 頸椎々間板症に対する手術経験
  阪大整形
   下村　　裕・小野　啓郎・有馬　英之
   白川　一夫・福田　真輔・小田　義明
   孫　　瑢権

13． Harringtons Method を施行せる脊椎側彎症の２症例
について

  神戸医大整形
   藤原　　朗・石田　博和・三宅　正夫

14． 膝関節形成術における Fascia，Retinaculum の活用
  京大整形
   田中　三郎

15． 筋性斜頸にみられる股関節の変化
  大阪市大整形
   島津　　晃・福西　　修・門林　哲夫
   三明　靖昌
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第36回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年３月20日（土）午後２時30分
当 番 幹 事：和歌山医大　整形外科　嶋　　良宗
会　　　場：大阪・日生中ノ島ビル１階講堂

Ⅰ． 一般演題
１． 先天股脱早期治療の経験
  大阪府立病院
   前原　昌平 

２． 足関節脱臼骨折の経験
  大阪医大
   大橋　規男・赤尾　　孝

３． 手関節月状骨の橈骨茎状突起骨折を伴う掌側脱臼の症
例報告

  大阪市大
   綾井　豊吉
  合志整形外科病院
   合志　至誠

４． 膝半月板損傷時の単純レ線写真像の変化について
  神戸医大
   八尾　修三・宮本　琢磨・糸原　　学

５． 鎖骨々膜骨髄炎の１例
  明石市民病院
   二宮　俊作・中村　繁夫・岡本　秋麿

６． 骨の先天梅毒の１例
  和歌山医大
   中城　忠孝・左海　伸夫

７． 脛骨近位端悪性巨細胞腫に対する剔除と人工骨頭によ
る補塡

  京大
   米沢　　広

８． 各種合成樹脂の形成外科領域への対応（その１）
  京都府立医大
   橋本　弘一・森田　仁志

Ⅱ． 臨床討議会
１． レ線２重撮影を中心とした股関節の問題
  和歌山医大
   西嶋　洋典・松本　俊一

２． Five-Fingered Hand の１例
  京大
   田中　三郎

３． 広範な骨破壊を伴つた巨細胞腫の２治験例
  阪大
   水島　哲也・吉岡　康裕・杉野　哲也
   孫　　瑢権

４． 両下肢痙性麻痺の１症例について
  奈良医大奈良病院
   吉積　美年・玉井　　進
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第37回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年５月15日
会　　　場：神戸銀行大阪ビル大会議室

１． chondromyxoid fibroma の１例
  神戸中央市民病院整形
   粟屋　梧老

２． 腎腺癌の脊椎転移の一剖検例
  大阪医大整形
   藤家　匡則

３． 先天性尺骨々幹部欠損に伴う外反手の１例
  中西整形外科　病院々長
   中西　　修
  京府医大整形
   根本　　元

４． 新鮮自家腓骨神経移植の１例
  大阪市大整形
   豊島　　泰・福西　　修・兪　　順奉
   上原　昭夫

これまでに報告された症例のその後の経過について

１． 先に報告した左大腿骨々頭頸部粉砕骨折症例のその後
の経過について

  関西医大整形
   内田　奎佑・坂本　徳成・松島　理郎
   谷田　　恒

２． 随意性肩関節脱臼の１例　その後の経過
  和歌山医大整形外科
   河合　秀郎・西嶋　洋典

３． 副神経→顔面神経交換縫合のその後
  大阪市大整形外科
   南部嘉一郎・松田　英雄・鈴木　　隆
   榎本　高明

４． 興味ある経過をとつた筋性斜頸
  阪大整形外科
   川村　次郎・井上　明生

５． 内側経路で行なつた Iliopsoastenotomie および 
Kapsulotomie の術後経過

  奈良医大整形
   上野　良三・城戸　　光・大東　政嘉
   木佐貫一成

６． 多母指症形成術の１つの試み　̶其の後の経過̶
  京大整形外科
   田中　三郎

７． Psoriatic arthropathy の１治験例
  神戸大整形外科
   広畑　和志・円尾　宗司・大森　明夫

８． 鎖骨に発生した悪性骨腫瘍
  京大整形外科
   岡　　正典

９． 原発性副甲状腺機能亢進症
  和歌山医大整形外科
   島村　禎二・松本　俊一
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第38回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年６月26日
会　　　場：上羽ビル講堂

１． Median nerve lipoma の一症
  和歌山県立医大整形
   中瀬古晶一

２． 抄録未着

３． 脊椎転移症状を主訴とした所謂副腎腫の１例
  京都府医大整形外科
   後藤　有三・塩谷　敏義・岡本　秋麿

４． Polyostotic Fibrous Dysplasia と v. Recklinghausen 氏
病について

  日本専売公社京都病院整形外科
   大室　耕一・藤原　祐三

５． 腸骨に発生した Osteoid-osteoma の１例
  大阪市大整形外科
   木下　　孟・石田　俊武・吉田　　洋
   東　　　隆

６．比較的稀な部位に発生した孤立性骨囊腫例について
  神戸大整形外科
   片岡　　治・武尾　良己
  県立尼崎病院整形外科
   田中　　徹

７． Lisfranc 関節外傷性脱臼の１例について
  市立西脇病院整形外科
   松井　英互・円尾　宗司・糸原　　学

８． 急性関節リウマチと誤まられた小児骨髄炎について
  京都府医大整形外科
   勝又　星郎・関　　和義・吉良　貞雄
   川上　　登

９． 脊椎ヘルニヤと誤診された脊椎カリエスの１例
  大阪医大整形
   中村満次郎

10． 頸椎の骨性変化によつて惹起された脊髄圧迫症候群
  奈良医大整形
   恩地　　裕・城戸　　光・秋山　弘之
   広岡　靖隆・木佐貫一成

11． C. P 児に対する外科的侵襲の問題点
  阪大整形外科
   小野　啓郎・梶浦　一郎・井上　明生
   高橋　貞雄
  大阪整肢学院
   野島　　治

13． 脊損患者の車椅子使用に於ける経験
  神戸労災病院整形外科
   前之園三郎・佐藤　俊久・田中　二郎
   坂部　泰彦
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第39回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年９月25日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪市立大学　整形外科
会　　　場：藤沢薬工講堂

１． 骨関節に変化を伴なつた先天性無痛覚症の１例
  大阪市大整形
   石田　俊武・小松　堅吾

２． 右下腿前面皮下に発生せる巨大石灰沈着症の１例
  大阪回生病院整形
   戸祭　喜八・横山　良治

３． Hunter-Hurler 病の１例
  京都府立医大整形
   諸富　武文・北田　博朗

４． 興味ある転位を示した，月状骨脱臼を含む多発骨折の
１例

  関西労災病院整形
   宮本　孝男・村主　嘉彦・岩見　　洋

５． 稀な踵骨々折の１例
  神戸労災病院整形
   前之園三郎・佐藤　俊久・田中　二郎
   渡辺　秀雄

６． 腸骨前上棘裂離骨折の４例
  明石市市民病院整形
   二宮　俊作・塩谷　敏義・岡本　秋麿

７． 外傷性ショックによる事故の３例
  奈良医大整形
   福西　博恒・中島　博章・小浜　啓次

８． 組織学的に診断困難な馬尾神経腫瘍の１例
  大阪警察病院整形
   斎藤　瑞郎・高橋　敬二・松島　政夫
   佐谷　　睦
  大阪大学整形
   辻井　　潔

９． 脊髄腫瘍を思わしめた椎間板ヘルニアの１例
  城北市民病院整形
   伊藤　成幸・笹岡　正雄・三明　靖昌

10． 脊椎分離症と椎間軟骨ヘルニアの合併せる１症例
  大阪医大整形
   大橋　規男・納田　嘉久・堀之内勝純

11． Functional lumbo-sacral flexion brace と hyperexten-
sion brace における２，３の問題点について

  和歌山医大整外
   稲垣　英一・上好　昭孝

12． PTES 下腿義足の経験
  神戸大整形
   沢村　誠志・坂部　泰彦・中島　咲哉
   小嶋　三郎

13． 軟麻痺上肢に対する能動装具の試作
  京大整形
   米沢　　広・笹川　総逸

14． パロー氏仮性麻痺の４例
  神戸中央市民病院整形
   柏木基之亮

15． 上肢における硬膜外麻酔の経験
  神鋼病院整形
   萩原　一輝・大城　力造

16． 非半月板性弾撥膝の１手術治験例
  関西医大整形外科
   内田　圭佑・松島　理郎・坂本　徳成
   谷田　　恒・竹村　大介・今村　一輝
   菅　　厚二

17． 膝運動にともなう大腿四頭筋の動きについて
  阪大整形
   岡山　　孝・小野　啓郎・小杉　豊治
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第40回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年９月
当 番 幹 事：京都府立医大

１． いわゆる Forestier 病について
  京府医大整外
   岡崎　清二・水田　早苗

２． 外傷性腕神経叢麻痺の一例
  大阪医大整形
   富永　通裕・原　　卓司・古賀教一郎

３． 若年性一側上肢筋萎縮症（平山）の一例
  神戸中央市民整形
   笠井　実人
  神戸中央市民第二内科
   井本　達夫

４． 骨転移をきたした腎癌の一剖検例
  和医大整形
   中瀬古晶一・三好　壮一
  和医大第一病理学教室
   宇治　義正

５． 股関節オスチオヒヨンドロマトージスの一例
  国立姫路整形
   廣谷　速人・大塚　裕康・岡本　　佼

６． Dysplasia Epiphysialis Hemimelica の１例
  阪大整形
   水島　哲也・岡山　　孝・堀見　一郎

７． Five-Fingered Hand の手術経験
  京大整形
   田中　三郎・田村　哲男

８． Riemenbügel 療法における再脱臼例の検討
  神戸医大整形
   香川弘太郎
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第41回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年11月20日
会　　　場：大阪・田辺製薬講堂

１． 多発性骨髄腫の一例
  明石市民病院整形
   二宮　俊作・塩谷　敏義・岡本　秋麿
  京都府立医科大学整形外科教室
   東　　幸雄

２． Kiel Bone の使用経験
  和医大整形
   笠原　慶一・三好　壮一・青木　　敏
  紀南病院整形
   穴原　克宏

３． Hemangio-endothelioma の１例

４． Acrocephalosyndactyly について
  国立姫路病院整形
   廣谷　速人・大塚　裕康・岡本　　佼

５． 筋皮神経麻痺の一例
  京府医大整形
   岡崎　清二・川上　　登・水田　早苗

６． 上肢義肢に関する２，３の試み
  阪大整形
   小沢　泰郎・松本　有熈・川村　次郎

７． 腰部椎間板ヘルニアの術後におけるアキレス腱反射の
動静

８． 急性大腿骨頭骨端線離解の一症例
  大阪市大整形
   吉田　正和・松井　善邦・吉川　秀明

９． 稀な原因による膝蓋骨習慣性脱臼の一例
  神戸医大整形
   片岡　　治・浜本　淑純

10． Steroid 剤関節注入による化膿性膝蓋関節炎に対する
前方関節囊滑膜切除術の経験

  神鋼病院整形
   大城　力造・荻原　一輝
  神戸中央市民整形
   粟屋　悟老・柏木基之亮

11． 痙性上肢に対する手術経験
  京大整形
   伊藤　鉄夫・漆谷　英礼・野坂健次郎
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整形外科集談会京阪神地方会12月例会

開催年月日：昭和40年12月25日
会　　　場：京都市中京区半井株式会社５階講堂

１． 脛骨先天性偽関節の治療経験
  京大整形
   米沢　　広・野坂健次郎

２． 母指球筋が尺骨神経支配をうけている１例
  阪大整形
   綿谷　茂弥
  大阪厚生年金病院整形
   堀木　　篤

３． 下顎骨々折の最近の経験
  神戸中央市民整形
   粟屋　梧老・笠井　実人・柏木基之亮
   浜　　弘道
  神鋼病院整形
   荻原　一輝・大城　力造

４． 恥骨結核の一例
  済生会松阪病院整形
   原　　卓司・仲谷　　正

５． 大腿骨頭無腐性壊死の治療経験
  奈良医大整形
   上野　良三・山門　諭吉・田中　武夫

６． 大腿骨慢性骨髄炎に併発した扁平上皮癌の１例
  橋本市民病院整形
   大石　純司・玉置　時也
  和医大整形
   井上　　剛

７． 誤診した骨軟化症の１例
  神戸医大整形
   佐藤　俊久・稲松　　登・村田　秀雄

８． 指に発生した良性腫瘍の２例
  大阪市大整形
   竹村　　永・東　　　隆・小松　堅吾

９． Recklinghausen’s disease と思われる１症例について
  京府医大整形
   勝又　星郎・吉良　貞雄・井上　四郎

10． 距骨巨細胞腫の１例
  明石市民病院整形
   二宮　俊作・塩谷　敏義・岡本　秋麿

11． 骨髄炎と誤診されていた骨肉腫の２例
  大阪医大整形
   近藤　　茂・三崎　裕康・尾崎　仁一
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第42回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和40年12月25日
当 番 幹 事：大阪医大　整形外科教室

１． 先天性𦙾骨　関節の治療経験
  京大整形
   米沢　　廣・野坂健次郎

２． 母指球筋が尺骨神経支配をうけている１例
  阪大整形
   綿谷　茂弥
  大阪厚生年金整形
   堀木　　篤

３． 下顎骨々折の最近の経験
  神戸中央市民整形
   粟屋　梧老・笠井　実人・柏木基之亮
   浜　　弘道
  神鋼病院整形
   萩原　一輝・大城　力造

４． 恥骨の１例
  松坂済生会病院整形
   増田　信義・仲谷　　正・原　　卓司

５． 大腿骨頭無腐性壊死の治療経験
  奈良医大整形外科
   上野　良三・山門　諭吉・田中　武夫

６． 大腿骨慢性骨髄炎に併発した扁平上皮の１例
  国保橋本病院整形
   大谷　純司
  和医大整形
   井上　　剛・日置　　世

７． 誤診した骨軟化症の１例
  神医大整形
   佐藤　俊久・稲松　　登・村田　秀雄

８． 指に発生した　性腫瘍の２例
  大阪市大整形
   竹村　　永・東　　　隆・小松　堅吾

９． 多発性骨囊腫の１例
  京都府大整形
   勝又　星郎

10． 距骨巨細胞腫の１例
  明石市民病院整形
   二宮　俊作・塩谷　敏義・岡本　秋磨

11． 骨髄炎と誤診されていた骨肉腫の２例
  大阪医大整形
   近藤　　茂・三崎　裕康・尾崎　仁一
   森川　止彦

特別開演
  大阪年金病院整形
   提島　　孝
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第43回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年１月22日
当 番 幹 事：神戸大学医学部　整形外科教室

１． 後天性汎発性扁平椎の１例
  神鋼病院整形
   萩原　一輝・大城　力造

２． 後部脊椎に発生した osteoma
  大阪市大整形
   石田・榎本・吉川

３． 脊髄に原発せると思われる悪性黒色腫の１例
  奈良医大整形
   広田　靖隆・金曽　敬時・宮城　　浩

４． 最近経験せる踵骨々囊腫の３例
  和歌山医大整形
   上好　昭孝・青木　　敏・松本　俊一
  紀南病院整形
   長雄　英正
  中村整形外科病院
   中村　了生

５． 服関節に発せる osteochondromatosis の１例
  大阪医大整形
   西村　　咸・近藤　　茂

６． スポーツによる稀なる両腸骨前下棘椎裂骨折の１例
  京都府立医大整形
   中島　重雄・吉良　貞雄・井上　四郎
   甲斐　敏晴

７． 13例の踝部骨折と外力について
  国立明石病院整形
   小林　　勝

８． Predislocation stage に於ける先天股脱の整復時の雑
音（clic）とその解釈

  関西医大整形
   森　　益太・小川　亮恵・内田　奎佑
   松島　理郎・坂本　徳成・小村　時久
   谷田　　恒・竹村　大介・吉野　睦郎
   今村　一輝

９． 成人の高位先天股脱に対する手術
  大阪大整形
   水野祥太郎・綿谷　茂彌・西口　　優
   中根　勇平・財田　英穂

10． 高度なる両側変形性股関節症に対する手術療法の試み
  京都大整形
   森　　英吾・富　　雅男・藤川　重久

11． Minnesota に於ける脊椎側弯症の治療
  神戸大整形
   公文　　裕
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第44回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年２月26日（木）午後２時30分
当 番 幹 事：関西医大
会　　　場：守口市文園町１　関西医大，大講堂

１． 頸胸椎移行部における棘突起単独骨折の３例
  明石市民病院整形外科
   二宮　俊作・塩谷　敏義・岡本　秋麿

２． 抄録未着

３． Marfan 症候群の症例について
  和医大整形
   笠原　慶一
  阪大遺伝
   古山　順一

４． 肩関節陳旧性囊内脱臼及び同側の肘関節骨性強直に対
して，それぞれ関節形成術を行なつた症例

  大和高田市民病院整形外科
   山室　隆夫

５． 興味ある経過をとりつつある急性化膿性股関節炎の一
症例

  神戸中央市民病院整形外科
   柏木基之亮・笠井　実人・粟屋　梧老
   浜　　弘道

６． 異型輸血の一例とその対策
  奈良医大整形外科
   小松　重雄・宮城　　浩

７． 化骨性筋炎の一治験例
  関西医大整形
   安井猶次郎

８． 先股脱保存療法後10年の観察
  大阪市大整形外科学教室
   島津　　晃・福西　　修・三明　靖昌
   門林　哲夫・兪　　炯奉

９． 長期間観察し得た脛骨の Osteogenic fibroma の一例
  神大整外
   横山　良治

10． 頸椎部に発生した Osteoid Osteoma の１例
  阪大整形
   水島　哲也・辻本　正記

11． Root avulsion の診断についての検討
  京大整形
   田中　三郎・野坂健次郎・林　　達雄
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第45回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年３月19日（土）午後２時30分
当 番 幹 事：和歌山医大　整形外科　嶋　　良宗
会　　　場：田辺製薬講堂

１． 腸骨に転移せる腺癌の１例
  橋本市民病院整形外科
   大谷　純司
  和医大整形外科
   加納　政彦

２． 右股部痛を訴えたフイラリア症の１例
  大阪府済生会中津病院整形外科
   住吉　修逸・橋本　賢治
  阪大癌研究所
   赤松　保之
  大阪市大医動物学教室
   西村　　猛

３． Crouzon 氏病の１例
  大阪医科大学整形外科
   富永　通裕・近藤　香織・三崎　裕康
   麻生　英保
  大阪医科大学小児科
   花谷　俶行

４． Biopsy にて Chondrosarcona と診断された Osteogenic 
sarcoma の症例について

  京都府立医大整形外科
   北田　博朗・大竹　節郎・東　　幸雄

５． 再発をくりかえせる巨大な下腿線維腫の１例
  京大整形外科
   後藤　欣生・藤川　重尚・富　　雅男
   池田　　清

６． 診断の困難な急性関節炎の１例
  神戸大整形外科
   広畑　和志・小林　郁雄・田中　義之

７． 投球骨折並びに前腸骨棘骨折の各２例
  市立西脇病院整形外科
   松井　英互・小嶋　三郎
  飛田外科医院
   飛田　慎一

８． 生体内挿入物としてのチタン・タンタルの紹介
  京大整形
   伊藤　鉄夫
  神鋼病院
   荻原　一輝・大城　力造

９． Pronator Syndrome
  阪大整形
   綿谷　茂弥
  大阪厚生年金病院整形
   堀木　　篤

10． 知覚検査法についての１考察
  大市大整形
   松田　英雄
  大阪労災病院整形
   広橋　賢次・井上　博夫
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第46回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年４月23日（土）午後２時30分
当 番 幹 事：大阪大学医学部　整形外科教室
会　　　場：大阪市東区道修町４丁目
　　　　　　田辺製薬株式会社５階講堂

１． 肩甲骨頸部骨折の３例
  大阪医大整形外科
   近藤　　茂・中村満次郎・中川　英隆

２． 頸椎後縦靱帯石灰化の４例
  阪大整形外科
   下村　　裕・小野　啓郎・中根　勇平
   福田　真輔・太田　　寛

３． 外傷性仙腸関節脱臼の一例
  奈良医大整形外科
   中島　博章

４． 大腿骨頸部骨折の治療について
  大和高田市民病院整形外科
   山室　隆夫

５． 先天股脱に対する転子下減捻骨切り術の技術上の２・
３の反省

  和歌山日赤整形外科
   小田　　一

６． パブリック装具にて加療中に発生せるペルテス様変化
について

  神戸大整形外科
   香川弘太郎・水野　耕作・田中　義之

７． Ewing 肉腫の２例
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・東　　　隆・大西　啓靖
   東　　晴彦

８． Idiopathic cortical sclerosis（Garre）
  京大整形外科
   田中　清介・加藤　　実・漆谷　英礼
   池田　　清

９． Neurilemmoma の一症例について
  京都府立医大整形外科
   勝又　星郎
  京都第一日赤整形外科
   田中　弘伸
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第47回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年５月21日（土）午後２時30分
当 番 幹 事：京都大学医学部　整形外科学教室
会　　　場：上羽ビル講堂（京都市堀川通丸太町上ル）

１． 関節部小骨折片に対する２，３の手術経験
  神戸大学医学部整形外科
   桜井　　修・立石　博臣・田中　義之
   有田　親史

２． 稀な距骨下前外方脱臼の一治験例
  済生会滋賀県病院整形外科
   中島　重雄
  京都府立医科大学整形外科学教室
   井上　四郎・甲斐　敏晴

３． 巨大な膝関節鼠の一例
  大和高田市民病院整形外科
   山室　隆夫

４． 先天性大腿四頭筋拘縮
  阪大整形外科
   小杉　豊治・国里宏一郎・岡山　　孝

５． 難治先天股脱３例と臼蓋形成術
  和歌山日赤整形
   小田　　一

６． 大腿骨頭核ペルテス様変化にたいする転子間骨切り術
の効果について

  奈良医大整形外科
   田中　武夫・山門　諭吉・上野　良三

７． 脊髄腫瘍を疑わしめた脊椎ユーイング腫瘍の一例
  大阪医科大学整形外科教室
  （主任：有原　康次教授）
   中川　英隆・富永　通裕

８． 最近経験せる頸髄腫瘍の５例
  京大整形外科学教室
   森　　英吾・富　　雅男・加藤　　実
   藤原　都郎

９． 老人性円背に対する Hyperextension Brace の効果
  和医大整形外科
   左海　伸夫・上好　昭孝・武田　滝彦

10． 椎骨動脈の閉塞及び狭窄についての一考察
  大阪市立大学整形外科
   市川　宜恭・竹村　　永・松井　善邦
   大西　啓靖・永田　清員

11． 米国に於ける特発性側彎症治療の現況について
  京大整形
   小野村敏信
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第48回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年６月25日（土）午後２時30分
当 番 幹 事：大阪市大　整形外科
会　　　場：日生ビル内・日生研修所

１． Marfan 氏症候群の１例
  神戸市立中央市民病院
   浜　　弘道

２． 乳児にみられた腓骨欠損をともなう脛骨偽関節の治験
例

  奈良医大整形外科
   岩崎　洋明・宮城　　浩

３． Madelung の変形について
  京大整形
   廣谷　速人

４． Dupuytren’s contracture の６例
  神戸大医学部整形外科
   田中　義之・藤原　　朗・三宅　正夫

５． Dupuytren 拘縮の Pathogenesis に関する一考察
  阪大整形
   下村　　裕・土井　照夫・福田　真輔
   芥川　博紀

６． Amyotonia congenita syndrome の１例
  大阪整肢学院
   野島　　治・井上　明生
  大阪大学整形外科
   小野　啓郎・梶浦　一郎
  大阪大学西川内科
   植田　啓嗣

７． 骨盤損傷に対する懸垂法の一考案
  大阪警察病院整形外科
   斎藤　瑞郎・高橋　敬二・松島　政夫
   中田　靖子

８． 頑固な坐骨神経痛を主訴とした脊椎辷り症例について
の検討

  大阪医科大学整形外科教室
   富永　通裕・堀之内勝純・永山　宗徳

９． 高位腰椎間板ヘルニアの１症例
  関西医大整形
   谷田　　恒・中多　紀彦・真鍋　　玄

10． 股関節骨関節炎に対する Eggers の骨囊包開削・自家
骨充塡術の経験と腰部交感神経節切除術の効果につい
て

  和歌山県立医大整形外科
   室　　靖人・西嶋　洋典・松本　俊一

11． 体内挿入金属の Ferroxyl Test
  京大整形外科
   伊藤　鉄夫
  神戸中央市民整形外科
   柏木基之亮
  神鋼病院整形外科
   荻原　一輝・大城　力造

12． 我が教室に於ける末梢神経麻痺の統計的観察
  京都府立医科大学整形外科学教室
   岡崎　清二・川上　　登・水田　早苗
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第49回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年９月24日（土）午後３時
会　　　場：京都市堀川通丸太町下ル　上羽ビル講堂５階

１． 慢性鎖骨々髄炎の１例
  京都府医大整形外科（主任：諸富　武文教授）
   大学院生　阪本　庸人・林　　志郎
   　　　　　今江　道宣

２． 分裂性外脛骨の一症例
  国立京都病院整形外科
   有原　康次・石田　勝正

３． ユーイング肉腫を思わせた肺原発癌骨転移の剖検例
  京大整形外科
   柴田　大法・後藤　欣生・岡　　正典

４． 脊髄砂時計腫の１例
  大阪医大整形外科
   高橋　隆二・堀之内勝純

５． 軟骨下臼形成術のそののちの経過
  大阪市大整形外科
   島津　　晃・反田　英之

６． 肩関節に発生した神経病性関節症の１例
  神大整形外科
   吉良　貞伸・栗原　　章・柳浦　文男

７． 電気排尿装置の試作
  阪大整形外科
   辻井　　潔・松本　有熈

８． 多数骨折患者の処置と機能的予後に関する報告
  奈良医大整形外科
   中島　博章・坂本　弘範・宮城　　浩
   玉井　　進

９． 急性肝炎（大量輸血）によつて死亡せる大腿骨骨折の
一剖検例

  和医大整形外科
   笠原　慶一・三好　壮一・上好　昭孝
  和医大第１病理
   森下　　久

10． Pneumoarthrography の偶発症とその対策
  阪大整形外科
   浜田　博朗・財田　英穂・中根　勇平
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第50回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和41年10月22日（土）午後２時30分
会　　　場：日本生命　中之島ビル　第１教室

１． 田の草取りによつて発生した両手特発性総指伸筋腱皮
下断裂の１治験例

  大阪警察病院整形外科
   斉藤　瑞郎・高橋　敬二・松島　政夫
   緒方　惟之・中田　靖子
  阪大整形外科
   福田　真輔

２． 肘関節習慣性側方脱臼の１例
  大市大整形外科
   岡嶋　幹雄・石田　俊武

３． Ehlers-Danlos Syndrome の１例
  和医大整形外科
   角谷　昭一・長雄　英正・稲垣　英一

４． 手関節オステオヒヨンドロマトーシスの１例
  京大整形外科
   森　　英吾・藤川　重尚・嶋　　充浩

５． 右鎖骨に発生せる eosinophilic granuloma の１症例
  関西医大整形
   竹村　大介・管　　厚二・中多　紀彦
   馬場　貞夫

６． Trophopathia pedis myelodysplastica の１例
  神大整形外科
   広畑　和志・沢村　誠志・吉良　貞伸
   矢野　　悟・柳浦　文男

７． 大転子部の Bone cyst に試みた手術法
  奈医大整形
   玉井　　進・山門　諭吉

８． 巨大な骨盤血管腫の１例
  阪大整形外科
   大橋　規男・麻生　英保

９． 上部頸髄腫瘍の２例
  国立舞鶴病院整形外科
   瀬戸　信夫
  京都府医大整形外科
   阪井　　隆

10． 悪性化した下顎骨 Adamantinoma の脊椎転移例
  阪大整形外科
   高瀬　　忠・岸田　之雄・水島　哲也
   小沢　泰郎
  阪大口腔外科
   吉川　謹司

記念講演
 国外における整形外科の動向について
  カナダ 　柏木教授
  アメリカ 　恩地教授
  メキシコ 　諸富教授
  東南アジア　水野教授


