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第101回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年１月20日（土）午後２時
会　　　場：阪大病院新館西館　第一講堂
　　　　　　大阪市福島区堂島

１． 骨移転を契機として見出された三重癌の一症例
  大阪大整形外科
   井上　浩三・渡辺　一雄・加藤　次男

２． 術後椎間板炎の一例
  大阪医大整形外科
   徳久　慎治・有原　康次・近藤　　茂
   遠藤　　紀

３． 介達力による半膜様筋断裂の一症例
  神戸大整形外科
   塚西　茂昭

４． 神経病性関節症に対する人工肘関節の一経験
  京都大整形外科
   山本　　潔・田中　清介・小堀　　真

５． 下腿骨板遷延治癒及び僞関節に対する腓骨部分切断術
  聖母整肢園整形外科
   山本利美雄
  多根病院整形外科
   矢頃　恒三
  豊中市立病院整形外科
   田島　隆興

６． 興 味 あ る レ 線 所 見 を 呈 し た 骨 癌 腫 症（bone 
carcinosis）の一剖検例

  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

７． 学童期における距踵関節固定術の治療経験
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   中谷　正臣・金原　宏之・藤井　英夫
   公文　　裕・坂部　泰彦・山本　　明
   沢田　雅弘

８． 片麻痺患者にみられる反張膝の治療経験
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   土井　照夫・村主　嘉彦・市岡　　俟
   荻野　　洋・岡田　孝三
  星ヶ丘厚生年金病院リハビリテーション科
   博田　節夫

９． 股関節に発生した Prgmented villonodular synovitis 
の一例

  奈良医大整形外科
   増原　建二・龍見　良隆・奥田　寿夫
   三井　宣夫

10． 診断困難なる踵骨骨結核の一例
  兵庫整形外科センター
   宮本　琢磨・松田　俊雄・永田　　彰
   南　　久雄
  兵庫医大整形外科
   桜井　　修

11． Geometric total knee prosthesis の使用経験
  国立加古川療養所
   居村　茂明

12． Microangiopathic Hemolytic Anemia の１剖検例
  和歌山医大整形外科
   竜神　正彦・三好　壮一
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第102回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年２月24日（土）
会　　　場：京都社会福祉会館

１． International Scoliosis Seminar（Jerusalem）の報告
  京都大整形外科
   小野村敏信

２． Juvenile osteoporosis の２例
  関西電力病院整形外科
   梁瀬　義章
  新川端病院整形外科
   後藤　欣生

３． Neuralgic amyotrophy による橈骨神経梁枝麻痺の１
例

  奈良医大整形外科
   柏木　　博・玉井　　進・三井　宜夫

４． Kienböch 病に対する dorsal flap arthroplasty の経験
  南大阪病院整形外科
   立沢　喜和・堀　　純市・浅井　　浩

５． 手指骨及び中足骨に発生した骨結核の２例
  和歌山医大整形外科
   納田　　務
  橋本市民病院整形外科
   桜井　啓一

６． 膝関節症状を主訴とした横紋筋肉腫一例
  神戸大整形外科
   石田　文夫・森本　一男

７． Psoasstellung を反復した腸骨骨髄炎の一例
  神戸中央市民病院
   森下　晋伍・田村　　清・今井　克一
   松本　禎二・浜西　千秋

８． 最近経験した頸椎後縦靱帯骨化症の１例とその手術経
験

  関西医大整形外科
   森　　益太・柴田　大法・松島　理郎
   比嘉　邦男・武田　静行・松矢　浩司

９． 頑固な疼痛に対する経皮的コルドトミー
  大阪大整形外科
   天野　敬一・福田　真輔・下村　　裕
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第103回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年３月24日（土）午後２時30分
会　　　場：杏林薬品　講堂

１． ユーイング肉腫および骨細網肉腫に対する外科的療法
について

  大阪市大整形外科
   石田　俊武・杉本　欣也

２． Subungual exostois の２例
  大阪医大整形外科
   有原　康次・古賀教一郎・阿部　宗昭
   石上　義樹

３． 頑固な疼痛を主徴した膝関節部血管腫の一例
  奈良医大整形外科
   藤沢　義之・三井　宣夫・福居　顕宏
   増原　建二

４． 頸椎に発生した eosinophilic granuloma の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   奥田　　智・横山　三郎・大森　明夫
   鈴木　国夫

５． 背髄症状を呈した頚椎椎弓間靱帯骨化症について
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

６． R.A. に見られる環軸椎障害について
  北兵庫整形外科センター
   栗原　　章・松田　俊雄・南　　久雄

７． 金療法中に黄疸を併発し長期間の寛解をみている関節
リウマチの一例

  南大阪病院整形外科
   立沢　喜和・堀　　純市・浅井　　浩

８． 我々の教室に於けるリウマチの手の外科のその後の知
見

  関西医大整形外科
   森　　益太・小川　亮恵・松矢　浩司
   西　　崇男・佐藤　利行

９． 手足の先天性欠指症における造指術の経験
  京都大整形外科
   上羽　康夫・藤川　重尚

10． 変形性肘関節症について
  神戸大整形外科
   玉木　昭彦・小林　郁雄・柏木　大治

11． 骨関節に病変をくりかえす血友病の一例
  紀南病院整形外科
   辻　　秀輝・河合　秀郎

12． 両側にみられた習慣性膝蓋骨脱臼の１例
  京都府立医大整形外科
   荒巻　駿三・菅　　知行・平沢　泰介
   岡崎　清二

13. 下腿髄内釘法の経験
  公立豊岡病院整形外科
   佐々木正和・奥村　秀雄・梁　　健治

14. 大腿四頭筋短縮症術後の遠隔成績
  大阪大整形外科
   亀井　正幸・李　　康彦
  市立豊中病院整形外科
   小杉　豊治
  市立堺病院整形外科
   岡山　　孝

15. 特異なる先天性遠位脛腓関節奇形の一例
  松下健保　松下病院整形外科
   野田　昌信・吉良　貞雄・相原　秀人
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第104回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年４月28日（土）午後２時30分
会　　　場：京都府立医大第二講義室（２号館４階）

１． 頸椎化膿性脊椎炎の一例
  京都府立医大整形外科
   牧　　陽一・岡崎　清二・今江　道宣

２． 椎骨動脈造影後，急速な死の転帰をとった頸髄腫瘍
  大阪大整形外科
   西岡　淳一・小野　啓郎・福田　真輔
   太田　　寛

３． 腰椎固定における Knodt Rod の使用経験
  京都大整形外科
   小野村敏信・渡辺　秀男

４． 先天性腰仙椎欠損症の１例
  和歌山医大整形外科
   寺下　浩章・加納　政彦・岡田　　正

５． 高年令者に発生した脊髄腫瘍の一症例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

６． 診断困難であった Hemangioma の一例
  大阪医大整形外科
   有原　康次・近藤　　茂・古賀教一郎
   徳久　慎治

７． Fabella が誘因と思われる腓骨神経麻痺について
  神戸大整形外科
   増田　重夫・藤田　久夫・岩本　守右
   片岡　　治

８． 乳児先天股脱の保存的治療例にみる骨頭．臼蓋発育状
況の経時的観察

  関西医大整形外科
   柴田　大法・首藤三七郎

９． Cup Arthroplasty の成績
  奈良医大
   上野　良三・船内　正恒・原田　　稔

10． 長期にステロイド剤投与をうけた RA 患者の一剖検
例

  京都府立医大整形外科
   渡辺　俊彦・井上　四郎・立沢　喜和
   並河　滋之・井上　敦夫
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第105回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年６月30日（土）午後２時30分
会　　　場：杏林薬品　大阪支店講堂
　　　　　　（大阪市天王寺区生玉前町26-1）

１． 犬における先天股脱の１例
  奈良医大整形外科
   上野　良三・船内　正恒
  大阪警察病院整形外科
   斎藤　瑞郎・糸原　俊行
  大阪府立大農学部
   清水　亮佑・新谷　　聡・柳谷　源悦

２． 正中神経に発生した Neurilemoma の治験例
  大阪警察病院整形外科
   斉藤　瑞郎・糸原　俊行・松島　政夫
   高橋　敬二・緒方　惟之・中田　靖子
   岩崎南海雄

３． 頸椎腫瘍を疑わせた Paget 病の１症例
  大阪大整形外科
   天野　敬一・他

４． 最近経験した仮性痛風の２例
  神戸大整形外科
   川井　和夫・広畑　和志

５． 特異な眼症状を呈する Hurler 症候群の１例
  紀南病院
   河合　秀郎・辻　　秀輝

６． 肋間神経移行した root avulsion の１例
  和歌山医大整形外科
   竹中　庸之・村上　信一

７． 脊椎管に発生し脊髄圧迫症状を呈した軟骨肉腫の２例
について

  神戸大整形外科
   西大條　学・白石　英典・森本　一男
   片岡　　治

８． いわゆる entzündliche Lendenlordose の１例
  京大整形外科
   小野村敏信・渡辺　秀男・笠井　隆一
   小堀　　真

９． 鑑別が困難であった特発性出血性関節症の１例
  北兵庫整形外科センター
   南　　久雄・栗原　　章・松田　俊雄

10． 膝窩部に発生した Synovial osteochondromatosis の１
例

  北兵庫整形外科センター
   永田　　彰・栗原　　章・松田　俊雄

11． 骨折後の脚長差調整の経験
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行
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第106回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年９月22日（土）午後２時30分
会　　　場：藤沢薬品工業㈱　７Ｆホール

１． Dysplasia epiphysialis hemimelica の１例
  大阪医大整形外科
   武田　勝雄・有原　康次

２． 三角筋に生じた idiopathic fibrosis によると思われる
両肩関節外転拘縮の１治験例

  関西医大附属香里病院整形外科
   浜田　　彰・松島　理郎・中谷　　進
   西村　秀樹

３． 先天性腰仙椎欠損症の１例について
  和歌山医大整形外科
   福井　宏有・岡田　　正・加納　政彦
   寺下　造彰・嶋　　良宗

４． 改良改 Hanausek 装具の使用経験
  北兵庫整形外科センター
   矢野　　悟・細見新次郎・南　　久雄

５． 両大腿骨遠位部に対称的に発生した fibrous cortical 
defect の13例

  京都大整形外科
   山室　隆夫

６． ゴルフスイングによると思われる肋骨々折について
  大阪市大整形外科
   市川　宣恭・黒田　晃司・岡垣健太郎
  藤田外科病院
   藤田　正躬

７． 小児の外傷性環軸椎脱臼の１剖検例
  大阪大整形外科
   福田　真輔・大田　　寛・田島　和雄
   岡部　紀和

８． 肩関節結核の２症例
  神戸大整形
   宮本敬二郎・藤田　久夫・広畑　和志

９． 膝蓋骨に発生した巨細胞腫の１例
  兵庫医大整形外科
   桜井　　修・若菜　一郎・吉川　泰生

10． 終糸に発生した ependymoma の１症例
  神戸大整形外科
   梁　　復興・小林　靖幸・片岡　　治
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第107回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年11月17日（土）午後２時30分
会　　　場：関西医科大学滝井学舎専門部講堂
　　　　　　守口市文園町１

１． Melorheostosis の１例（症例追加）
  南大阪病院整形外科
   浅井　　浩・堀　　純市・立沢　喜和
  京都府立医大整形外科
   榊田喜三郎

２． 示指の中手指節関節背側脱臼の１例
  大阪医大整形外科
   遠藤　　紀・富永　通裕・八幡　雅志

３． 踵骨に発生した巨細胞腫の一例
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

４． 小児殿部に発生し，治療困難であった cavernous 
hemangioma の１例

  和歌山医大整形外科
   辻　　秀輝・福井　宏有

５． 特発性血小板減少性紫斑病に隨伴した大腿骨骨頭無腐
性壊死の症例

  大阪大整形外科
   酒井　　敬・下村　　裕・泉類　博明
   西窪　健次

６． Taybi 氏症候群の兄弟例について
  京大整形外科
   浜本　　肇・小野村敏信・渡辺　秀男

７． 最近経験した膝関節内血管腫の１例
  神戸大整形外科
   園田　万史・藤田　久夫・広畑　和志

８． Hoffa 氏病の１例について
  大阪労災病院整形外科
   細谷　　徹・近江　孝晃・吉野　良平

９． 膝の Intra-articular Ganglion の２例
  神戸海星病院整形外科
   笠井　実人
  神戸中央市民病院整形外科
   田村　　清

10． 第13回国際リウマチ学会に出席して
  関西医大整形外科
   森　　益太
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第108回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和48年12月15日（土）午後２時30分
会　　　場：神戸市・エーザイ・ホール
　　　　　　（明治生命ビル９階）

１． 肋骨彎曲異常によると思われる左肩甲部軋音症の一例
  神戸市中央市民病院整形外科
   浜西　千秋・田村　　清

２． 足根骨におよんだ腱鞘巨細胞腫の一例
  北兵庫整形外科センター
   南　　久雄・鈴木　国夫

３． Spondyloepiphyseal Dysplasia congenita の母子発生例
  大阪大整形外科
   下村　　裕・水島　哲也・良元　昌富

４． 上腕二頭筋腱断裂の二例
  県立西宮病院整形外科
   川井　和夫・武尾　良己・伊藤　友正

５． 色素性絨毛結節性滑膜炎に合併した成人化膿性股関節
炎の一例

  神戸大整形外科
   岡田　　勝・藤田　久夫・広畑　和志

６． 切断肢再接着の問題点
  奈良医大整形外科
   奥田　寿夫・玉井　　進・保利　喜英
   龍見　良隆・中村　義弥・三井　宜夫

７． 愛護的後療法により仮関節形成が回避し得たと思われ
る大腿骨頸部内側骨折の２例

  関西医大整形外科
   武田　静行・西　　崇男・柴田　大法

８． Juxtacortical osteosarcoma の１例
  神戸大整形外科
   塚西　茂昭・森本　一男

９． Fibrous Dysplasia 様の組織像を呈しながら再発をく
りかえした軟骨肉腫の１例

  国立京都病院整形
   野口　耕向・大谷　　碧・石田　勝正
   田中　久重

10． 脊髄に発生した malignant neurofibroma の１倍検例
  和歌山医大整形外科
   笠原　慶一・納田　　務

11． 硬膜の骨化を併う頸椎後縦靱帯骨化症の一剖検例
  兵庫医大整形外科
   円尾　宗司
  神戸大学整形外科
   片岡　　治・水野　耕作

12． 先天性内反足の一剖検例
  京都大整形外科
   岡　　正典

13. 興味ある Tabische Fraktur の一例
  聖マリア病院整形外科
   打村　昌一・田中　義之・藤井　英夫
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第109回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年１月26日（土）
会　　　場：大阪科学技術センター

１． Reiter’s disease の一症例
  大阪労災病院整形外科
   吉野　良平・中村　英健
  大阪労災病院泌尿器科
   黒田　治郎

２． Sarcoidosis を疑われる一例
  神戸大整形外科
   西林　保朗・立石　博臣・広畑　和志
  神戸大第３内科
   松浦　秀夫・井村　裕夫

３． 胸椎黄靱帯骨化症の一例
  和歌山医大整形外科
   寺下　浩彰・武用　滝彦

４． 腰椎椎弓に発生した osteoid osteoma の一例
  大阪大整形外科
   安井　夏生・辻本　正記・七川　歓次

５． 膝半月板骨化症の一症例
  京府医大整形外科
   織田　静信・伊藤　鎮雄・岡崎　清二
  京府医大第二病理
   芦原　　司

６． 最近経験した疲労骨折の６例
  奈良医大整形外科
   谷口　博美・藤沢　義之・高倉　義典
   三井　宜夫・仲西　康豊
  東大阪中央病院
   梅垣　修三

７． 脛骨結節裂離骨折を来した遅発性骨形成不全症の一例
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

８． 切断肢再植例の再生神経に於ける筋電図学的考察
  大阪市大整形外科
   前野　岳敏・豊島　　泰・松田　英樹
   橋本　　務
  川崎医科大整形外科
   山野　慶樹
  高津病院外科
   上道　　哲・柿木　英佑

９． 先天性大腿中間広筋短縮症の兄妹例
  京都大整形外科
   山室　隆夫・渡辺　秀男・川部　直己

10． 三角筋短縮症の一例
  兵庫医大整形外科
   藤井　敏男・中野　謙吾
  吉良整形外科医院
   吉良　貞伸

11． 大腿骨転移癌（乳癌）に対する髄内固定例について
  大阪医大整形外科
   池浦　　杲・有原　康次・富永　通裕
   加賀教一郎
  大阪医大放射線科
   藤井　恒二
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第110回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年２月23日（土）午後２時30分
会　　　場：西宮市民会館

１． 骨の加令的変化に関するレ線学的計測
  兵庫医大整形外科
   中野　謙吾・桜井　　修・稲松　　登
   若菜　一郎

２． 軟部囊腫を伴った孤立性骨囊腫と思われる２例
  神戸大整形外科
   米谷　俊祐・森本　一男

３． 椎間孔経由で剔出し得た頸髄硬膜外腫瘍の一経験
  県立尼崎病院塚口分院
   田中　三郎・岩瀬　禎章・広藤　栄一

４． Melorheostosis のその後の経過と距骨切除術の効果に
ついて

  大阪市大整形外科
   石田　俊武・岡垣健太郎

５． Pilonidal Cyst とおもわしめた Cyst 二例
  大阪医大整形外科
   有原　康次・近藤　　茂・遠藤　　紀
  高槻日赤病院整形外科
   服部　良治・横山　光昭・石上　義樹

６． Fossa olecrani からの骨開窓による肘関節前部遊離体
摘出の経験

  関西医大整形外科
   柴田　大法・浅井　俊二

７． 最近経験した，高令者の膝関節内持続性出血の２例
  神戸大整形外科
   土居　忠史・広畑　和志・藤田　久夫

８． 最近経験した Spina Ventosa の２例
  国立奈良病院
   橋本　孝央
  大手前病院
   永岡　潤吉・藤原　　博
  奈良医大整形外科
   船内　正恒・三井　宜夫・谷口　博美

９． 大人の手に発生した Benign mesenchymoma の１例
  京都大整形外科
   山室　隆夫・久場　良彦

10． 椎間板炎と思われる２，３の症例について
  和歌山医大
   桜井　敬一・三好　荘一・堀　　哲明
   竹中　庸之・福井　宏有

11． 頸髄神経根に発生した Schwannoma の６例
  大阪大整形外科
   下村　　裕・福田　真輔・大田　　寛
   網谷　克正・天野　敬一・田原　武雄
  大阪警察病院整形外科
   斉藤　瑞郎・松島　政夫
  有馬外科病院
   有馬　英之
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第111回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年３月23日（土）午後２時30分
会　　　場：阪大病院第二講堂（新診療棟７階）

１． 馬尾神経麻痺をきたした Slipped epiphyseal ring の１
例

  大阪大整形外科
   門脇　　徹・中川　一刀・望月　興弘

２． 最近経験した Intrasacral occult meningocele の１例
  大阪市大整形外科
   橋本　　務・豊島　　泰・前野　岳敏
   黒田　晃司・楠　　政敬・頼　　　功
  川崎医大整形外科
   山野　慶樹

３． 腰部椎間板ヘルニアの臨床像
  関西医大整形外科
   森　　益太

４． 腸骨に発生した血友病性僞腫瘍の１例
  奈良医大整形外科
   河崎　則之・増原　建二・谷口俊四郎

５． 拍動を触れる Grawitz 腫瘍の骨転移症について
  神戸大整形外科
   土井　恭平・岡田　　勝・前田　昌穂
   森本　一男

６． 診断困難だった肘関節結核の１例
  兵庫医大整形外科
   稲松　　登・桜井　　修・藤井　敏界

７． 複雑な臨床所見を呈した両側膝内障の１例
  神戸大整形外科
   島崎　和久・塚西　茂昭・藤田　久夫
   広畑　和志
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第112回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年６月22日（土）午後２時30分
会　　　場：野村証券ビル３階ホール

１． 診断困難であった congenital lypotonia の一治療例
  京都大整形外科
   浜本　　肇・小野村敏信・渡辺　秀男
   古田　貢一

２． 診断困難な骨系統疾患の一例
  大阪大整形外科
   安井　夏生・水島　哲也・小瀬　弘一
   西岡　淳一

３． 腰麻後障害についての検討
  兵庫県立尼崎病院塚口分院
   田中　三郎・岩瀬　禎章・広藤　栄一

４． 特異な症状を呈した脊髄水腫の１症例
  奈良医大整形外科
   岩崎　洋明・高宮　晋一・三井　宜夫
   曽根　　勝

５． 術後腰部脊髄管狭窄症の10例
  神戸大整形外科
   岡田　　勝・栗原　　章・片岡　　治

６． 徒手切筋術後に発生した胸鎖乳突筋腫瘤の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   松本　禎仁・田村　　清・森下　晋伍
   石岡　　勉

７． 上腕二頭筋長頭の特発性断裂の１例
  和歌山医大整形外科
   壇上　繁人・辻　　秀輝

８． 頸椎に発生した巨細胞腫と思われる一例
  大阪医大整形外科
   遠藤　　紀・有原　康次・古賀教一郎

９． 右 上 腕 部 Lipoma と 思 わ れ た Lymphangioma 
cavernosum の一例

  京都府立医大整形外科
   小島　　修・岡崎　清二・日下部虎夫
  南大阪病院
   菅　　知行

10． 外傷後の槌趾変形
  兵庫医科大整形外科
   畑中　生稔・吉川　泰正・藤井　敏男

11． P.T.B. brace による下腿骨折の治療
  北兵庫整形外科センター
   矢野　　悟・細見新次郎・小林　郁雄
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第113回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年９月28日（土）午後２時30分
会　　　場：杏林薬品講堂　大阪市天王寺区生玉前町26

１． 頸椎椎間板の種々相とその診断について
  大阪市大整形外科
   山田　忠尚・鈴木　　隆・笹岡　正雄
   永田　清員・前野　岳敏・近藤　正樹
   橋本　　務
  川崎医大整形外科
   島津　　晃・松田　英雄・山野　慶樹
   森口　富英・広瀬　　保

２． 慢性関節リウマチの環軸椎卵脱臼に対する治療経験
  関西医大整形外科
   森　　益太・松島　理郎・中谷　　進
   西村　秀樹・浜田　　彰・浅井　俊二

３． 膀胱直腸障害を呈した腰部椎間板ヘルニア
  天理病院
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   笠原　勝幸・玉木　茂行

４． 脛骨粗面剝離骨折について
  大阪医大整形外科
   伊藤　　良・富永　　丹
  済生会茨木病院整形外科
   堀之内勝純・梅原　　稔

５． 膝蓋骨骨折の治療成績
  神戸大整形外科
   南　　久雄・水野　耕作・柏木　大治

６． 大理石病患者にみられた四肢骨折
  奈良医大整形外科
   谷口俊四郎・増原　建二・秋山　弘之
   笹内　信行

７． 膝蓋腱異所性骨化と思われる２症例
  兵庫医大整形外科
   中野　謙吾・円尾　宗司・吉川　泰生

８． 最近経験した Cranio-cleido dysostosis の一家系につ
いて

  国立奈良病院整形外科
   橋本　孝央・立松　昌隆・土井　康司
   和田　義史

９． 先天性絞扼輪の症例の検討
  大阪大整形外科
   堀木　　篤・江川　常一・多田　浩一
   泉類　博明・姜　　　武

10． 股関節症に対するムコ多糖多硫酸エステル関節内注入
療法の経験

  京都大整形外科
   田中　清介・山本　　潔・上尾　豊二
   富永　芳徳

11． 右腓骨に発生した benign chondroblastoma の一例
  京都府立医大整形外科
   野田　昌信・依田　建吾・今江　道宣
  京都府立医大第二病理
   芦原　　司
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第114回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年11月16日（土）午後２時30分
会　　　場：京都府立医大基礎２号館（４階講堂）
　　　　　　京都市上京区河原町広小路

１． 整形外科乳児診療における発達運動学的検査法の応用
  京府医大整形外科
   宇田　憲司・神田喜三郎
  滋賀県立滋賀整肢園
   橋本　　猛・衣川　弘昭・白井　幸裕

２． 二次性軟骨肉腫の一例
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫・谷口　博美・中村　義弥
   佐野　貞彦・玉井　　進・増原　建二

３． 足趾の腱鞘より発生した巨細胞腫の１症例
  大津市民病院整形外科
   井上　敦夫・佐多　徹郎・秋吉　隆夫

４． 軟部腫瘍を疑った大腿部骨膜周囲膿瘍の一例
  神戸大整形外科
   南　　久雄・森本　一男

５． 乳幼児骨関節結核の３症例
  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・広岡　靖隆・小野　　魏
   勝井　建彦・山口　武史
  東大阪市立中央病院小児科
   碇　　久雄

６． 輸血による特異な溶血発作に難渋した大腿骨骨折の一
例

  和歌山医大整形外科
   九鬼　良行・武田　滝彦
  和歌山医大循環血液内科
   津田　忠昭・谷本　幸三

７． 脊髄動脈奇形症の１治験例
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   玉木　茂行
  大和郡山総合病院整形外科
   笠原　勝幸

８． 腓骨筋腱脱臼症例の検討
  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・藤井　敏男・吉川　泰生
   中野　謙吾

９． 膝関節にみられた spontaneous osteonecrosis の一例
  大阪大整形外科
   亀井　正幸・米延　策雄

10． ヘイジーピン（Hagie Pin）の使用経験（予備報告）
  大阪医大整形外科
   近藤　　茂
  丹後中央病院外科
   安井　完二・笹野　　満
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第115回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和49年12月21日（土）午後２時30分
会　　　場：杏林薬品大阪営業所（５階講堂）

１． Patella alta の臨床的意義
  奈良医大整形外科
   藤沢　義之・高倉　義典・松本　直彦
   増原　建二

２． Osteopoikilosis の一家系
  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・広岡　靖隆・小野　　魏
   勝井　建彦・山口　武史

３． Pycnodysostosis の一例
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・浅田　莞爾・越川　　亮

４． 膝関節にみられた Synovial Osteochondromatosis の
１症例

  大阪医大整形外科
   山本　　定・阿部　宗昭・武田　勝雄
   遠藤　　紀

５． 診断困難であった胸椎転移癌の一例
  京都府立医大整形外科
   中谷　勝也・佐藤　英夫
  京都府立医大第２病理
   服部　隆則

６． 根性腰痛を初発症状として膵癌の一例
  和歌山医大整形外科
   山東　秀樹・桜井　啓一
  和歌山医大第一病理
   石井　　享

７． Adult Fanconi 症候群を疑わせる一例
  兵庫医大整形外科
   中野　謙吾・若菜　一郎

８． 最新経験した小児の Osteochondral fracture の２例
  神戸大整形外科
   新井　永実・広畑　和志・梁　　復興

９． Polyostotic fibrous dysplasia に対する Callus-invaded 
Kielbone の使用経験

  天理病院整形外科
   嶋　　充浩・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・野坂健次郎・山村　　紘
   玉木　茂行

10． 19年後に折損した上腕骨遠位端人工骨頭症例の検討
  京大整形外科
   廣谷　速人・加藤　　実・伊藤　鉄夫
  生産開発科学研究所
   日野　常稔
  京大高分子化学
   岡村　誠三
  京大機械工学
   駒井謙治郎

11． 先天性恥骨結合離開の４症例
  大阪大整形外科
   川津　伸夫・天野　敬一・川村　次郎
   小野　啓郎
  聖母整肢園
   広島　和夫
  整友会診療所
   黒田　剛生

12． 脊椎カリエスの最近の様相
  神戸大整形外科
   奥田　　智・石川　　斉・森本　一男
   片岡　　治

13． 骨形成的偏側椎弓切除術の経験（最近の症例から）
  関西医大整形外科
   浅井　俊二・森　　良樹・森　　泰寿
   柴田　大法・森　　益太
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第116回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年１月25日（土）午後２時30分
会　　　場：大阪医科大学　臨床第一講堂

１． 最近経験した持続性膝関節血腫の２例
  大阪医大整形外科
   岸本　郁男・遠藤　　紀・富永　通裕

２． 肩甲部 Cavernous Lymphangioma の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   野口　耕司・田村　　清・井上　紀彦
   松本　禎二・森下　晋伍・石岡　　勉
   飯田　寛和

３． 石灰沈着を伴った筋肉内血管の２例
  神戸大整形外科
   永田　　彰・奥田　　智・森本　一男

４． 手に発生した synovial osteochondromatosis の一例
  京府医大整形外科
   山際　哲夫・山下　文治・榊田喜三郎
  京府医大第２病理
   芦原　　司

５． 水平断裂を伴った内側半月板ガングリオンの一例
  南大阪病院整形外科
   並河　滋之・渡辺　俊彦・菅　　知行
  京府医大整形外科
   榊田喜三郎

６． 滑膜切除術，骨切り術，人工関節置換術等９回の手術
を行った RA の１例

  関西医大整形外科
   森　　益太・小川　亮恵・中多　紀彦
   武田　静行

７． 腰部脊椎管狭窄症を疑わせた Leriche 症候群の一手術
例

  兵庫医大整形外科
   円尾　宗司・中野　謙吾
  兵庫医大胸部外科
   鈴木　文也・清水　幸宏・宮本　　巍

８． 頸椎不安定性による Myelopathy の経験
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・嶋　　充浩・山村　　紘
   玉木　茂行

９． 特発性大腿骨頭壊死における血小板，凝固・線溶能に
ついて

  大阪大整形外科
   泉瀬　博明・高瀬　　忠・網谷　克正
   小野　啓郎

10． 大腿骨頭辷り症の３例
  奈良医大整形外科
   原田　　稔・高倉　義典・上野　良三
  市立堺病院整形外科
   柳谷　幸敏・岡山　　孝
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第117回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年２月22日（土）午後２時30分
会　　　場：神戸市　エーザイ・ホール
　　　　　　（明治生命ビル９階）

１． Wagner 下肢延長器の使用経験
  神戸大整形外科
   立石　博臣
  西尾市民病院整形外科
   井上　禎三

２． 本院における踵骨々折の術後成績
  県立加古川病院
   横山　三郎・大森　明夫・王　　昭宏
   島崎　和久

３． 大腿骨頸部外側骨折に対する condylocephalic pinning 
について

  北兵庫整形外科センター
   園田　万史・米谷　俊裕・小林　郁雄

４． 膝関節内 Benign Lipoblastoma を伴なった Klippel-
Weber 症候群の一例

  兵庫医大整形外科
   藤井　敏男・稲松　　登・中野　謙吾
  国立がんセンター病理診断部
   下田　忠和

５． 嵌頓症状を呈した pigmented villonodular synovitis の
２例

  橋本市民整形
   村上　信一・青木　　敏・浜崎　広洋
  和歌山医大整形
   辻　　秀輝・太田　晃行

６． 取消し

７． 大腿骨頭壊死を合併した PSS の１例
  大阪大整形外科
   七川　歓次・辻本　正記・小瀬　弘一
   露口　雄一

８． 腰椎脊椎管内脂肪腫の一例
  大阪市大整形外科
   吉中　正好・菱川　　泰・平田　宗興

９． 両肘部に発生した“いわゆる木村氏病”の一例
  京大整形外科
   梁潮　義章・上羽　康夫・須藤　容章
   小原安喜子

10． Tarsal synostosis と Oligodactylia を伴った先天性内
反足の一例

  奈良医大整形外科
   高倉　義典・柏木　　博・北田　　力
  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・広岡　靖隆・小野　　魏
   清水　豊信・山口　武史

11． 当教室における母指多指症症例について
  大阪医大整形外科
   木下　光雄・阿部　宗昭・栗本　一孝
   伊藤　　良
  高槻赤十字病院整形外科
   服部　良治

12． 神戸市における大腿四頭筋短縮症の集談検診について
  神戸中央市民整形外科
   井上　紀彦・田村　　靖・松本　禎二
   森下　晋悟・野口　耕司・石岡　　勉
   飯田　寛和
  神戸西市民整形外科
   粟屋　梧老
  神戸海星整形外科
   笠井　実人
  神戸川崎整形外科
   前原　昌平
  荻原整形
   荻原　一輝

13． AO/ASIF 研修会に出席して
  京府医大整形外科
   平沢　泰介
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第118回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年４月26日（土）午後２時30分
会　　　場：杏林薬品 KK 大阪支店５階会議室

１． 膝蓋靱帯断裂に対する Kelikian 法の一症例
  関西医大整形外科
   武田　静行・切目　　勲・杉立　山治

２． 我々の経験した膝窩部腫瘤特に囊腫について
  兵庫医大整形外科
   中野　謙吾・圓尾　宗司・若菜　一郎
   吉川　泰生

３． Calcaneus に発生した Epidermal cyst の一例
  奈良医大整形外科
   中田　和光・佐野　貞彦・原田　　稔
   高倉　義典・三井　宣夫

４． 骨変化を伴った Cystinuria の症例
  京大整形外科
   上尾　豊二・田中　清介
  京大泌尿器科
   岡部達四郎

５． Progeria の１例
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・山村　　紘・玉木　茂行
  天理病院小児科
   赤石　強司

６． 肘部に発生せるガングリオンによる尺骨神経麻痺の一
例

  和歌山大整形外科
   岡田　　正・寺尾　賢秀

７． Ganglion による尺骨神経深枝麻痺の２例
  神戸中央市民病院整形外科
   飯田　寛和・田村　　清・森下　晋伍
   井上　紀彦・松本　禎仁・野口　耕二
   石岡　　勉・吉岡　秀雄

８． ５年を経過した骨頭骨折を合併した股関節後方脱臼の
一例

  神戸大整形外科
   南　　久雄・藤田　久夫・広畑　和志

９． 末梢神経に発生した神経鞘腫の３症例
  京府医大整形外科
   勝見　泰和・小田良之輔・平沢　泰介
   伊藤　鎮雄

10． 最近経験した上位頸髄 Schwannoma の４例
  大阪市大整形外科
   池田吉太郎・豊島　　泰・石田　俊武
   近藤　正樹・南平　克積・前野　岳敏

11． 糖尿病に伴ういわゆる前脊髄動脈症候群の１治験例
  大和郡山総合病院整形外科
   笠原　勝幸・山崎　　敏

12． 特異な経過をたどった外傷性頸髄症の１例
  大阪大整形外科
   露口　雄一・網谷　克正・太田　　寛
   福田　真輔
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第119回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年５月24日（土）午後２時30分
会　　　場：住友化学道修町ビル７F

１． 小児の大腿骨頸部骨折の治験１例
  和歌山医大整形外科
   檀上　茂人・辻　　秀輝

２． 骨端部骨折に対する Zuggurtung 法の応用
  紀南総合病院整形外科
   原田　　基・龍神　正彦・寺下　浩彰

３． Glomus 腫瘍の１例
  大阪医大整形外科
   上出　茂夫・阿部　宗昭

４． 特異な経過をたどった細網肉腫の一例
  兵庫医大整形外科
   若菜　一郎・桜井　　修
  兵庫医大第二内科
   原　　　宏

５． von Recklinghausen 氏病の悪性化と思われた１例
  京都府立医大整形外科
   日下部虎夫・野田　昌信・今江　道宣
   平沢　泰介
  京都府立医大病理
   芦原　　司

６． 円回内筋麻痺と前骨間神経麻痺を合併した１症例
  京大整形外科
   梁瀬　義章・伊藤　鉄夫・上羽　康夫
   山本　　潔・須藤　容章・魏　　国男

７． めずらしい経過をとった大腿骨頭辷り症の１例
  神戸大整形外科
   岡田　　勝・前田　昌穂・広畑　和志

８． 腰部椎間板ヘルニアに合併せる Reflex Dystrophy の
一例

  大阪大整形外科
   露口　雄一・望月　興弘・早石　雅宥
   大本　晃生・鼓　　敏光

９． Bilateral に radicular sign を呈した腰部椎間板ヘルニ
アの３症例

  関西医大整形外科
   森　　良樹・森　　泰寿・武田　静行
   切目　　勲
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第120回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年６月28日（土）午後３時
会　　　場：兵庫医科大学３号館　大講堂

１． 前腕部損傷による手指機能障害例の検討
  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・藤井　敏男・吉川　泰生
   中野　謙吾

２． 当教室における足趾多趾症症例について
  大阪医大整形外科
   岸本　郁男・阿部　宗昭・木下　光雄

３． 両側筋性斜頸の１例
  北野病院整形外科
   辻　　哲雄・佐藤　愛二・浜田　　勲
   丹羽　権平・若林　　詔

４． 先天性膝蓋骨脱臼の１例
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   奥田　　智・前野　耕作・金原　宏之

５． 下腿にみられた A-V malformation の特異な型と思わ
れる１症例

  京大整形外科
   冨永　芳徳・上尾　豊二
  京大放射線科
   田中　　寛

６． Melorheostosis と思われる１例
  神戸大整形外科
   松田　俊雄・田中　賢治・水野　耕作

７． 血友病性偽腫瘍の１治験例
  大阪大整形外科
   水島　哲也・米延　策雄・西岡　淳一

９． 診断の紛らわしかった結核性股関節炎の１例
  京都府立医大整形外科
   山際　哲夫・岡崎　清二

10． スポーツ選手の背椎分離に関する１考察
  大阪市大整形外科
   越宗　正晃・市川　宣恭・広橋　賢次
   若林　　亘・黒田　晃司・越川　　亮

11． 上腕二頭筋長頭特発性断裂の２例
  紀南綜合病院整形外科
   寺下　浩彰・竜神　正彦・原田　　基
  和歌山県立医大整形外科
   壇上　茂人・辻　　秀輝
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第121回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年９月20日（土）午後２時30分
会　　　場：住友化学道修町ビル７階

１． 手根骨に発生した孤立性骨囊腫の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   野口　耕司・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・石岡　　勉・飯田　実和

２． 足部のガングリオンと誤診した pigmented villonodular 
synovitis の一例

  関西医大整形外科
   有原　摂子・小川　亮恵・切目　　勲

３． 仙尾部脊索腫の１例
  京都市立病院整形外科
   森　　英吾・四方　実彥
  国立姫路病院整形外科
   真鍋克次郎
  近畿大整形外科
   山室　隆夫

４． 脛骨神経麻痺を呈した schwannoma の１例
  和歌山医大整形外科
   木浦　賀文・上好　昭孝

５． 両内反尖足を合併した色素性乾皮症の２例
  大阪大整形外科
   西尾　　進・林　　　宏・小野　啓郎
   川村　次郎・天野　敬一・西岡　淳一
  星ヶ丘厚生年金病院
   土井　照夫・内田　淳正

６． 脊髄砂時計腫の１例
  大阪医大整形外科
   木下　光雄・小野村敏信・丸茂　　仁
   武田　勝雄・遠藤　　紀

７． 腰痛を主訴とし診断困難であった19才女性の１症例
  東大阪市立中央病院整形外科
   広岡　靖隆・梅垣　修三・小野　　魏
   清木　豊信・山口　武史
  東大阪市立中央病院内科
   安田　隆彥・石津久左衛門
  大阪大第一病理
   奥村　昌也

８． 椎体固定術を施行した頸椎転移性腫瘍の１剖検例
  兵庫医大整形外科
   円尾　宗司
  兵庫医大耳鼻科
   雲井　健雄
  兵庫医大第一病理
   植松　邦雄

９． 稀な原発性腓腹筋結核の１例
  神戸大整形外科
   塚西　茂昭

10． 第１肋骨々折の３例
  京都府立医大整形外科
   伴　真二郎・沢村　弘治・平沢　泰介
   岡崎　清治
  済生会滋賀県病院整形外科
   中嶋　重雄・日下部虎夫・小島　　修
   中村　　堯

11． 三角筋拘縮症の10例について
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   玉木　昭彥・岩本　守右・増田　重夫
   公文　　裕・石田　博和・金原　宏之
   細見新次郎

12． 手に限局した Arthrogryposis multipulex congenita と
思われる１症例

  京大整形外科
   中村　孝志・上羽　康夫・児玉　芳重
   笠原　勝幸

13． 先天股脱の follow-up とくに骨頭の経年変化について
  大阪内藤整形外科
   内藤　一男

14． 第３転子についての１症例
   坂本　博志・中村　義弥・佐野　貞彥
   玉井　　進・増原　建二

15． スウェーデンの整形外科
  近畿大整形外科
   漆谷　英礼
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第122回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年10月18日（土）午後２時30分
会　　　場：住友化学道修町ビル７階

１． 腕神経叢麻痺をともなった Desmoid Tumor と思われ
る１例

  大阪大整形外科
   多田　浩一・江川　常一・加藤　次男
   泉類　博明
  市立豊中病院整形外科
   小杉　豊治

２． 下腿骨折に合併せる外傷性動脈瘤の１例
  和歌山県立医大整形外科
   榎本　　哲・村上　信一

３． 著明な血管増生像を呈する高位頸椎硬膜外腫瘍の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   石岡　　勉

４． 正中神経肥大症の一例
  天理病院
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・山村　　紘・長嶋　哲夫
   玉木　茂行

５． Rubinstein-Taybi 症候群の一例
  大阪府立病院整形外科
   岡田　孝三・露口　雄一・黄　　和周
   浜田　博朗・室田　靖輔・小倉　正人
   冨士　正夫
  大阪大整形外科
   多田　浩一

６． 大腿骨頭辷り症の２例
  京都府立医大整形外科
   四方　義朗・佐藤　英夫・山下　文治
   須津　富鵬・榊田喜三郎

７． 弾撥股に対する Chapchal 手術の試み
  神戸大整形外科
   土居　忠史・梁　　復興・広畑　和志

８． MAYO CLINIC 卒 后 研 修 に お け る MEDICAL 
SCIENCE 教育の現状について

  兵庫医大整形外科
   稲松　　登

９． Candida Arthritis の１例
  京大整形外科
   児玉　芳重・上尾　豊二・笠原　勝幸
   田中　清介
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第123回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年11月22日（土）午後２時30分
会　　　場：京都商工会議所
　　　　　　（京都市中京区烏丸通夷川下ル）

１． 高位脱臼性股関節症に対する臼蓋形成術を併用した
カップ関節形成術の経験

  京大整形外科
   長井　　淳・田中　清介・伊藤　鉄夫

２． 高圧酸素療法による Buerger 病の治療経験
  北野病院整形外科
   若林　　詔・佐藤　権二・浜田　　勲
   丹羽　権平・辻　　哲雄

３． 胸椎椎間板ヘルニヤの１例
  神戸大整形外科
   石川　　斉・吉岡　裕樹・栗原　　章
   片岡　　治

４． 脊椎脱臼骨折に対する Harrington rod の使用経験
  市立加西病院整形外科
   宮本敬二郎・坂部　泰彥・柳浦　文男
   念谷　拓郎

５． 色素沈着，多毛，女性化乳房等の内分泌症状と多発性
神経炎を合併した，骨髄腫の１例

  大阪大整形外科
   速水　泰彥・山本利美雄・高瀬　　忠
   小野　啓郎

６． polyneuropathy，内分泌異常を伴なった plasma cell 
dyscrasia の１例

  天理病院整形外科
   野坂健次郎・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・山村　　紘・玉木　茂行
   長嶋　哲夫
  天理病院内分泌内科
   蔵田駿一郎

７． 典型的な骨症を示した原発性と考えられる副甲状腺機
能亢進症の一例

  兵庫医大整形外科
   吉川　泰生・稲松　　登

８． 最近，我々の経験した肘部における化骨性筋炎３例
  京都府立医大整形外科
   佐藤　英夫・伊藤　鎮夫・里見　　均
   榊田喜三郎

９． 手根に発生せる malignant hemangioendothelioma の
１例

  和歌山医大整形外科
   山東　秀樹・三好　壮一

10． 左大腿骨周囲より発生し骨浸潤を呈した血管肉腫の１
例

  高島病院整形外科
   片岡　善夫
  京大病理
   松本　正郎
  葛岡整形外科病院
   武田　好弘

11． 強直性脊椎炎に合併せる膝部 Lipophages Granulom 
と思われる１例

  神戸大整形外科
   渡辺　秀雄・藤田　久夫・広畑　和志

12． 腓骨筋腱脱臼について
  奈良県立医大整形外科
   山下　正道・北田　　力・高倉　義典



- 122 -

第124回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和50年12月20日
会　　　場：住友化学道修町ビル７階

１． 阪市大における脊椎カリエスの手術症例
  大阪市大整形外科
   木下　　孟・吉中　正好・中本　達郎

２． 脊椎後方固定術後新たに発生した Spondylolysis の２
例

  関西医大香里病院整形外科
   中谷　　進
  関西医大整形外科
   森　　益太・柴田　大法

３． 石灰化を伴った脊髄内腫瘍の１例
  大阪医大整形外科
   石村　俊信・小野村敏信・遠藤　　紀

４． 稀な原因（肘関節部種子骨）による尺骨神経麻痺の１
例

  神戸大整形外科
   川井　和夫・前田　昌穂・水野　耕作

５． 末梢神経症状を呈した肘部良性腫瘍の２例
  兵庫医大整形外科
   若菜　一郎・畑中　生稔・丸岡　　隆
  兵庫医大中検
   小金丸利夫

６． 慢性関節リウマチに合併した肘関節の synovial 
rupture の１例

  神戸大整形外科
   田中　賢治・藤田　久夫・広畑　和志

７． 分娩麻痺に併う肩関節前方脱臼の１例
  京都府立医大整形外科
   山下　文治・牧野督太郎・平沢　泰介

８． Hamstrings の影響を考慮した Over head traction 法
について

  京大整形外科
   石田　勝正・森下　晋伍・田中　清介
   伊藤　鉄夫

９． 進行性骨化性筋炎の二例
  大阪大整形外科
   七川　歓次・水島　哲也・山本利美雄
   小野伸三郎

10． 硬化性骨髄炎（GARRÉ）と思われる３症例
  和歌山医大整形外科
   三好　壮一・村上　信一
  和歌山労災病院整形外科
   島村　禎二・長雄　英正
  橋本市民病院整形外科
   浜崎　広洋・福井　宏有

11． Dome 型高位脛骨骨切術について
  東大阪中央病院整形外科
   山口　武史・梅垣　修三・広岡　靖隆
   小野　　魏・清水　豊信

12． 骨盤半截術を施行した軟骨肉腫の１例
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫・三馬　正幸・佐野　貞彦
   上野　良三・増原　建二
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第125回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年１月24日（土）午後２時30分
会　　　場：京都府立医大基礎二号館　四階講堂

１． 小指に発生せる Giant cell tumor of tendon sheath の
２例

  京都府立医大整形外科
   牧野督太郎・里見　　均・平沢　泰介
  公立南丹病院整形外科
   中谷　勝也

２． Condylo-Cephalic-Nailing を応用した大腿骨転子間の 
Fibrous dysplasia の臨床例

  京大整形外科
   中村　孝志・廣谷　速人・松本　禎仁
   富原　光雄
  播磨病院整形外科
   大西　紀夫
  大津日赤整形外科
   藤田　邦浩

３． 膝関節症状を伴なった benign osteoblastoma の１例
  神戸大整形外科
   吉岡　裕樹・川井　和夫・前田　昌穂
   森本　一男

４． Epidermolysis bullosa dystrophica による両足背屈拘
縮に対する植皮の経験

  大阪市大整形外科
   池田吉太郎・豊島　　泰・前野　岳敏
   藤原　良江・高見　勝次・原　　好延

５． 原発性副甲状腺機能亢進症の１例
  和歌山医大整形外科
   木浦　賀文・武用　滝彦・九鬼　良行

６． 興味ある所見を示した，指伸筋腱断裂の３例
  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・中野　謙吾・若菜　一郎
   伊藤　　良・丸岡　　隆

７． 指腱内に石灰化をみた特発性肥厚性骨関節症と思われ
る１例

  松下病院整形外科
   織田　静信・浅井　　浩・堀　　純市
   立沢　喜和

８． Myositis ossificans progressiva の１症例
  天理病院整形外科
   長嶋　哲夫・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・野坂健二郎・山村　　紘
   玉木　茂行
  天理病院小児科
   西尾　利一・岡畠　　進

９． 診断困難であった L2，L3 椎体破壊を伴う腹部大動脈
瘤の１例

  神戸中央市民病院整形外科
   伊藤吾希夫・田村　　清・井上　紀彥
   野口　耕司・石岡　　勉・飯田　寛和
  神戸中央市民病院胸部外科
   吉楢　正之・宮本　　覚
  神戸海星病院整形外科
   笠井　実人

10． Ring apophysis の解離突出によると思われる根性坐
骨神経痛の１例

  大阪医大整形外科
   上出　茂夫・武田　勝雄・遠藤　　紀
   小野村敏信

11． RA における下肢手術患者の機能改善状況
  関西医大整形外科
   森　　泰寿・杉立　山治・小川　亮恵
   森　　益太

12． 腓骨の部分切除後に足関節の不安定性と外反変形をき
たした２症例について

  神戸大整形外科
   石田　文夫

13． 大転子股関節形成術後にみられた軟骨形成について
  大阪大整形外科
   網谷　克正・泉類　博明・高瀬　　忠
   小瀬　弘一・広島　和夫・小野　啓郎
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第126回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年２月21日（土）
会　　　場：住友道修町ビル７階大会議室

１． 円板状半月板に発生した骨化症の１例
  奈良医大整形外科
   塩見　俊次・藤沢　義之・松本　直彦
   佐野　貞彦・三井　宜夫・増原　建二
  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・広岡　靖隆・小野　　魏
   清水　豊信・山口　武史

２． 上腕骨小頭骨折の１治験例
  兵庫医大整形外科
   丸岡　　隆・稲松　　登・桜井　　修
   中野　謙吾

３． Neuropathic fracture の１例
  京都府立医大整形外科
   小田良之輔・四方　義朗・勝見　泰和

４． 治療に苦労した変形性膝関節症の１例の反省と検討
  神戸大整形外科
   渡辺　秀雄・廣畑　和志

５． Juvenile aponeurotic fibroma を疑う膝関節腫瘤の１
例

  大阪大整形外科
   小島伸三郎・七川　歓次

６． 左膝関節に発生した滑液膜肉腫の１例
  大津市民病院整形外科
   今江　道宣・井上　敦夫・渡辺　俊彦

７． Psoriatic arthritis の１例
  和医大整形外科
   榎本　　哲・辻　　秀輝

８． 環指伸筋腱に初発した痛風結節の１例
  京大整形外科
   須藤　容章・上羽　康夫・梁瀬　義章
  京大泌尿器科
   竹内　秀雄

９． 脊髄動静脈奇形（spinal A-V malformation）の２症
例

  東大阪市立中央病院整形外科
   清水　豊信・梅垣　修三・広岡　靖隆
   小野　　魏・橋本　孝央・山口　武史
  大阪警察病院脳神経外科
   鎌田喜太郎

10． いわゆる脊椎分離症における辷りの問題と分離椎弓の
形成不全について

  関西医大香里病院整形外科
   中谷　　進
  関西医大整形外科
   柴田　大法
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第127回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年５月22日（土）
会　　　場：住友道修町ビル７階大会議室

１． 伸筋腱が整復障害因子となった環指 MP 関節背側脱
臼の１症例

  大阪医大整形外科
   阿部　宗昭・栗本　一考・木下　光雄
   石村　俊信

２． 月状骨壊死を伴った強皮症の２例
  兵庫医大整形外科
   立石　博臣・丸岡　　隆・中野　謙吾
  兵庫医大皮膚科
   佐々木宗一郎

３． 上腕骨々頭特発性無腐性壊死の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   飯田　寛和・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・野口　耕司・石岡　　勉

４． 両足関節部の bursal osteochondromatosis と思われる
１例

  公立南丹病院整形外科
   勝見　泰和
  京都府立医大整形外科
   里見　　均・岡崎　清二

５． 足部変形を来した癩の１例
  天理病院整形外科
   桐田　良人・宮崎　和躬・林　　達雄
   野坂健次郎・山村　　紘・玉木　茂行
   長嶋　哲夫

６． 骨転移による癌性疼痛に対する脳下垂体アルコールブ
ロックの経験

  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・橋本　孝央・広岡　靖隆
   清水　豊信・小野　　魏

７． 最近経験した Osteomalacia の１例
  神戸大整形外科
   吉岡　裕樹・梁　　復興・広畑　和志

８． 膝関節に見られた糖尿病性関節症の１例
  北兵庫整形外科センター
   八家　伸方・小林　郁雄

９． 右腸腰筋に発生した骨盤部 Alveolar Soft Part Sarcoma 
の１例

  神戸大整形外科
   西林　保朗・水野　耕作・森本　一男
   片岡　　治
  神戸大第１病理
   田中　祥夫・羽渓　　肇・京極　方久

10． 乳児化膿性股関節炎の遺残変形に対する再建手術
  京大整形外科
   森下　晋伍・石田　勝正・長井　　淳
   田中　清介

11． Hüftlendenstrecksteife を伴った Randleistenring の突
出例

  近畿大整形外科
   広藤　栄一・山室　隆夫・漆谷　英礼
   浜　　弘道

12． Ring apophysis の解離により腰部症状及び下肢症状
呈した２例について

  奈良医大整形外科
   三馬　正幸・増原　建二・岩崎　洋明
   高宮　晋一・横田　英磨・斉藤　裕義

13． 結核性脊椎炎を疑った１症例
  和歌山医大整形外科
   山東　秀樹・上好　昭考・桜井　啓一

14． 脊髄空洞症と思われる３手術例
  大阪大整形外科
   鍋島　隆治・網谷　克正・福田　真輔
  大阪警察病院整形外科
   斉藤　瑞郎・中川　靖子
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第128回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年６月26日
会　　　場：兵庫県民会館　９階ホール

１． 小指に発生した巨大軟骨腫の１例
  神戸大整形外科
   綿谷　和男・石川　　斉・水野　耕作
  石川病院
   石川　　誠

２． 長期 Follow up した Ollier 氏病の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   吉岡　秀夫・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・野口　耕司・石岡　　勉
   吉村　秀夫

３． 前方固定術を施行した胸椎転移性腫瘍の１剖検例
  兵庫医大整形外科
   伊藤　　良・和田　剛正・円尾　宗司
   中野　謙吾

４． 両膝窩部にみられた Bursal Chondromatosis の１例
  五条病院整形外科
   藤原　　博・前田　　正・神原　幹司
  奈良医大整形外科
   増原　建二・佐野　貞彦・藤沢　義之
   松本　直彦・三井　宣夫・塩月　俊次

５． 同一家系に発症した Kniest 病の３症例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   内田　淳正・土井　照夫・荻野　　洋
   安井　夏生・峠　　憲二
  大阪大整形外科
   水島　哲也

６． 大腿骨骨頭腫瘍を疑った１症例
  和歌山医大整形外科
   太田　晃行・上好　昭孝・寺尾　賢秀

７． von Recklinghausen の悪性化について（malignant 
Schwannoma の１剖検例より）

  京都大整形外科
   富原　光雄・笠原　勝幸・梁瀬　義章
   山本　　潔
  大津赤十字病院整形外科
   光野　一郎・斉田　担男・藤田　　仁

８． 上腕二頭筋長頭腱断裂の２例
  神戸大整形外科
   有本　　進・永田　　彰・水野　耕作

９． Toronto General Hospital における前十字靱帯修復の
紹介（pivot shift repair，Over-the-top repair 法）

  兵庫県リハビリテーションセンター整形外科
   小林　　勝

10． 脊髄牽引症候群によると考えられた姿勢異常の２手術
例

  大阪医大整形外科
   石村　俊信・遠藤　　紀・小野村敏信

11． 頸胸椎移行部棘突起骨折の３症例
  京都府立医大整形外科
   沢村　弘治・伊藤　鎮雄
  済生会滋賀県病院整形外科
   中嶋　重雄
  明石市民病院整形外科
   大浦　五郎

12． ワグナー延長器の使用経験
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   原田　義昭・岩本　守右・庄　　智矢
   玉木　昭彦・増田　重夫・公文　　裕
   金原　宏之

13． 我々の脊椎分離症に対する対弓後方固定自家骨移植術
の遠隔成績とその手術法の吟味

  関西医大整形外科
   森　　益太・柴田　大法・松島　理郎
   中谷　　進
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第129回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年９月25日（土）
会　　　場：杏林薬品株式会社大阪支店会議室

１． von Recklinghausen 病不全型を疑った難治性脛骨仮
関節の１例

  関西医大整形外科
   切目　　勲

２． 腫瘍をうたがった脊椎カリエスの２例
  大阪警察病院整形外科
   斎藤　瑞郎・松島　政夫・緒方　惟之
   中田　靖子・岩崎南海雄・糸原　俊行
  大阪大整形外科
   福田　真輔・西塔　　進

３． 分娩麻痺：ADL と予後判定
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   玉木　昭彦・岩本　守右・原田　義昭
   金原　宏之

４． 距踵関節の軟骨性結合により歩行障害を生じた症例
  京都大整形外科
   姜　　寿学・上尾　豊二

５． Panner 氏病の４例
  神戸中央市民病院整形外科
   井上　紀彦・田村　　清・伊藤吾希夫
   野口　耕司・吉岡　秀夫・石岡　　勉
   吉村　秀夫

６． Metaphyseal disostosis に合併した Coxa Vara infantum 
の１例

  京都府医大整形外科
   中村　　堯・榊田喜三郎・山下　文治
   伴　真二郎

７． カナダの整形外科をたずねて
  兵庫医大整形外科
   桜井　　修

８． Achondroplasia による腰部脊椎管狭窄症の１例
  神戸大整形外科
   島崎　和久・栗原　　章・片岡　　治

９． 頸椎脱臼骨折に対し気管切開後，気管，無名動脈瘻を
来たした１症例

  天理よろづ相談所病院整形外科
   林　　達雄・桐田　良人・宮崎　和躬
   野坂健次郎・山村　　紘・玉木　茂行
   富原　光雄
  耳鼻咽喉科
   東辻　英郎

10． 頸椎に発生した Histiocytosis X の１例
  大阪医大整形外科
   池田　克己・小野村敏信・遠藤　　紀
   田良原稔文

11． アキレス腱にみられた Malignant Melanoma の１例
  大阪大整形外科
   中川　一刀
  市立池田病院外科
   松下　　豊

12． The therapy of the infantile acute suppurative osteo-
myelitis

  和歌山医大整形外科
   寺下　俊雄・村上　信一

13． Steroid の局所注射を行った手のリウマチに惹起され
た伸筋腱断裂について

  北野病院整形外科
   浜田　　勲・佐藤　愛二・若林　　詔
   岩崎　廉平・東　正一郎

14． 踵骨前突起骨折について
  奈良医大整形外科
   山下　正道・島屋　正孝・北田　　力
   高倉　義典・増原　建二
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第130回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年11月20日　午後２時
会　　　場：住友化学道修町ビル

１． 大腿骨骨頭に出現した aneurysmal bone cyst と思わ
れる１例

  和歌山医大整形外科
   木浦　賀文・武用　滝彦

２． Cerebrotendinous Xanthomatosis と思われる１例
  天理病院整形外科
   野坂健次郎・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・山村　　紘・玉木　茂行
   富原　光雄

３． サッカー選手にみられた subungual exostosis の１例
  神戸大整形外科
   内藤　二郎・武部　恭一・前田　昌穂
   水野　耕作

４． hyperplastic callus formation を見た osteogenesis im-
perfecta の１例

  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   土井　恭平・原田　義昭・玉木　昭彦
   庄　　智矢・岩本　守右・公文　　裕
   金原　宏之

５． 大腿骨大転子部に生じた benign chondroblastoma と
思われる１例

  関西医大整形外科
   切目　　勲・宮尾　俊行・森　　泰寿

６． 興味ある X 線像を呈した骨肉腫の１例
  大阪大整形外科
   佐々木　哲・柑本　晴夫・高瀬　　忠
   浜田　秀樹・水島　哲也

７． “Embryonal Carcinoma”と思われる腰仙部脊髄腫瘍の
１症例

  北野病院整形外科
   岩崎　廉平・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・東　正一郎

８． 最近，経験した腰椎カリエスの１例
  兵庫医大整形外科
   若菜　一郎・円尾　宗司・中野　謙吾

９． 大転子部粘液包炎による弾撥股の１例
  神戸大整形外科
   松本　幸博・藤田　久夫・広畑　和志

10． 切断指再接着後にみられた Endotaxin Shock と思わ
れる２症例について

  奈良医大整形外科
   福居　顕宏・坂本　博志・中村　義弥
   龍見　良隆・奥田　寿夫・保利　英喜
   玉井　　進

11． 血栓性静脈炎と肺塞栓を来たした大腿骨頸部内側骨折
の症例について

  京都大整形外科
   樫本　龍喜・山本　　潔・伊藤　鉄夫

12． 阻血性拘縮による尖足に対し足関節制動術を行った１
例

  大阪医大整形外科
   宋本　一孝・小野村敏信・武田　勝雄

13． 殿筋拘縮症の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   野口　耕司・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・石岡　　勉・吉岡　秀夫
   吉村　秀夫

14． 屈筋腱介在により整復不能であった中指基節骨 T 字
骨折

  大阪市大整形外科
   楠　　正敬・岡島　幹雄・前野　岳敏
   豊島　　泰

15． 脛骨上端部骨折の創外固定法による治療経験
  京都府医大整形外科
   伊藤　鎮雄・勝見　泰和・榊田喜三郎

16． 右足舟状骨疲労骨折の１例
  北兵庫整形外科センター
   有本　　進・小林　郁雄
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第131回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和51年12月25日（土）
会　　　場：住友道修町ビル７階会議室

１． 後縦隔に転移し，脊髄圧迫症状を呈した肝芽腫の１手
術例

  兵庫医科大整形外科
   和田　剛正・円尾　宗司・中野　謙吾
  兵庫医科大第１外科
   豊坂　昭弘・岡本　英三

２． 整形外科領域における脊髄動静脈奇型
  大阪府立病院整形外科
   行岡　正雄・浜田　博朗・岡田　孝三
   菊地　保彦・林　　英紀・小倉　博人
  大阪府立病院脳外科
   服部　　裕・多田　隆興

３． 骨盤腔内に突出し，大腿神経刺激症状を来した軟骨性
外骨腫の１例

  関西医科大整形外科
   宮尾　俊行・浜田　　彰・切目　　勲
   森　　良樹・森　　泰寿

４． 大腿骨に発生せる非定型的な non-ossifying fbiroma 
の１例

  行岡病院整形外科
   村尾　耕三・石川　清剛・小田　義明
   河村　禎視
  大阪大整形外科
   浜田　秀樹・網谷　克正

５． 膝関節周辺に発生した血管腫の２例
  和歌山医科大整形外科
   檀上　茂人・納田　　務

６． 瘻孔癌の１剖検例
  天理病院整形外科
   野坂健次郎・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・山村　　紘・玉木　茂行
   森竹　財三・富原　光雄

７． Infitile cortical hyperostosis の１症例
  大阪医科大整形外科
   左海　宏夫・阿部　宗昭・小野村敏信

８． 大腿骨骨幹部の疲労骨折の２例
  京都大整形外科
   松本　禎仁・松本　　学・加藤　　実
   田中　清介

９． Congenital Bladder Neck Contracture に起因する Renal 
Osteodysrtrophy の１例

  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   原田　義昭・岩本　守右・公文　　裕
   庄　　智矢・玉木　昭彦・土井　恭平
   金原　宏之

10． Premature aging syndrome の２例
  神戸大整形外科
   綿谷　和男・渡辺　秀雄・広畑　和志

11． 先天性中間広筋拘縮症の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   伊藤吾希夫・田村　　清・井上　紀彦
   野口　耕司・石岡　　勉・吉岡　秀夫
   吉村　秀夫

12． 筋性斜頸の術後に発生した環軸椎脱臼
  大阪大整形外科
   豊山　広治・川村　次郎・七川　歓次
   福田　真輔・井上　明生・天野　敬一
   林　　　宏・大川　敦子・草部　拓造
  大阪厚生年金病院
   福島　文雄
  八尾市立病院
   中田　森男

13． 臼蓋切除術の経験
  奈良医科大整形外科
   猪木　佑三・原田　　稔・倉　　一彦
   上野　良三
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第132回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年１月22日（土）
会　　　場：大阪市東区道修町２丁目40番地

１． 頸椎椎弓切除術後の一過性四肢麻痺と，hypercarbia
  近畿大整形外科
   広藤　栄一・漆谷　英礼・嶋　　充浩

２． 四肢痙性麻痺，２症例の検討
  東大阪市立中央病院整形外科
   広岡　靖隆・梅垣　修三・小野　　魏
   橋本　孝央・清水　豊信

３． 高血圧，頻脈症状を呈した馬尾神経腫瘍の１例
  京都大整形外科
   森竹　財三・渡辺　秀男・加藤　　実
   笠原　勝幸・田中　清介・冨永　芳徳
  大和郡山病院整形外科
   山崎　　敏

４． 小児における頸椎椎間板石灰化症の１例
  兵庫県立整肢施設のじぎく園
   庄　　智矢・金原　宏之・公文　　裕
   岩本　守右・玉木　昭彦・土井　恭平
   吉岡　裕樹
  聖マリア病院
   藤井　英夫

５． 脊髄腫瘍を思わせた脊髄くも膜囊腫の２症例
  奈良医科大整形外科
   神原　幹司・岩崎　洋明・高宮　晋一
   横田　英麿・浅野　正文・水本　　茂

６． はげしい尾骨部痛を主訴とした尾骨 enchondroma の
１例

  和歌山医科大整形外科
   竹中　庸之・綿貫　昭則・岩崎　正文

７． 尺側列欠損症に対する手術経験
  大阪大整形外科
   栗崎　英二・多田　浩一・泉類　博明
   江川　常一
  堀木整形外科
   堀木　　篤

８． 手根間関節 OA の１例
  京都府立医科大整形外科
   山下　文治
  大阪労衛センター第一病院
   林　　志郎・須津　富鵬

９． Engelmann 病の１例
  京都府立医科大整形外科
   中村　　堯・平沢　泰介
  京都府立医科大小児科
   今宿　晋作

10． 慢性腎不全患者で血液透析開始後に発生したる多発性
無腐性骨壊死の１例

  兵庫医大整形外科
   稲松　　登・丸岡　　隆
  神戸腎友会病院内科
   坂井　留美・井上　秀昭

11． 慢性肉芽腫症の１例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   玉木　茂行・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・富原　光雄・森竹　財三
  天理よろづ相談所病院小児科
   赤石　強司

12． 一時的に化学療法が明らかに奏効した骨肉腫の１例
  関西医科大整形外科
   森　　良樹・河合　　潔・切目　　勲
   柴田　大法

13． 下腿に発生した leiomyosarcoma の１例
  神戸大整形外科
   内藤　二郎・南　　久雄・水野　耕作
  神戸大中検病理
   川井　和夫・岡田　　聡

14． 根性坐骨神経痛を主症状とした腸骨原発と思われる骨
細胞肉腫の１例

  北野病院整形外科
   若林　　詔・佐藤　愛二・浜田　　勲
   岩崎　廉平・東　正一郎
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第133回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年２月19日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル

１． 犬に自然発生したペルテス病
  大阪大整形外科
   細谷　　徹・井上　明生・高瀬　　忠
   吉岡　順郎・高岡　邦夫

２． 手舟状骨偽関節症に対する人工舟状骨置換術の１例
  和歌山医科大整形外科
   寺下　浩彰・竜神　正彦
  紀南病院整形外科
   九鬼　良行・原田　　基

３． 骨折に合併した脳脂肪塞栓症の１例
  京都府立医科大整形外科
   常岡　秀行・小田良之輔
  京都府立医科大脳外科
   鈴木　憲三

４． モンテギァ骨折に関連した橈骨神経深枝麻痺の２例
  北野病院整形外科
   東　正一郎・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・岩崎　廉平

５． 下腿骨折に伴う仮性動脈瘤の２例
  近畿大整形外科
   糸数　万正・漆谷　英礼・宮田　敬三

６． 小児膝関節内膿瘍を疑った１例
  兵庫医科大整形外科
   立石　博臣・丸岡　　隆・吉川　泰生
   中野　謙吾

７． 遠位上腕二頭筋腱皮下断裂の１経験
  関西医科大整形外科
   宮尾　俊行・森　　良樹・西村　秀樹
   浜田　　彰

８． 膝関節周辺に繰り返し発生せるグロームス腫瘍の１例
  神戸大整形外科
   木村　　浩・川井　和夫・水野　耕作
  神戸大中検病理
   岡田　　聡

９． 小児脊髄腫瘍の２例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   玉木　茂行・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・山村　　紘・森竹　財三
   富原　光雄

10． Duane’s retraction Syndrome を 伴 っ た Klippel-
Feilsyndrome の１症例

  大阪医科大整形外科
   高井　澄男・小野村敏信・遠藤　　紀
  大阪医科大眼科
   内海　　隆

11． Cervical Pseudo-Spondylolisthesis により Myelopathy 
を呈した１症例

  奈良医科大整形外科
   浅野　正文・岩崎　洋明・高宮　晋一
   神原　幹司・横田　英麿
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第134回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年３月19日（土）午後２時30分
会　　　場：京都タワーホテル

１． 第一趾種子骨無腐性壊死の１例
  神戸大整形外科
   南　　久雄・竹田谷　寛・石川　　斉
   広畑　和志

２． Holt-Oram 症候群の２例
  京大整形外科
   梁瀬　義章・上羽　康夫・須藤　容章
   吉川幸次郎・東　正一郎

３． 血管造影にて A-V Shunt 像を呈したグロームス腫瘍
の１例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   吉岡　秀夫

４． 先天性両肘関節強直症の１例（第２報）
  天理よろづ相談所病院整形外科
   富原　光雄・桐田　良人・宮崎　和躬
   林　　達雄・山村　　紘・玉木　茂行
   森竹　財三

５． 回転物体による陳旧性前腕部損傷症例の手指機能再建
に関する治療経験

  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・丸岡　　隆・和田　剛正
   伊藤　　良・中野　謙吾

６． 腰部巨大血腫を伴った Recklinghausen 病の１例
  大阪医科大整形外科
   栗木　一孝・武田　勝雄・山口　　力
   小野村敏信

７． 変股症に対する和医大式 S-splint
  和歌山県立医科大整形外科
   上好　昭孝・壇上　茂人・木浦　賀文

８． セラミック人工股関節置換術の経験
  奈良医大整形外科
   猪木　佑三・上野　良三・原田　　稔
   倉　　一彦・高倉　義典

９． Chondrocalcinosis に合併した破壊性関節症と思われ
る症例

  大阪大整形外科
   北野　継弐・七川　歓次

10． 欧州の整形外科みてあるき，特に関節外科を中心とし
て

  関西医大整形外科
   柴田　大法
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第135回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年５月21日（土）午後２時30分
会　　　場：住友道修町ビル７階会議室

１． 膝蓋骨伸展位亜脱臼の３例
  奈良県立医大整形外科
   塩見　俊次・藤沢　義之・高倉　義典
   松本　直彦・藤原　　博・山口　武史
   三馬　正幸・増原　建二

２． 激症頸肩腕症候群（上腕神経叢に発生した神経鞘腫）
の１治験例

  関西医大整形外科
   坂田　勝朗・森　　益太・柴田　大法
   浜田　　彰・森　　良樹・亀山　　修

３． 脛骨慢性骨髄炎に続発した扁平上皮癌の１例（リンパ
節転移例）

  京都府立医大整形外科
   伊藤　　勲・伴　真二郎・山下　文治

４． 自己免疫を疑わせる前骨間神経麻痺の１例
  京大整形外科
   多田　健治・梁瀬　義章・笠原　勝幸
   須藤　容章・上羽　康夫

５． Massive osteolysis の１例
  和歌山医大整形外科
   武用　滝彦・納田　　務
  愛徳整肢園
   加納　政彦・太田　章行

６． 縦隔洞におよんでいた脊髄腫瘍の２例
  大阪大整形外科
   北野　継弐・天野　敬一・大田　　寛
  滋賀医大整形外科
   福田　真輔
  大阪警察病院整形外科
   斉藤　瑞郎・中田　靖子

７． 先天性脛骨仮関節２例の治療経験
  兵庫県立のじぎく療育センター
   吉岡　裕樹・土井　恭平・庄　　智矢
   玉木　昭彦・岩本　守右・公文　　裕
   金原　宏之

８． 整形外科領域における CT Scanning 像
  北野病院整形外科
   若林　　詔・佐藤　愛二・浜田　　勲
   岩崎　廉平・東　正一郎
  北野病院放射線科
   田中　　寛

９． Hughes’ Acetabuloplasty の経験
  近畿大整形外科
   山室　隆夫・嶋　　充浩・糸数　万正

10． 診断に迷った第５腰椎カリエスの１例
  天理よろず相談所病院整形外科
   山村　　紘・宮崎　和躬・林　　達雄
   玉木　茂行・富原　光雄・森竹　財三
   桐田　良人

11． 脊椎手術後に発生したイレウスの３例
  大阪医大整形外科
   山口　　力・渡辺　　寛・遠藤　　紀
   小野村敏信
  茨木済生会整形外科
   堀之内勝純

12． 腰椎部化膿性脊椎炎を疑わせた10症例の検討
  兵庫医大整形外科
   円尾　宗司・和田　剛正・若菜　一郎
   畑中　生稔・中野　謙吾

13． 妊婦の腰椎々間板ヘルニアについて
  神戸大整形外科
   山本　政治・栗原　　章・片岡　　治
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第136回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年６月18日（土）
会　　　場：住友道修町ビル

１． 馬尾神経に発生した神経鞘腫の症例について
  大阪市大整形外科
   中洲　　裕・木下　　孟・吉中　正好
   中本　達郎

２． the superior facet syndrome（Epstein）の１例
  大阪大整形外科
   早石　雅宥・皷　　敏光・中川　一刀

３． 仙骨神経根囊腫の１症例
  京都府医大整形外科
   沢村　弘治・調　　幸治・李　　成中
   岡崎　清二

４． Lateral rhachotomy と椎体固定術を適応とした pott 
対麻痺について

  神戸大整形外科
   片岡　　治・栗原　　章・前田　昌穂

５． Cup arthroplasty で救済し得た老人先天股脱の１症例
  関西医大整形外科
   森　　益太・小川　亮恵・浜田　　彰
   宮尾　俊行

６． 初診時先天股脱を見のがした３例について
  北野病院整形外科
   浜田　　勲・佐藤　愛二・若林　　詔
   岩崎　廉平・辻　　丈夫

７． 前腕部の注射により手指屈曲拘縮を来たした１症例
  兵庫医大整形外科
   丸岡　　隆・畑中　生稔・中野　謙吾

８． 膝蓋骨 Tangential osteochondral fracture の18例
  奈良県立医大整形外科
   塩見　俊次・藤沢　義之・高倉　義典
   三馬　正幸・島屋　正孝・藤木淳一郎
   増原　建二



- 135 -

第137回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年９月17日（土）
会　　　場：京都府立医大　基礎２号館４階　第４講堂

１． dermatofibrosarcoma protuberans の２例
  京都府立医大整形外科
   岡田　周一・伴　真二郎・岡崎　清二
  京都府立医大皮膚科
   上田　恵一

２． 多 発 性 新 病 巣 の 発 生 を み た monostotic fibrous 
dysplasia の成人例

  大阪大整形外科
   清水　信幸・浜田　秀樹・広島　和夫
   山本利美雄・水島　哲也

３． Dysplasia epiphysealis capitis femoris について
  兵庫県立のじぎく療育センター
   山本　政治・岩本　守右・島崎　和久

４． 上腕骨近位骨端線離開の４例
  兵庫医大整形外科
   伊藤　　良・根来　秀明・和田　剛正
   立石　博臣・桜井　　修

５． 膝蓋靱帯皮下断裂の治療経験
  京都府立身障福祉センター
   織田　静信
  松下病院整形外科
   立沢　喜和

６． Extensor indicis brevis の１症例
  関西医大整形外科
   河合　　潔・柴田　大法・浜田　　彰

７． 中手骨に発生し急速な発育をした Osteochondroma 
の１例

  大阪医大整形外科
   池田　克巳・阿部　宗昭・木下　光雄
   安永　　博

８． Ganglion による tarsal tunnel syndrome の２例
  奈良医大整形外科
   植田百合人・北田　　力・山下　正道
   高倉　義典・保利　喜英・増原　建二
  吉本病院整形外科
   吉本　恵則・金曽　啓時

９． 膝関節内ガングリオンの２例
  神戸大整形外科
   内藤　二郎・石川　　斉・広畑　和志

10． 急性脊髄麻痺にて発症した白血病と思われる１症例
  近江八幡市民病院整形外科
   渡辺　俊彦・浅井　　浩
  大津市民病院整形外科
   今江　道宣・村上　　剛・荒巻　駿三

11． 脊髄硬膜外悪性リンパ腫の１例
  天理病院整形外科
   富原　光雄・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・玉木　茂行・東　正一郎
  天理病院血液内科
   高橋　　豊

12． 椎弓切除部位に新生した骨組織による胸椎部脊髄症の
１例

  神戸大整形外科
   伊熊　貢秀・川井　和夫・井上　博司
   栗原　　章・片岡　　治
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第138回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年10月15日（土）午後３時
会　　　場：大阪市東区道修町２丁目40番地
　　　　　　住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 先天性軸椎歯突起欠損の一死亡例
  大阪医大整形外科
   遠藤　　紀・小野村敏信・上出　茂夫

２． 長母指屈筋腱と示指深指屈筋腱の間にみられた破格腱
の１例

  大阪市大整形外科
   楠　　正敬・豊島　　泰・藤原　良江
   鳴嶋　真人

３． lateral monteggia fracture の一例
  京都府立医科大整形外科
   衣川　弘昭・白井　幸裕・藤田　隆生
   榊田喜三郎

４． Dorsal approach にて整復し得た MP joint 背側脱臼の
経験

  関西医大整形外科
   堀田　　衛・小川　亮恵・浜田　　彰
   河合　　潔・坂田　勝朗

５． 手に発生した painless Osteoid Osteoma
  京都大整形外科
   須藤　容章・上羽　康夫・加藤　　実
   梁瀬　義章・浜渕　正延
  吉川外科
   吉川　順介
  京都大第二病理
   中嶋　安彬

６． 橈骨神経深枝に発生した malignant schwannoma の１
例

  神戸大整形外科
   井上　博司・川井　和夫・武部　恭一
   水野　耕作

７． 脊髄圧迫症状を伴った新生児 Neuroblastoma の１手
術例

  兵庫医大整形外科
   和田　剛正・稲松　　登・円尾　宗司
  兵庫医大第１外科
   豊坂　昭弘・岡本　英三

８． von Recklinghausen 氏病による若年者頸椎病的脱臼
の一例

  奈良医大整形外科
   横田　英麿・岩崎　洋明・高宮　晋一
   神原　幹司

９． 馬尾神経に転移した肺癌の１例
  天理病院
   玉木　茂行・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・富原　光雄・東　正一郎

10． 発症経路の追求に難渋した皮下気腫の一例
  和歌山医大整形外科
   植野　　裕・辻　　秀輝

11． 子宮癌に対する Co 照射後に発生した両大腿骨々頭壊
死の１例

  神戸大整形外科
   丸野　博敏・川井　和夫・石川　　斉
   広畑　和志

12． 大腿骨頸部骨折術後に骨幹部骨折をきたした３症例
  北野病院整形外科
   辻　　丈夫・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・岩崎　廉平

13． 三肢切断の１例
  大阪大整形外科
   細井　　憲・川村　次郎
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第139回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和52年12月24日（土）午後２時30分
会　　　場：大阪市東区道修町２丁目40番地
　　　　　　住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 原因追求に難渋した痙性斜頸の１例
  神戸大整形外科
   前沢　範明・川井　和夫・武部　恭一
   広畑　和志

２． Moebius 症候群の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   吉村　秀夫・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・石岡　　勉・吉岡　秀夫
   高矢　康幸

３． 先天性膝関節脱臼の４例
  塚口病院
   中田　　孝・田中　三郎・岩瀬　禎章

４． tibia vara の２例
  大阪市大整形外科
   松倉　　登・岡島　幹雄・広橋　賢次

５． 放線菌による右下腹部膿瘍の１治験例
  京都大整形外科
   林　　泰一・上尾　豊二・山室　隆夫

６． 腸骨に発生した血友病性偽腫瘍の１例
  奈良医大整形外科
   植田百合人・早川　裕司・倉　　一彦
   河崎　則之・増原　建二

７． A case report of chondrosarcoma of foot
  近畿大整形外科
   三木　堯明・山室　隆夫・漆谷　英礼
   岡　　正典

８． 頸部硬膜外腔に発生したガングリオンの一例
  東大阪市立中央病院整形外科
   清水　豊信・梅垣　修三・広岡　靖隆
   藤原　　博・浅野　正文

９． 進行性筋ジストロフィー（FSH 型）に対する肩機能
再建術の経験

  大阪大整形外科
   原田　　茂・多田　浩一・小野　啓郎
  市立伊丹病院整形外科
   原田　一孝

10． Embryonal calcinoma の一例
  和歌山医大整形外科
   田上　実男・上好　昭孝・浜崎　広洋

11． 腫瘍状変化を示した膝の色素性絨毛結節性滑膜炎の１
例

  神戸大整形外科
   金沢　秀和・石川　　斉・広畑　和志

12． osteoid osteoma の一症例
  大阪医大整形外科
   石川　正樹・左海　宏夫・津田　精一
   小野村敏信

13． 足関節脱臼骨折に伴った Anterior Tibial Compartment 
Syndrome の一例

  京都府立医大整形外科
   万波　健二・井上　敦夫・白井　幸裕
   山下　文治

14． ビタミン D 抵抗性クル病の一例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   東　正一郎・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・玉木　茂行・富原　光雄
  天理よろづ相談所病院小児科
   赤石　強司

15． Budd-Chiari 症候群に併発した大腿骨頭壊死の１例
  兵庫医大整形外科
   根来　秀明・立石　博臣・桜井　　修
  兵庫医大第１外科
   清水　幸宏

16． 後方脱臼を伴なった小児大腿骨頸部骨折の一経験
  関西医大整形外科
   森　　良樹・森　　益太・柴田　大法
   浜田　　彰・羽原　七生・武田　静行

17． Bombelli 外反骨切術について　̶股関節回転中心の
移動と荷重の変化̶

  北兵庫整形外科センター
   小林　郁雄
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第140回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年１月21日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 眼球摘出14年後，大腿骨々折により発見された悪性
黒色腫転移の一例

  関西医大整形外科
   森本　清一・柴田　大法・浜田　　彰
   亀山　　修
  関西医大中検病理
   泉　　春暁

２． 骨格筋に転移した骨肉腫の１例
  神戸大整形外科
   渡辺　康司・川井　和夫・水野　耕作
  兵庫県リハビリテーションセンター
   南　　久雄

３． 稀なる Salmonella 菌による化膿性肩関節炎の１例
  松下病院整形外科
   小島　　修・立沢　喜和・勝見　泰和

４． SLE 患者におけるサルモネラ股関節炎の１例
  大阪市大整形外科
   原　　好延・松倉　　登・島津　　晃
  大阪市大第１内科
   河野　雅和・高松　健次・三木　文雄

５． 坐骨々髄炎の１症例
  大阪医大整形外科
   倉重　哲也・武田　勝雄・池田　克巳
   近藤　　茂

６． ガングリオンによる尺骨神経麻痺の１例
  天理病院整形外科
   富原　光雄・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・玉木　茂行・東　正一郎

７． Congenital clasped Thumb の２症例
  北野病院整形外科
   辻　　丈夫・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・岩崎　廉平

８． 橈骨末端骨折観血的整復後に来たした長拇指伸筋腱総
指伸筋腱断裂の一症例

  近大整形外科
   系数　万正・漆谷　英礼・嶋　　充浩
   宮田　敬三
  京大整形外科
   上羽　康夫

９． 虫様筋単独断裂の一症例
  京都大整形外科
   上羽　康夫・須藤　容章・梁瀬　義章
  葛岡整形外科病院
   葛岡　健作

10． 深指屈筋腱単独断裂に対する腱移植術症例の検討
  兵庫医科大整形外科
   伊藤　　良・畑中　生稔・中野　譲吾

11． 当教室に於ける過去５年間の輸血後肝炎の発生状況
  京府医大整形外科
   橋本　秀輝・井上　敦夫・平沢　泰介

12． SLE にみられた大腿骨顆部無腐性壊死の２例
  大阪大整形外科
   広瀬　一史・川崎　崇雄・細谷　　徹
   井上　明生・小野　啓郎

13． スポーツ外傷による腰椎椎体後下縁骨折片に起因する
根性坐骨神経痛の一治験例

  兵庫県立塚口病院
   中田　　孝・岩瀬　禎章・田中　三郎

14． Recklinghausen 病に生じた頸髄腫瘍の２例
  神戸大整形外科
   謝　　典穎・栗原　　章・片岡　　治

15． 同種骨移植の２症例について
  橋本市民病院整形外科
   木浦　賀文・岡田　　正
  和歌山医大整形外科
   竹中　庸之

16． 後方解離術による先天性内反足治療の経過と考察
  関西医大整形外科
   森　　益太・竹林　大介



- 139 -

第141回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年２月25日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 急性脊髄損傷における Halo-pelvic apparatus の使用
経験

  和医大整形外科
   太田　晃行・綿貫　昭則

２． 低位脊髄炎錐を合併した spina bifida occulta の一例
  京都市立病院整形外科
   小柳　博彦・森　　英吾・四方　実彦
  京都大整形外科
   渡辺　秀男

３． A Case of Osteopoikilosis
  近畿大整形外科
   大木　堯明

４． Russell-Silver Syndrome と思われる一症例について
  兵庫医大整形外科
   根来　秀明・畑中　生稔・中野　謙吾

５． 胸骨柄カリエスの一例
  東大阪市立中央病院整形外科
   浅野　正文・藤原　　博・勝井　建彦
   広岡　靖隆・梅垣　修三

６． 確定診断に難渋した骨腫瘍の一例
  京都府立医大整形外科
   調　　幸治・常岡　秀行・伴　真二郎
   岡崎　清二

７． 骨皮質を貫通していた parosteal lipoma の１例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   東　正一郎・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・玉木　茂行・富原　光雄

８． 股関節 osteochondromatosis の一例
  星丘厚生年金病院整形外科
   西塔　　進・土井　照夫・高瀬　　忠
   加藤　清国・安井　夏生・林　　英紀
   草部　拓造

９． 特発性一過性大腿骨頭骨委縮の一例
  奈良医大整形外科
   早川　裕司・上野　良三・倉　　一彦
   谷口俊四郎

10． 両側性に発生した左右足根管症候群の１治験
  関西医大整形外科
   中谷　　孝・西　　崇夫・浜田　　彰
   森本　清一

11． 少年の野球肘について
  兵庫県立のじぎく療育センター
   島崎　和久・庄　　智矢・金原　宏之
   柏木　大治

12． 栄養（指導）過誤によるクル病の１例
  大阪市大整形外科
   広橋　賢次
  大阪市大小児科
   塚本　祐壮

13． 大腿骨々折が Walldius 型人工関節置換術後に発生し
た神経病性膝関節症の一例

  国立明石病院整形外科
   石田　文夫・森本　一男
  神戸大整形外科
   広畑　和志

14． 膝関節離断後15年を経過した血友病性偽腫瘍の１例
  神戸大整形外科
   坂田　敏郎・川井　和夫・広畑　和志

15． 胸 椎 硬 膜 外 と 後 腹 膜 腔 に み ら れ た malignant 
lymphoma の１例

  大阪大学整形外科
   太根康吉郎・山本利美雄・林　　　宏
   浜田　秀樹
  大阪中央病院外科
   泉　　　汎
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第142回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年３月18日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． 多発性骨壊死の一症例
  近畿大整形外科
   好井　　覚・浜　　弘道・広藤　栄一
   糸数　万正

２． 小児の胸椎脱臼骨折の１治験例
  兵庫医大整形外科
   和田　剛正・円尾　宗司・中野　謙吾

３． Post-traumatic lumbar spinal stenosis の２例
  神戸大整形外科
   稲用　博史・片岡　　治・栗原　　章
   川井　和夫

４． 髄内釘折損を伴なった長期脛骨偽関節の１例
  神戸大整形外科
   武部　恭一・梁　　復興・水野　耕作

５． 稀な足舟状骨単独脱臼の一例
  関西医大附属香里病院整形外科
   森　　泰寿・河合　　潔・藤原　久博
   上田　英博・松島　理郎

６． 進行性化骨性筋炎の一例
  京都大整形外科
   小野　講三・梁瀬　義章・笠原　勝幸
   上羽　康夫
  京都大放射線科
   山本　免雄・福永　仁夫
  京都大病理部
   雑賀　興慶

７． Polymyalgia rheumatica 及び Polymyositis と思われる
症例について

  大阪大整形外科
   大園　健二・辻本　正記・大田　　寛
   岡部　紀和

８． 肺性肥大性骨関節症の一例
  市立西脇病院整形外科
   内藤　二郎・細見壮太郎
  市立西脇病院内科
   安井　博和

９． 右大腿骨に認められた血友病性偽腫瘍の一例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   草部　拓造・土井　照夫・高瀬　　忠
   加藤　清国・安井　夏生・西塔　　進
   林　　英紀

10． 胸椎骨巨細胞腫の一治験例
  奈良医大整形外科
   藤本　　誠・神原　幹司・高宮　晋一
   岩崎　洋明・増原　建二
  奈良医大放射線科
   大石　　元・井上健次郎
  富田林病院整形外科
   横田　英磨

11． Baker’s cyst の圧迫による腓骨神経麻痺の一症例
  大阪医大整形外科
   原　　　聖・左海　宏夫・阿部　宗昭

12． 骨転移をおこした眼窩内原発脂肪肉腫の一例
  天理病院整形外科
   玉木　茂行・宮崎　和躬・林　　達雄
   山村　　紘・富原　光雄・東　正一郎
  天理病院小児科
   三浦　靖徳・赤石　強司

13． 線維肉腫の１例
  和歌山県立医大整形外科
   福井　宏有・納田　　務・上村　昭孝

14． 抗生物質（セフアゾリン）の腰椎，椎間板移行濃度に
ついて　̶臨床例より̶

  京都府立医大整形外科
   加藤欣士郎・岩破　康博・沢村　弘治
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第143回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年４月22日（土）午後２時30分
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 関節内出血が持続した変形性膝関節症の一症例
  兵庫医大整形外科
   丸岡　　隆・伊藤　　良・立石　博臣
   桜井　　修

２． Down 児の両膝蓋骨脱臼の一例
  京都府立医大整形外科
   李　　成中・白井　幸裕・井上　敦夫
  滋賀整肢園
   橋本　　猛・日下部虎夫

３． 肩関節̶骨軟骨腫症の一例
  大阪警察病院整形外科
   中田　靖子・斉藤　瑞郎・松島　政夫
   緒方　惟之・岩崎南海雄・糸原　俊行
   柑本　晴夫

４． リウマチ性肩粘液包炎の一例
  神戸大整形外科
   井口　哲弘・大野　　修・石川　　斉
   藤田　久夫

５． 筋肉腫瘤を主訴とした膠原病の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   中村　昌弘・加賀　完一
  大阪大歯学部生化学
   那須　範満

６． 特発性肥大性骨関節症の１例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   東　正一郎・宮崎　和躬・林　　達雄
   小村　　紘・玉木　茂行・富原　光雄
  天理よろづ相談所病院内分泌内科
   西川　光重

７． 慢性骨髄炎に発生した扁平上皮癌の一症例
  大阪府立病院整形外科
   菊池　保彦・浜田　博朗・小倉　博人
   天野　敬一・米延　策雄・小島伸三郎
   奥野すみれ

８． 経過中の生検で fibrous dysplasia の所見がみられた線
維肉腫の一剖検例

  近畿大整形外科
   宮田　敬三・岡　　正典・糸数　万正
   三木　堯明
  近畿大第二病理
   橋本　重夫・酒谷　邦康

９． 手足に多発性に発生した結核性腱鞘炎の一例
  神戸大整形外科
   梁　　復興・田中　寿一・広畑　和志

10． 診断に難渋した下垂足の一例
  大阪大整形外科
   早石　雅宥・中川　一刀・鼓　　敏光
  近畿大脳神経外科
   赤井　文治・井奥　匡彦

11． 肩関節離断を必要とした vou Recklinghausen 氏病の
１例

  兵庫県リハビリテーションセンター整形外科
   土井　恭平・小林　　勝・沢村　誠志

12． 興味ある経過をたどった胸椎部脊髄硬膜外囊腫の一例
  京都大整形外科
   小川　哲哉・渡辺　秀男・加藤　　実
   樫本　龍喜・森竹　財三

13． 硬膜腔内脱出腰部椎間板ヘルニアの１例
  和歌山医大整形外科
   松崎　交作・壇上　茂人・寺下　浩彰
   上好　昭孝

14． 麻痺症状の急激な進展をきたした脊髄膜腫の一例
  関西医大整形外科
   藤野　久博・河合　　潔・西村　秀樹
   浜田　　彰・小川　亮恵
  関西医大中検病理
   泉　　春暁

15． 多関節性に発生した異所性骨形成の一症例
  大阪医大整形外科
   岸本　郁男・武田　勝雄

16． 中足骨頸部骨切り術（modified Hohmann’s technique）
による外反拇趾の治療経験

  北野病院整形外科
   辻　　丈夫・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・岩崎　廉平

17． 血友病性股関節症に対する人工関節置換術の経験
  奈良医大整形外科
   藤本　　誠・河崎　則之・増原　建二
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第144回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年６月10日（土）午後２時30分
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． Pseudoidiopathic Hypoparathyrordism の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   中村　昌弘・加賀　完一・渡辺　健児
  大阪大歯学部生化学教室
   那須　範満

２． 巨大軟部悪性腫瘍の２例　̶治療を中心に̶
  大阪大整形外科
   上林　健二・広瀬　一史・浜田　秀樹
   広島　和夫・水島　哲也

３． 大腿部に発生した Malignant Hemangioperi cytoma 
の１例

  神戸大整形外科
   中谷　　茂・謝　　典穎・川井　和夫
   水野　耕作

４． 手における類上皮囊腫の２例
  兵庫医大整形外科
   鄭　　仁秀・丸岡　　隆・畑中　生稔
   中野　謙吾

５． 全身麻酔中，著明な高ミオグロビン尿をきたした症例
  大阪市大整形外科
   油谷　安孝・中洲　　裕・岡島　幹雄
   広橋　賢次・島津　　晃
  大阪市大麻酔科
   梁　　純市・北村恵津子・藤森　　貢

６． 著るしい内反変形を来たした小児の足関節部骨折の放
置例

７． Ankylosing spinal hyperostosis による Lumbar spinal 
stenosis の一症例

  神戸大整形外科
   鄒　　喨光・石川　　斉・栗原　　章
   片岡　　治

８． 小児環軸椎脱臼の１例
  大阪医大整形外科
   池田　克己・小野村敏信・遠藤　　紀

９． CP の側彎症に対する手術経験
  兵庫県立のじぎく療育センター
   綿谷　和男・白石　英典・金原　宏之
  公文病院
   公文　　裕

10． 第３腰椎棘突起に発生した osteoid osteoma の１例
  関西医大整形外科
   森本　清一・杉立　山治・浜田　　彰
   西村　秀樹・柴田　大法
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第145回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年９月16日（土）午後２時30分
会　　　場：京都教育文化センター　北館１号室

１． モルトン病類似の症状を呈した滑膜肉腫について
  京都大整形外科
   上尾　豊二・山室　隆夫
  京都逓信病院整形外科
   児玉　芳重
  神戸中央市民病院整形外科
   角谷　慶明

２． 粘液腫と診断し得た中間広筋内腫瘍の１例
  関西医大整形外科
   杉立　山治・柴田　大法・浜田　　彰
   中村　清稲

３． 上腕部腫瘤を主訴とした Sarcoidosis の一例
  大阪医大整形外科
   木下　光雄・阿部　宗昭・武田　勝雄
   池田　克已・安永　　博
  大阪医大第一内科
   秋岡　　寿

４． 骨形成不全症の１例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   東　正一郎・客崎　和躬・中井　　徹
   真鍋克次郎・玉木　茂行・松田　文秀
  天理よろづ相談所病院小児科
   赤石　強司・長藤　　洋

５． 骨 Paget 病について
  大阪成人病センター整形外科
   坂井　　学・作道　義治・芥川　博紀
   小笠原良雄

６． 結核性股関節炎を疑った坐骨直腸窩膿瘍の一例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   吉岡　秀夫・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・高田　秀彰・高矢　康幸
   角谷　慶明

７． 外側内板状半月板切除後，著明な症状増悪を認めた膝
蓋軟骨軟化症の１例（２関節）

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   土井　照夫・高瀬　　忠・加藤　清国
  市立泉佐野病院整形外科
   史　　根生

８． 疼痛性外脛骨症の治療経験
  奈良医大整形外科
   海野　正登・北田　　力・高倉　義典
   増原　建二

９． 大腿骨外側顆後方関節面に生じた osteochondral 
fracture の１例

  京府医大整形外科
   山下　文治・伴　真二郎・須津　富鵬
   榊田喜三郎
  近江八幡市民病院整形外科
   岡田　周一

10． 血液透析患者にみられた両側大腿四頭筋腱断裂の一例
  大阪市大整形外科
   尾原　善和・浅田　莞爾
  国立大阪病院整形外科
   川田　嘉二・杉本　欣也・橋本　　務
   越川　　亮・戸田　　稔

11． 幼児の下腿矯正骨切り術後にみられた腓骨偽関節症例
  大阪大整形外科
   江原　宗平・広島　和夫・水島　哲也
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   高瀬　　忠

12． 硬膜外転移による根症状を主訴とした胃癌の１剖検例
  近畿大整形外科
   広藤　栄一・岡　　正典・漆谷　英礼
   糸数　万正・好井　　覚
  近畿大第二病理
   酒谷　邦廉

13． 腰痛を主訴とした潜在性脊椎披裂（Spina bifida 
occulta）の手術経験

  北野病院整形外科
   辻　　丈夫・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・松下　　睦

14． 蛇行状馬尾神経を思わせる１例
  和歌山労災病院整形外科
   九鬼　良行・堀　　哲明・島村　禎二
  和歌山医大整形外科
   桜井　哲一・山東　秀樹

15． 同胞３人に発生した Hereditary sensory radicular 
neuropathy について

  神戸大整形外科
   和田　光知・川井　和夫・武部　恭一
   細見壮太郎・広畑　和志

16． post-traumutic spinal canal stenosis の一治験例
  兵庫医大整形外科
   新井　永実・和田　剛正・円尾　宗司
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第146回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年10月28日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル７階会議室

１． Wagner 式関節表面置換型全人工股関節の試み
  大阪市大整形外科
   前野　岳敏・島津　　晃・岡島　幹雄
   浅田　英爾
  南大阪病院整形外科
   木下　　孟

２． 悪性腫瘍の大腿骨転移に対する股関節全置換術施行の
三症例

  大阪府立成人病センター整形外科
   坂井　　学・作道　義治・芥川　博紀
   小松原良雄

３． RA 両側膝罹患例に一側手術を施行した症例の成績　 
̶特にレ線的経過と非手術側との対比̶

  関西医科大整形外科
   浜田　　彰・森　　益太

４． 腎移植後の無腐性骨壊死について
  京府医大整形外科
   織田　静信・平沢　泰介・宇田　憲司
  京府医大第２外科
   中根　佳宏・岡　　隆宏

５． 慢性近位性脊髄性筋委縮症の一症例
  兵庫医科大学リハビリテーション部
   原田　義昭・藤原　　誠

６． 硬膜外ブロック後急激な脊髄症状を来たした一例
  和歌山医大整形外科
   坂田　仁彦・上好　昭孝・原田　　基
   辻　　秀輝・桜井　啓一・寺尾　賢秀

７． Supracondylar process of the humerus による神経麻
痺の一例

  国立舞鶴病院整形外科
   調　　幸治・柳川　哲二・中村　　堯

８． 外反拇趾に対する Mitchell 法の経験
  石川島播磨病院整形外科
   山本　　武・大西　紀夫・田中　瑞雄
  公立豊岡病院整形外科
   梁　　健次

９． Preiser 病
  大阪大整形外科
   中嶋　　洋・多田　浩一・大下　舜治
   米延　策雄・栗崎　英二

10． Freeman-Sheldon 症候群と思われる一例
  兵庫医科大整形外科
   連　美智子・根来　秀明・畑中　生稔
   中野　謙吾

11． 指骨に発生した Infantile cortical hyperostosis の一症
例

  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・中井　　徹
   真鍋克次郎・玉木　茂行・東　正一郎

12． 脛骨上端に発生した骨巨細胞に対する一手術例
  大阪医大
   石川　正樹・小野村敏信・左海　宏夫
   栗本　一孝

13． 第Ⅱ楔状骨に発生した Osteoid Osteoma の一例につ
いて

  神戸大整形外科
   藤田　直己・川井　和夫・木村　　浩
   水野　耕作

14． 横紋筋肉腫と扁平上皮癌を合併した一症例
  京都大整形外科
   木次　敏明・梁瀬　義章・山室　隆夫
  愛媛県立中央病院整形外科
   加藤　　実
  静岡労災病院整形外科
   林　　泰一
  京都大中央検査部病理
   南風原英之

15． 骨腫瘍により距骨切除術を行った２症例
  近畿大整形外科
   糸数　万正・三木　堯明・岡　　正典
   浜　　弘道・喜多　　寛・好井　　覚
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第147回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年11月18日
会　　　場：住友化学道修町ビル７階

１． 注射による橈骨神経麻痺の１例
  京都府立医大整形外科
   伴　真二郎・常岡　秀行・井上　敦夫
   平沢　泰介・榊田喜三郎

２． 肘関節部に発生したガングリオンにより後骨間神経麻
痺を生じた一例

  奈良医大整形外科
   宮内　義純・清水　豊信・増原　建二

３． 単殿位３例における下肢自動運動の経日的観察
  大津赤十字病院整形外科
   鈴木　茂夫・藤田　　仁・斉田　坦男
   光野　一郎・山田　忠尚・別所　徹巳
   野崎　昭彦

４． 成人の大腿骨々折に発生した旋回転位の３例
  北兵庫整形外科センター
   矢野　　悟・有田　親史・小林　郁雄

５． 人工肘関節置換術を適用した老人性陳旧性上腕骨下端
複合骨折の治療経験

  大阪府済生会吹田病院整形外科
   大森佐一郎・滝沢　克彦・松本　　憲
   佐々田　武

６． 痙性尖足に対し足関節固定に失敗した一症例
  大阪市大整形外科
   尾原　善和・大久保　衛・豊島　　泰

７． Tarsal Coalition の１症例
  近畿大整形外科
   三木　堯明・岡　　正典・浜　　弘道
   漆谷　英礼・糸数　万正・広藤　栄一
   好井　　覚・喜多　　寛・田中　晴介

８． Popliteal cyst と膝関節内に発生した巨大な Osteo-
chondromatosis の１例

  京都大整形外科
   山田　明彦・廣谷　速人・須藤　容章

９． 肩関節に発生した pigmented villonodular synovitis の
一例

  兵庫医大整形外科
   塩田　　誠・立石　博臣・中野　謙吾

10． 頸椎持続牽引法の一工夫
  市立西脇病院整形外科
   綿谷　和男

11． 馬尾神経圧迫症状を呈した若年性腰椎々間板ヘルニア
の１例

  神戸大整形外科
   土居　忠史・栗原　　章・片岡　　治

12． 変股症に対する和医大式股関節用 S-splint　̶10代の
変股症̶

  和歌山医大整形外科
   松崎　交作・上好　昭孝・桜井　啓一
   福井　宏有・壇上　茂人・寺尾　賢秀

13． アルカプトン尿症に続発した股関節症の一例
（Ochronotic arthropathy）

  神戸大整形外科
   石川　　斉・大野　　修・永田　　彰
   広畑　和志

14． 最近経験した人工股関節ポリエステルソケットの磨耗
による再置換例

  大阪大整形外科
   大村　宗久・敷田　卓治・井上　明生
   吉岡　順朗・高岡　邦夫・細谷　　徹
  国立大阪南病院整形外科
   大西　啓靖・浜田　建紀
  大阪厚生年金病院整形外科
   太根康吉郎
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第148回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和53年12月23日（土）
会　　　場：住友道修町ビル７階会議室

１． loose shoulder の治療に対する一考察
  奈良医大附属病院整形外科
   森田　吉英・増原　建二・長鶴　義隆

２． 外反手の一例
  近畿大整形外科
   喜多　　寛・浜　　弘道・田中　清介

３． 手に発生したいわゆる石灰沈着性腱炎の１例
  大阪医大整形外科
   古東　司朗・阿部　宗昭

４． 膝関節部痛を主訴とした CRST（Calcinosis cutis, 
Raynaud’s phenomenon, Sclerodactylia, Telangiectasia）
症候群の１例

  神戸大整形外科
   岡田　幸也・大野　　修・石川　　斉
   広畑　和志

５． 関節外の滑液包に発生した色素性絨毛結節性滑液包炎
  大阪大整形外科
   米田　　稔・岡部　紀和・越智　隆弘
   小野　啓郎

６． 外傷性動脈瘤の２例
  北兵庫整形外科センター
   西林　保朗・小林　郁雄

７． 少年野球の投球動作時にみられた上腕骨々折の２症例
  市立西脇病院整形外科
   綿谷　和男・細見壮太郎
  市立西脇病院理学診療科
   尾崎　春夫
  丸野外科病院
   丸野　貞彦

８． 最近経験した大腿骨頭辷り症の２例
  大阪市大整形外科
   森下　常一・西上　茂樹・岡島　幹雄

９． 頸胸髄部アストロサイトーマの一症例
  東大阪市立中央病院整形外科
   浅野　正文・藤原　　博・勝井　建彦
   広岡　靖隆・梅垣　修三
  大手前病院
   三井　宣夫
  奈良医大整形外科
   清水　豊信

10． 脊髄硬膜外囊腫の一例
  京都府立医大整形外科
   長谷　　斉・沢村　弘治・岩破　康博
   渡辺　俊彦・榊田喜三郎

11． 左膝関節内血管腫の１例
  和歌山赤十字病院整形外科
   丸山　節夫・柏木基之亮・岡本　靖範
   西岡　　平

12． Bleomycin が著効を奏した上腕軟部好酸球肉芽腫（木
村氏病）の１例

  京都大整形外科
   高木　治樹・山室　隆夫・梁瀬　義章
   畠山　勝行

13． Arthrogryposis の治療経験
  和歌山医大整形外科
   岡　　正孝・嶋　　良宗・上好　昭孝
   原田　　基・植野　　裕
  愛徳整肢園
   加納　政彦

14． Unusual Gastrocnenius Muscle Syndrome の１例
  関西医大整形外科
   押淵　英尚・浜田　　彰・森　　益太

15． 踵骨剝離骨折の６例
  市立堺病院整形外科
   久保　雅敬・富山　徹夫・山崎　　栄
   本郷　一郎・柳谷　幸敏
  泉大津市立病院整形外科
   亀井　正幸・小島伸三郎・門脇　　徹

16． 対照的な経過をたどった骨巨細胞腫の２例について
  兵庫医大整形外科
   松本　　学・立石　博臣・桜井　　修
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第149回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年１月20日（土）
会　　　場：住友道修町ビル７階会議室

１． 脊髄内に発生した colloid cyst の一症例
  大阪医大整形外科
   大島　正義・小野村敏信・遠藤　　紀
   石村　俊信

２． 脊椎症における頸部交感神経ブロックの診断的応用
  大阪市大整形外科
   松倉　　登・近藤　正樹

３． 脊椎管内伏針の２症例
  大阪大整形外科
   木村　友厚・岡田　考三・荻野　　洋
   児島　義介・小野　啓郎

４． 腱黄色腫の２例
  神戸大整形外科
   川井　和夫・丸野　博敏・水野　耕作
   広畑　和志

５． 尺骨に発生した Fibromyxoma の治験例
  近畿大整形外科
   糸数　万正・岡　　正典・浜　　弘道
   三木　堯明・喜多　　寛・田中　清介

６． 最近経験せる hemangioendothelioma の一例
  和歌山医大整形外科
   田上　実男・桜井　啓一・上好　昭孝
  和歌山医大腎センター
   阿部　富弥
  角谷整形外科
   角谷　昭一

７． 脂肪腫症にて大腿切断にいたった１例
  兵庫県リハビリテーションセンター
   伊熊　貢秀・沢村　誠志・小林　　勝
   村田　秀雄・前野　耕作・南　　久雄

８． 膝関節内 ganglion の１例
  奈良医大整形外科
   塩見　俊次・三馬　正幸・三井　宜夫
   玉井　　昭・藤沢　義之・増原　建二

９． 手指基節骨の Rotational supracondylar fracture の３例
  兵庫医大整形外科
   伊藤　　良・畑中　生稔・松本　　学
   塩田　　誠・中野　謙吾

10． 屈筋腱損傷と手根管症候群を伴った陳旧性月状骨脱臼
の一例

  関西医大整形外科
   矢倉　久義・黒川　隆彦・浜田　　彰
   小川　亮恵

11． 上腕二頭筋長頭腱断裂の一症例
  北野病院整形外科
   松下　　睦・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・辻　　丈夫

12． 稀なる橈骨頸部骨折の一例
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   佐藤　英夫・川上　　登・小田良之輔

13． Monteggia 脱臼骨折の１例
  鐘紡病院整形外科
   仲谷　　正

14． Talocalcaneal coalition の一例
  京都府医大整形外科
   万波　健二・白井　幸裕・山下　文治

15． Peritalar dislocation の三例
  京都大整形外科
   浜本　尚志・高木　治樹・廣谷　速人
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第150回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年２月17日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 術後の抗生剤の投与によると思われる熱発を来した症
例について

  関西医大整形外科
   菅野　　博・森　　良樹・浜田　　彰

２． 脊椎管狭窄症をきたした Acromegaly の一例
  大阪成人病センター整形外科
   坂井　　学・作道　義治・小松原良雄

３． 色素性絨毛結節性滑膜炎（PVS）の二例
  神戸労災病院整形外科
   渡辺　康司・鄒　　喨光・荒堀弥須男
   宮本敬二郎

４． Ganglion による足根管症候群の一例
  大阪医大整形外科
   吉田悌三郎・阿部　宗昭・石村　俊信

５． Sinding-Larsen-Johansson 病の二例
  奈良医大整形外科
   塩見　俊次・三馬　正幸・藤沢　義之
   増原　建二

６． 腎盂炎として初期治療された肋骨骨髄炎の一例
  健保鞍馬口病院整形外科
   佐藤　英夫・川上　　登・小田良之輔

７． 慢性骨髄炎に対する Papinean 法の経験
  大阪市大整形外科
   松倉　　登
  国立大阪南病院整形外科
   大西　啓靖

８． 骨切り術に Sliding nail を併用した大腿骨頸部内側骨
折の３例

  県立加古川病院整形外科
   坂田　敏郎・田中　寿一・園田　万史
   藤田　久夫

９． Fibrous displasia ９例の検討
  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・中井　　徹
   真鍋克次郎・玉木　茂行

10． 下腿の過成長をきたした膝関節血管腫の一例
  神戸大整形外科
   謝　　典穎・土居　忠史・水野　耕作

11． 膝関節の synovial osteochondromatosis の１例（主に
関節鏡所見について）

  大阪医大整形外科
   岸本　郁男
  国保高島病院整形外科
   伊藤　一忠

12． sccondary adult fancony syndrome の１例
  大阪大整形外科
   江原　宗平・満田　基温・林　　英紀
   栗崎　英二・岡部　紀和・浜田　秀樹
   水島　哲也

13． quadrilateral space syndrome（Bateman）の１例
  京都府医大整形外科
   渡辺　　晋・伴　真二郎・井上　敦夫
   平沢　泰介

14． Pseudohypoparathyroidism の１例
  兵庫医大整形外科
   鄭　　仁秀・吉川　泰生・若菜　一郎
   中野　謙吾
  兵庫医大内科
   河中　正裕・松岡　　徹・永井　清保

15． 両側脛骨の Venous engorgement syndrome を思わせ
た一症例

  近畿大整形外科
   三木　堯明・浜　　弘道・広藤　栄一
   喜多　　寛

16． 左肩甲骨骨軟骨腫より悪化したと思われる軟骨肉腫の
１例

  京都大整形外科
   岩瀬　方人・山室　隆夫・奥村　秀雄
   笠井　隆一

17． 頸椎症の前方固定術後移植骨片を喀出した１症例
  和歌山医大整形外科
   綿貫　昭則・辻　　秀輝・竹中　庸之
   植野　　裕


