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第151回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年３月17日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 中手骨に発生した Aneurysmal bone cyst の２例
  兵庫医大整形外科
   丸岡　　隆・吉川　泰生・畑中　生稔
   中野　謙吾

２． 手根骨に発生した骨内ガングリオンの２例
  近畿大発整形外科
   糸数　万正・嶋　　充浩・広藤　栄一
   三木　堯明・好井　　覚・田中　清介

３． 手に著しい変形をきたした Ollier 型多発性内軟骨腫
の２症例

  京都大整形外科
   山中三知夫・須藤　容章・上羽　康夫
   山室　隆夫
  天理よろず相談所病院整形外科
   東　正一郎
  京都大中検病理
   南風原英之

４． 月状骨並びに月状骨周囲脱臼に同側の橈骨小頭脱臼を
合併した症例

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

５． 月状骨脱臼の３症例
  大和郡山総合病院整形外科
   林　　達雄・山崎　　敏
  天理よろづ相談病院整形外科
   宮崎　和躬・東　正一郎

６． 幼児にみられた屈筋伸筋腱同時損傷を伴う指の開放性
脱臼の２例

  和歌山医大整形外科
   松崎　交作・檀上　茂人・原田　　基

７． 母指再接着の小経験
  大阪医大整形外科
   木下　光雄・阿部　宗昭・遠藤　　紀
   池田　克己・安永　　博

８． 後骨間神経麻痺の１症例
  京都府医大整形外科
   井上　敦夫・玉井　和夫・長谷　　斉
   平沢　泰介

９． 乳幼児期に不適切な治療を受けた多指（趾）症の２例
  神戸大整形外科
   裏辻　雅章・田中　賢治・梁　　復興

10． Rubinstein-Taybi 症候群の一例
  奈良医大整形外科
   宮内　義純・玉井　　進・龍見　良隆
   清水　豊信
  奈良医大小児科
   吉岡　　章

11． 前腕骨１本化（one-bone forearm）手術の経験
  南大阪病院整形外科
   楠　　正敬・原　　好延・木全　俊弘
   木下　　孟
  大阪市大整形外科
   豊島　　泰・藤原　良江

12． 結核性腱鞘炎の２症例
  堀口整形外科
   須佐　忠史・安田　龍男

13． 両手指屈曲拘縮を主訴とするサルコイドーシスの症例
  京都大整形外科
   岩瀬　方人・上羽　康夫・須藤　容章
   梁瀬　義章・山室　隆夫
  京都大結核胸部研
   泉　　孝英
  京都大中検病理
   南風原英之・中嶋　安彬

14． 我々の教室における指関節滑膜切除術　̶術式の変遷
と問題点̶

  関西医大整形外科
   小川　亮恵・浜田　　彰・西村　秀樹

15． 手の外科における装具療法の効用
  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・塩田　　誠・伊藤　　良
   中野　謙吾

16． Kienböck 病の治療経験
  神戸労災病院整形外科
   荒堀弥須男・渡辺　康司・鄒　　喨光
   藤原　　朗

17． Monteggia 骨折の数例について
  大阪市大整形外科
   川西康之亮・大久保　衛・岡嶋　幹雄
   藤原　良江・嶺　　義信・豊島　　泰

18． 肘関節とその周辺の骨折及び脱臼に合併した神経損傷
について

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

19． 腕神経叢部腫瘤９例の治療経験
  大阪大整形外科
   栗崎　英二・多田　浩一・米延　策雄
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第152回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年５月26日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 外反手変形をきたした Melorheostosis の一例
  私立豊中病院整形外科
   津山研一郎・小杉　豊治・露口　雄一
   行岡　正雄
  大阪大整形外科
   多田　浩一

２． 蜂窩性軟部肉腫の２例
  大阪市大整形外科
   松倉　　登・石田　俊武・奥野　宏直

３． 根 性 坐 骨 神 経 痛 を 初 発 症 状 と し た 殿 部 
Rhabdomyosarcoma 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

４． 上腕骨遠位端に発生した Benign Chondroblastoma の
一例

  京都市立病院整形外科
   小野　講三・四方　実彦・清水光一郎
   森　　英吾
  京都市立病院病理検査部
   岡田　　茂

５． 高 度 の Atlanto-Axial dislocation を と も な う von 
Recklinghausen 氏病の一例について

  神戸市立中央市民病院整形外科
   角谷　慶明・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・吉岡　秀夫・高田　秀彰
   高矢　康幸

６． 先天性無痛覚症による Charcot 関節の１症例
  大阪医大整形外科
   倉重　哲也・武田　勝雄・小野村敏信
  大阪医大小児科
   西原　久豊

７． 手の軟部組織に発生した，異所性化骨，いわゆる化骨
性筋炎の１例

  京都大整形外科
   中山裕一郎・東　正一郎・中村　孝志
   梁瀬　義章・須藤　容章・上羽　康夫
   山室　隆夫

８． 膝蓋上下極および脛骨結節部の裂離骨折
  奈良医大整形外科
   三馬　正幸・塩見　俊次・海野　正登
   玉井　　昭・高宮　晋一・藤沢　義之
   増原　建二
  天理市立病院整形外科
   糸原　弘道・長鶴　義隆・池田　　均
  倉病院
   倉　　一彦

９． 手における結核性腱鞘炎の２例
  兵庫医大整形外科
   鄭　　仁秀・伊藤　　良・畑中　生稔
   中野　謙吾

10． 関節遊離体を疑わせた半月板骨化症の一例
  京都府医大整形外科
   宇田　憲司・加藤欣士郎・山下　文治
   榊田喜三郎

11． 腰椎椎体骨隆起により下肢麻痺を来した若年者の一例
  近畿大整形外科
   喜多　　寛・三木　堯明・糸数　万正
   広藤　栄一・岡　　正典・田中　清介

12． 脊椎の Histiocytosis-X について
  神戸大整形外科
   田中　賢治・川井　和夫・木村　　浩
   栗原　　章

13． 心因性と思われる対麻痺の一症例
  北野病院整形外科
   松下　　睦・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・辻　　丈夫

14． 特異な経過をとった先天性内反足の治療経験
  大阪大整形外科
   中嶋　　洋・井上　明生・大下　舜治
   大川　敦子

15． 大腿骨頭壊死をみた川崎病の一症例
  耳原総合病院小児科
   西島　栄治
  市立堺病院整形外科
   柳谷　幸敏・本郷　一郎
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第153回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年６月30日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． Hüftlendenstrecksteife を認めた馬尾神経腫瘍の一例
  兵庫医大整形外科
   連　美知子・新井　永実・円尾　宗司
   中野　謙吾

２． 遠位上腕二頭筋腱断裂の一例
  神戸大整形外科
   藤田　直己・木村　　浩・広畑　和志

３． 悪性黒色腫の脊椎転移の一例（剖検所見を含む）
  神戸大整形外科
   益子　秀久・大野　　修・木村　　浩
   栗原　　章
  国立療養所神戸病院
   片岡　　治
  神戸大皮膚科
   三島　　豊

４． 第１胸椎位から第９胸椎位及ぶ Spinal Neurinona の
一例

  京都大整形外科
   高橋　　寛・山中三知夫・畠山　勝行
   樫本　龍喜・山室　隆夫
  京都大脳外科
   米川　泰弘

５． 巨大な腐骨様陰影を呈した大腿骨骨芽細胞腫の１例
  関西医大整形外科
   菅野　　博・浜田　　彰・柴田　大法

６． 右示指末節骨に発生した類上皮囊腫の１例
  日生病院整形外科
   田中　治和・大向　孝良・野村　　正
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・奥野　宏直

７． 腓骨々腫瘍を疑った ganglion の一例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   田中　寿一・坂田　敏郎・園田　万史
   藤田　久夫

８． 前立腺癌による大腿骨病的骨折の治療例
  市立堺病院整形外科
   柳谷　幸敏・本郷　一郎・富山　　徹
   山崎　　要
  市立堺病院泌尿器科
   坂口　　洋
  市立泉佐野病院整形外科
   岡山　　孝

９． Enderpin の小経験
  東大阪市立中央病院整形外科
   藤原　　博・浅野　正文・山下　正道
   広岡　靖隆・梅垣　修三
  奈良県立三室病院整形外科
   勝井　建彦

10． 脊髄後方へ脱出し骨化していた中位胸椎部ヘルニアと
思われた一症例

  大阪市大整形外科
   西賀　隆夫・前野　岳敏・石田　俊武
   田島　孝治・島津　　晃

11． Metaphyseal chondrodysplasia Jansen type の１例
  大阪医大整形外科
   古東　司朗・小野村敏信・阿部　宗昭

12． 両側鎖骨々髄炎の１例
  京都府医大整形外科
   山際　哲夫・伴　真二郎・沢村　弘治
   榊田喜三郎

13． Cystic angiomatosis of bone の一例
  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・児玉　芳重
   中井　　徹・玉木　茂行・岩瀬　方人
  京都大整形外科
   東　正一郎
  天理病院小児科
   赤石　強可

14． 多関節に発症した Synovial Osteorhondromatosis の
一例について

  和歌山医大整形外科
   岡　　正孝・上好　昭孝・檀上　茂人
   西田　秀樹

15． 膝関節部にみられた異常石灰沈着症の２例
  奈良医大整形外科
   森田　吉英・塩見　俊次・三井　宣夫
   神原　幹司・藤沢　義之・玉井　　進
   増原　建二
  榛原町立病院整形外科
   中村　義弥

16． Intravenous Radionuclide Periheral Arteriograpgy の
小経験

  神戸中央市民病院整形外科
   高矢　康幸・田村　　清・井上　紀彦
   伊藤吾希夫・吉岡　秀夫・高田　秀彰
   角谷　慶明
  神戸中央市民病院内科
   森　　　徹
  神戸中央市民病院 RI 室
   大城　徳成

17． HCG と大腿骨頭無腐性壊死
  近畿大整形外科
   三木　堯明・岡　　正典・浜　　弘道
   田中　清介

18． 大腿骨頭壊死症早期例に対する手術的療法について
  大阪大整形外科
   満田　基温・細谷　　徹・高岡　邦夫
   吉岡　順朗・井上　明生・小田　啓郎
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第154回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年９月29日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 外反手を伴った巨指症の１例
  近畿大整形外科
   好井　　覚・嶋　　充浩・糸数　万正
   浜　　弘道・宗圓　　聡・田中　清介

２． 一家系に発現した Nail-Patella Syndrome の３例
  大阪市大整形外科
   西村　典久・岡島　幹雄・水上　健治
   片平　卓男・島津　　晃

３． インヴェーダー・ゲームによる長母指伸筋腱皮下断裂
の１例

  江川整形外科形成外科
   江川　常一

４． 烏口突起骨折，腋窩神経損傷を伴った肩腱板断裂の１
例

  京都府医大整形外科
   黒川　正夫・井上　敦夫・平沢　泰介

５． 前方脱臼を伴った肘頭骨折の３例
  関西医大整形外科
   矢倉　久義・森本　清一・浜田　　彰
   小川　亮恵

６． 膝関節メニスクス・ガングリオンの１例
  神戸大整形外科
   松原　　司・大野　　修・木村　　浩
   広畑　和志

７． Os Odontoideum の１例（その臨床病理像について）
  大阪大整形外科
   青野　充志・岡田　孝三・米延　策雄
   小島伸三郎・小野　啓郎

８． 偏心性に骨硬化像を呈した脛骨，腓骨骨髄炎の１例
  国立京都病院整形外科
   波多野弘次・大谷　　碧・平田　健作
   小川　哲哉・伊藤　博康・松村　友昭

９． 慢性骨髄炎に対する Fibrinspongiosaplastik 法の経験
  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・児玉　芳重
   中井　　徹・玉木　茂行・岩瀬　方人
  京都大整形外科
   東　正一郎

10． PXE と思われる症例に合併した関節周辺組織の石灰
化について

  府立成人病センター整形外科
   満田　基温・井上　雅裕・作道　義治
   高橋　貞雄・小松原良雄

11． 距骨に発生した骨のう腫の一例
  兵庫医大整形外科
   陳　　文川・連　美知子・中野　謙吾

12． 多発性化骨性筋炎を疑わしめた興味ある１症例̶ 
Extraosseous Osteosarcoma ̶について

  和歌山医大整形外科
   三木　保史・嶋　　良宗・上好　昭孝
   岡　　正孝・寺尾　賢秀・檀上　茂人

13． 腕神経叢に原発した Malignant Neurofibroma 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　紀彦
   吉岡　秀夫・高田　秀彰・高矢　康幸
   角谷　慶明
  神戸中央市民病院病理
   内田　博也

14． 上肢神経麻痺を呈した頸部膿瘍の１例
  大阪医大整形外科
   岸本　郁男・小野村敏信・遠藤　　紀
  国保高島病院
   伊藤　一忠

15． 興味ある脊髄造影所見を呈した馬尾神経腫の１症例
  長浜日赤整形外科
   清水光一郎
  京都市立病院整形外科
   森　　英吾・浜本　　肇・小野　講三

16． acute transverse myelopathy と思われる一症例の経験
  京都大整形外科
   吉田　成仁・樫本　龍喜・畠山　勝行
   山室　隆夫

17． 特異な絞扼を伴った馬尾神経圧迫型椎間板ヘルニアの
症例

  市立堺病院
   柳谷　幸敏・本郷　一郎・富山　徹夫
   山崎　　栄
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第155回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年10月20日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議場

１． 生後数カ月以内に発症する手指屈曲拘縮を伴う小児慢
性多発性滑膜炎の姉妹発症例について

  大阪大整形外科
   大澤　　傑・岡部　紀和・浜田　秀樹
   越智　隆弘・小野　啓郎

２． 遠位橈尺関節に発生した synovial osteochondromato-
sis の一例

  神戸大整形外科
   福原　啓文・渡辺　康司・木村　　浩
   広畑　和志

３． Non-ossifying fibroma の一例
  大阪医大整形外科
   横山　晴一・武田　勝雄・小野村敏信

４． 鎖骨に発生した Solitary myeloma と思われる１例
  奈良医大整形外科
   高井　哲郎

５． 興味ある所見を得た軟骨肉腫の剖検例
  大阪府立成人病センター整形外科
   井上　雅裕・満田　基温・作道　義治
   高橋　貞雄・小松原良雄

６． Psoas abscess を思わせた後腹膜腔扁平上皮癌の１例
  関西医大整形外科
   山口　道夫・杉立　山治・森　　良樹
   切目　　勲・柴田　大法
  関西医大第１病理
   井上　　昇

７． 頸椎に発生した Benign Osteoblastoma の一例
  神戸大整形外科
   山崎　京子・前田　昌穂・栗原　　章

８． von Recklinghausen 氏病悪性化の一例
  和歌山医大整形外科
   西田　秀樹・竹中　庸之・寺尾　賢秀
   笠松　　望・嶋　　良宗

９． MEMR 症候群（Multiple Exostoses-Mental Retarda-
tion Syndrome）は新しいムコ多糖代謝異常症か

  近畿大整形外科
   三木　堯明・岡　　正典・嶋　　充浩
   広藤　栄一・田中　清介
  近畿大小児科
   宮田　　曠・河野　博明

10． Ring-apophysis の解離を伴なった若年者高位腰椎椎
間板ヘルニアの例

  兵庫医大整形外科
   楊　　鴻生・円尾　宗司・中村　　純
   中野　謙吾

11． 53年前の金属プレートによる異物反応の一例
  京都府医大整形外科
   斎木　俊男・岩破　康博
  健康保険鞍馬口病院
   川上　　登・小田良之輔

12． AO ミニ，小骨用インプラントセットの使用経験
  市立西脇病院整形外科
   綿谷　和男・細見壮太郎

13． Barton 骨折について
  大阪市大整形外科
   安部　治郎・松倉　　登・楠　　正敬
   尾原　善和・岡島　幹雄

14． 人工股関節置換術に併用した Eichler ring の圧迫に
よる大腿神経損傷の一例

  京都大整形外科
   山崎　一也・奥村　秀雄・染瀬　義章
   山室　隆夫
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第156回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年11月24日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 円板損傷を伴う胸鎖関節炎の一例
  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・西岡　淳一・七川　歓次

２． 観血的整復を要した陳旧性胸鎖関節脱臼の１例
  北兵庫整形外科センター
   坂田　敏郎・小林　郁雄・有田　親史

３． Mitomycin の局注により環指屈曲拘縮を来たした１例
  北野病院整形外科
   高木　治樹・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・松下　　睦

４． 外傷による小児末節骨々端線離開と中節骨遠位端関節
内骨折の一症例

  神戸大整形外科
   金谷　整亮・司馬　良一

５． 化膿性膝関節炎に対する洗滌療法
  市立泉佐野病院整形外科
   原田　　茂・岡山　　孝
  市立堺病院整形外科
   柳谷　幸敏

６． 股関節部に発生した巨大ガングリオンの３例
  奈良医大整形外科
   五島　　淳・増原　建二・玉井　　昭
   三井　宜夫・谷口俊四郎・猪木　佑三

７． 大腿部に発生した Alveolar soft part sarcoma の一例
  神戸大整形外科
   松本　圭司・前田　昌穂・水野　耕作
   広畑　和志

８． 肺癌による末節骨々転移の一例
  兵庫医大整形外科
   中村　　純・根来　秀明・楊　　鴻生
   立石　博臣・中野　謙吾

９． 癌転移による大腿骨病的骨折の一治験例（Küntcher 
Y-Nail. Bone cement. metal mesh 補強法）

  近畿大整形外科
   糸数　万正・嶋　　充浩・喜多　　寛
   田中　清介

10． Unusual なレ線像を呈した骨転移癌
  大阪大整形外科
   垣内　雅明・中嶋　　洋・栗崎　英二
   浜田　秀樹・水島　哲也

11． 大腿骨に発生した Periosteal osteoid osteoma の１例
  京都大整形外科
   田中　千晶・清水　　彰・四方　実彦
   藤原　祐三
  京都大中央検査部
   中嶋　安彬・南風原英之

12． Muleiple Epiphseal dysplasia の父子例
  京都府立医大整形外科
   奥田　良樹

13． 骨髄炎を疑わせた骨髄内に発生した血管腫型動静脈瘻
の一例

  大阪市大整形外科
   河合　栄蔵・尾原　善和・広橋　賢次

14． 最近経験した fat embolism の一例
  和歌山労災病院整形外科
   九鬼　良行・島村　禎二・河村都容市
   山東　秀樹
  和歌山労災病院麻酔科
   鈴木　崇生・上野　　修
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・寺尾　賢修
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第157回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和54年12月22日（土）
会　　　場：京大会館２階大会議室

１． 小指の深・浅指屈筋腱皮下断裂の１例
  京都大整形外科
   須藤　容章・上羽　康夫・吉川　順介

２． 左母指に発生した悪性神経鞘腫の１例
  県立加古川病院整形外科
   岡田　幸也・前沢　範明・園田　万史
   藤田　久夫
  県立加古川病院検査部病理
   吉田　憲一

３． von Recklinghausen 病に発生した巨大な坐骨神経腫
瘍の１例

  京都府立医大整形外科
   楠崎　克之・伴　真二郎・井上　敦夫
   平沢　泰介

４． 手指の軟部に発生した軟骨性腫瘍の２例
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・奥野　宏直
  日生病院整形外科
   野村　　正・大向　孝良・田中　治和

５． 先天性と思われる橈骨小頭後方脱臼の１例
  北野病院整形外科
   松下　　睦・佐藤　愛二・浜田　　勲
   若林　　詔・高木　治樹

６． 陳旧性橈骨頭脱臼の一症例
  神戸大整形外科
   寒原雄二郎・武部　恭一・水野　耕作
   広畑　和志

７． 胸椎に発生した aneurysmal bone cyst の二症例
  奈良医大整形外科
   五島　　淳・岩崎　洋明・高宮　晋一
   横田　英麿・神原　幹司・三井　宜夫

８． 腰椎上関節突起にみられた Vartical Cleft の一症例
  近畿大整形外科
   三木　堯明・浜　　弘道・嶋　　充浩
   広藤　栄一・喜多　　寛・田中　清介

９． 先天股脱と斜頸との関連についての補遺
  大阪市大整形外科
   島津　　晃・岡島　幹雄

10． 血小板減少症を合併した大腿骨々頭の Osteolysis の
一例

  兵庫医大整形外科
   高岩　　均・陳　　文川・立石　博臣
   桜井　　修

11． 抗痙攣剤投与下に，周産期に到り，大腿骨頸部内側骨
折を来たした一症例

  関西医大整形外科
   黒川　隆彦・菅野　　博・森本　清一
   浜田　　彰

12． メニスクス・ガングリオンの２症例
  大阪労災病院整形外科
   清水　隆修・土居　照夫・平田　宗興

13． 足変形の病因　̶診断の一助としての組織化学的検索
  大阪大整形外科
   中村　昌弘・大下　舜治・広田　茂明
   青木　康彰・青野　充志・小野　啓郎

14． os sustentaculum tail の一例
  大阪医大整形外科
   森下　　忍・武田　勝雄・石村　俊信
   池田　克己

15． Adams-Marquardt 法足関節固定術の経験
  和歌山赤十字病院整形外科
   柏木基之亮・岡本　靖範・丸山　節夫

16． 初期像を呈した両側アキレス腱黄色腫の一例
  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・西岡　淳一・七川　歓次

17． 前回報告した骨外性骨肉腫と胃癌の合併例の剖検結果
について

  和歌山医大整形外科
   坂田　仁彦・嶋　　良宗・桜井　啓一
   岡　　正孝・三木　保史・西田　秀樹
  和歌山医大第二病理
   川端　良樹
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第158回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年１月19日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 骨肉腫症例に対する Ifosfamide の使用経験
  日生病院整形外科
   大向　孝良・野村　　正・田中　治和
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・奥野　宏直・高見　勝次
   箕輪　恵次・大草　良夫

２． Fibrous xanthoma と診断された大腿骨遠位部骨腫瘍
の１例

  大阪回生病院整形外科
   吉岡　裕樹・渡辺　　優・八尾　修三
   戸祭　喜八
  神戸大整形外科
   内藤　二郎

３． 距骨に発生した骨のう腫と思われる１症例
  神戸大整形外科
   吉矢　晋一・渡辺　康司・武部　恭一
   前田　昌穂・水野　耕作

４． 𦙾骨ガングリオンの１症例
  関西医大整形外科
   森本　清一・浜田　　彰・切目　　勲
   柴田　大法
  関西医大中検病理
   泉　　春暁

５． 前節遺残のため再手術を要した半月板切除術後の二症
例

  大阪大整形外科
   後藤　一平・右近　良治・史　　根生
   那須　範満・小野　啓郎
  大阪中央病院整形外科
   清水　信幸・林　　　宏

６． 最新経験したタナ障害の２例
  京都府立医大整形外科
   久保　俊一・菅　　知行・山下　文治

７． 肩の疼痛を主訴とした手根管症候群の１例
  京都大整形外科
   須藤　容章・上羽　康夫・吉川　順介
  京都大第一病理
   岡本　英一

８． 両側性にみられた外傷性腓骨筋腱脱臼の１例
  奈良医大整形外科
   北田　　力・増原　建二・山下　正道
   海野　正登
  三室病院整形外科
   高倉　義典・勝井　建彦

９． 上腕骨小頭骨折の治療経験
  大阪医大整形外科
   宮地　芳樹・阿部　宗昭・池田　克己
   小野村敏信

10． カプラン症候群を疑わせる一症例について
  天理病院整形外科
   岩瀬　方人・宮崎　和躬・児玉　芳重
   中井　　徹・玉木　茂行・松田　文秀

11． Hand-Schüller-Christian 病の一例
  兵庫医大整形外科
   福田　紅生・楊　　鴻生・立石　博臣
   円尾　宗司・中野　謙吾

12． 興味深い骨髄炎の二症例
  近畿大整形外科
   好井　　覚・嶋　　充浩・糸数　万正
   喜多　　寛・田中　清介

13． 長期間の経過をとった慢性骨髄炎に対する我々の治療
法について

  橋本市民病院整形外科
   辻　　秀輝・木浦　賀文
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗
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第159回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年２月16日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 小児の腰部に発生した浸潤性脂肪腫の一例
  京都府立医大整形外科
   松本　　憲・岩破　康博・伴　真二郎
   宮本　達也・榊田喜三郎
  京都府立医大中検病理
   島田　信男

２． 全片側骨盤切除術の経験
  大阪市大整形外科
   箕輪　恵次・石田　俊武・奥野　宏直
   高見　勝次・大草　良夫
  日生病院整形外科
   野村　　正・大向　孝良・田中　治和

３． 頸椎部ノイリノーマの二例
  大阪医大整形外科
   松居　孝一・小野村敏信・津田　精一
   遠藤　　紀・石村　俊信・横山　晴一

４． 結核性脊椎炎と誤って診断した脊椎腫瘍の一例
  大阪大整形外科
   平井三千夫・青野　充志・岡田　孝三
   細谷　　徹・那須　範満・濱田　秀樹
   小野　啓郎

５． 最近経験した仙骨々髄腫の一例
  京都大整形外科
   種部　直之・嶋村　俊一・藤原　祐三

６． 椎体に発生した Schwannoma の一症例
  和歌山医大整形外科
   坂田　仁彦・嶋　　良宗・上好　昭孝
   桜井　啓一

７． ３剖検例よりみた転移性脊椎腫瘍による脊髄病変につ
いて

  兵庫医大整形外科
   人羅　俊雄・和田　剛正・円尾　宗司
   中野　謙吾

８． 肩甲骨高位症の一治験例
  奈良医大整形外科
   矢島　弘嗣・尾崎　二郎・三井　宣夫
   保利　喜英・増原　建二

９． 胸骨病的骨折の２症例
  県立淡路病院整形外科
   井上　博司・松井　英互・鈴木　国夫
   和田　光知
  県立淡路病院内科
   山田　　勤・松本　換良

10． Sterno-costo-clavicular hyperostotic syndrome の一症
例

  近畿大整形外科
   宗円　　聡・好井　　覚・岡　　正典
   田中　清介

11． 我々の考案した膝関節手術後療法装置について
  関西医大整形外科
   浜田　　彰・杉立　山治・森　　良樹
   小川　亮惠・森　　益太

12． 踵骨関節内骨折の取り扱いについて
  京都府立医大整形外科
   松本　　憲・榊田喜三郎・今井　　亮
   玉井　和夫・管　　知行

13． 外傷により発症した combined compartment syndrome 
の一例

  神戸大整形外科
   井口　哲弘・武部　恭一・水野　耕作

14． 上腕骨遠位骨端離開について
  明和病院整形外科
   増田　重夫・塩田　晃司・松下　　績
   柏木　大治
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第160回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年４月26日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 先天性膝関節脱臼の６例
  奈良医大整形外科
   岩本　　弘・塩見　俊次・長鶴　義隆
   玉井　　昭・藤沢　義之・増原　建二
  東大寺整肢園
   海野　正登・三馬　正幸・大谷　真杉
   横林　宜博
  済生会奈良病院整形外科
   船内　正恒
  済生会富田林病院整形外科
   水本　　茂・城戸　　光

２． 大腿骨遠位端に発生した巨大な Non-ossifying Fibroma 
の一症例

  大手前病院整形外科
   藤本　　誠・吉川　隆啓・原田　　稔
   永岡　潤吉
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫

３． 良性軟骨芽細胞腫の２例
  関西医大整形外科
   切目　　勲・矢倉　久義・柴田　大法

４． 脊椎のコンドロカルシノーシスについて
  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・西林　保朗・緒方　正雄
   松井　清明・七川　歓次

５． 足関節変化をきたした Congenital familial sensory 
neuropathy with anhidrosis（全身無汗無痛症）の姉妹
例

  国立舞鶴病院整形外科
   加藤欣士郎・柳川　哲二・李　　成中
  国立鯖江病院整形外科
   牧野督太郎
  京都府立舞鶴こども療育センター整形外科
   調　　幸治
  京都府立医大小児科
   福原　宏一

６． Charcot-Marie-Tooth 病の１家系３症例について
  兵庫医大リハビリテーション
   原田　義昭・中野　恭一・藤原　　誠
  神戸大中検病理
   岡田　　聡

７． 最近経験した小児の化膿性股関節炎について
  大阪医大整形外科
   横山　晴一・武田　勝雄・森下　　忍
   松居　孝一・小野村敏信
  大阪第二警察病院整形外科
   上出　茂夫

８． 高度の外反膝変形に対し全関節置換術を行った一例
  近畿大整形外科
   喜多　　寛・広藤　栄一・浜　　弘道
   田中　清介

９． Mutilans 変化を来たした RA の一例
  神戸大整形外科
   北　　　潔・石川　　斉

10． 術後経過に難渋した頸椎前方固定の一例
  兵庫医大整形外科
   鄭　　仁秀・丸岡　　隆・圓尾　宗司
   中野　謙吾

11． 分離症などを伴わない特発性頸椎辷りの一例
  和歌山医大整形外科
   太田　　晃・嶋　　良宗・綿貫　昭則
   吉田　宗人

12． 小児の頸椎椎間板石灰化症の１例
  大阪回生病院整形外科
   吉岡　裕樹・渡辺　　優・八尾　修三
   戸祭　喜八
  大阪回生病院小児科
   島　　純子

13． 頸椎カリエスの一例
  神戸大整形外科
   田中　和具・松田　俊雄・栗原　　章

14． 掌蹠膿疱症に伴う Axial Spondylo-arthritis の２例
  松阪中央病院整形外科
   中田　和光・浅野　正文・上久保鉄夫
   高井　哲郎
  奈良医大整形外科
   増原　建二

15． 中足骨短縮症に対する ceramic implant の試み
  大阪大整形外科
   米延　策雄・多田　浩一・栗崎　英二
   高岡　邦夫・敷田　卓治

16． 踵骨載跡突起形成術による外反扁平足観血的治療の経
験

  東大阪市立中央病院整形外科
   山下　正道・梅垣　修三・広岡　靖隆
   藤原　　博・大根田　豊
  東大寺整肢園
   横林　宜博・大谷　真杉・三馬　正幸
   海野　正登
  奈良医大整形外科
   増原　建二・北田　　力・高倉　義典
   勝井　建彦

17． 膝蓋靱帯断裂の６例
  京都府立医大整形外科
   玉井　和夫・松本　　憲・山下　文治
   菅　　知行・榊田喜三郎
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第161回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年６月21日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 最近経験した大理石骨病の２症例
  大阪医科大整形外科
   土肥　恒夫・山本　　定・遠藤　　紀
   小野村敏信

２． ムコ多糖症Ⅵ型（Maroteaux-Lamy 症候群）の一例
  大阪市大整形外科
   西村　典久・石田　俊武
  大阪市大小児科
   田中あけみ・山岡小百合

３． 二組の兄弟にみられた Multiple Epiphyseal Dysplasia
  のじぎく療育センター整形外科
   有本　　進・金原　宏之

４． 前骨間神経麻痺と後骨間神経麻痺を合併した１例
  神戸大整形外科
   渡辺　康司・武部　恭一・水野　耕作

５． 多発神経炎の10症例　̶とくにその機能回復につい
て̶

  兵庫医大リハビリテーション
   中野　恭一・藤原　　誠・原田　義昭

６． 滑膜切除術で処理した手関節部 PVS の１例
  関西医大整形外科
   亀山　　修・西川　正治・切目　　勲
   柴田　大法
  県立塚口病院
   辻　　丈夫

７． 最近経験した肘関節結核の一例
  市立加西病院整形外科
   市橋　研一・金沢　秀和・高岡　　功
   坂部　泰彦

８． 再生不良性貧血に合併した多発性化膿性関節炎の一剖
検例

  兵庫医大整形外科
   郭　　修章・丸岡　　隆・楊　　鴻生
   立石　博臣・中野　謙吾
  兵庫医大第１病理
   窪田　　彬

９． 上方における先天性内反足の歴史
  大阪市大整形外科
   島津　　晃・岡島　幹雄

10． Glomus tumor の１例
  国立京都病院整形外科
   波多野弘次・平田　健作・小川　哲哉
   伊藤　博康・松村　友昭・大谷　　碧

11． 人工骨頭置換術を施行した上腕骨傍骨性骨肉腫の一例
  近畿大整形外科
   好井　　覚・岡　　正典・広藤　栄一
   浜　　弘道・田中　清介

12． Fibromatosis colli の１症例
  神戸大整形外科
   金谷　整亮・前田　昌穂・司馬　良一

13． 膝関節滑膜血管腫の１例
  京都府医大整形外科
   田中　昭彦・長谷　　斉・伴　真二郎
   山下　文治

14． 上腕骨病的骨折　７例の治療経験
  東大阪市立中央病院整形外科
   大根田　豊・梅垣　修三・広岡　靖隆
   藤原　　博・山下　正道
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫

15． 脊髄腫瘍を併発した Werner 症候群の一症例
  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・中井　　徹
   児玉　芳重・岩瀬　方人・斉藤　哲文
  京都大整形外科
   玉木　茂行

16． Intrasacral occult meningocele を疑われた一症例
  京都大整形外科
   増田　和人・四方　実彦・樫本　龍喜
   山室　隆夫
  京都大病理
   南風原英文

17． 外傷性仙腸関節脱臼の１例
  紀南病院整形外科
   植野　　裕・納田　　務・松崎　交作

18． 両側同時 THR 施行例の検討
  大阪大整形外科
   青木　康彰・敷田　卓治・井上　明生
   高岡　邦夫・細谷　　徹・西塔　　進

19． 特発性両側上腕骨壊死の一症例
  大阪府立病院整形外科
   芹原　良平・浜田　博朗・児島　義介
   明石　悠嗣・船本　宜男
  大阪府立看護短大
   小倉　博人

20． 少年野球選手の肘関節検診成績について
  明和病院整形外科
   塩田　晃嗣・中村　　純・内藤　二郎
   松下　　績・柏木　大治



- 160 -

第162回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年７月19日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階会議室

１． 両側上腕骨滑車形成不全を伴った両側尺骨神経麻痺の
一例

  京都大整形外科
   北大路正顕・古田　貢一・伊藤　一忠
   梁瀬　義章・山室　隆夫

２． 断裂を伴った内側半月板ガングリオンの１例
  国立京都病院整形外科
   波多野弘次・平田　健作・伊藤　博康
   松村　友昭・大谷　　碧

３． 小児膝関節 Synovial chondromatosis の１例
  奈良医大整形外科
   島屋　正孝・岩本　　弘・塩見　俊次
   三馬　正幸・山口　武史・三井　宜夫
   藤沢　義之・増原　建二

４． 再発を繰返し，脛骨内へ侵蝕を来した PVS の１例
  神戸大整形外科
   松原　　司・石川　　斉・広畑　和志

５． 肘頭窩に発生した滑膜血管腫の１例
  明和病院整形外科
   内藤　二郎・中村　　純・松下　　績
   柏木　大治
  神戸大中検病理
   岡田　　聰

６． 橈骨中枢部に発生した osteoid osteoma の一治験例
  大阪医大整形外科
   森下　　忍・阿部　宗昭・池田　克己
   小野村敏信

７． 第２頸椎レベルに発生した meningioma の一例，特
にその神経学的症状について

  関西医大整形外科
   中村　清稲・上田　英博・切目　　勲
   浜田　　彰・柴田　大法

８． 脊髄麻痺を呈し診断困難であった骨粗鬆症による第
12胸椎圧迫骨折の１例

  京都府医大
   田中　昭彦・岩破　康博・長谷　　斉
  健康保険鞍馬口病院
   川上　　登・小田良之輔

９． 小児僧帽筋拘縮の１例
  信原病院
   塚西　茂昭・池田　　均・信原　克哉

10． 種子骨嵌入により母指屈曲障害を来たした一症例
  近畿大整形外科
   糸数　万正・岡　　正典・嶋　　充浩
   田中　清介
  PL 病院
   青野　　寿

11． 月状骨周囲脱臼の４例について
  兵庫医大整形外科
   谷口　　睦・和田　剛正・畑中　正稔
   中野　謙吾

12． 骨盤内靱帯骨化の１例
  和歌山医大整形外科
   河原　史郎・嶋　　良宗・上好　昭孝
   原田　　基・檀上　茂人・前田　敏正

13． Multicentric reticulohistiocytosis の一症例
  大阪大整形外科
   藤原　桂樹・岩瀬　六郎・越智　隆弘
   岡部　紀和・小野　啓郎

14． パーキンソン症候群に於ける全人工股関節術施行例の
経験

  大阪市大整形外科
   鳴嶋　真人・島津　　晃・浅田　莞爾
   大草　良夫
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第163回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年９月27日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． 膝関節 aA-P laxity について
  関西医大整形外科
   羽原　七生・浜田　　彰・西村　秀樹
   中谷　　進・松島　理郎・小川　亮恵

２． 膝蓋骨離断性骨軟骨炎の１例
  東大阪市立中央病院整形外科
   藤原　　博・大根田　豊・山下　正道
   広岡　靖隆・梅垣　修三
  奈良医大整形外科
   塩見　俊次・藤沢　義之

３． 下腿皮下結節をみた筋肉内囊虫症の１例
  市立堺病院整形外科
   田上　実男・大村　宗久・富山　徹夫
   本郷　一郎・柳谷　幸敏
  大阪大微研寄生虫学部
   中村　敏夫

４． 先天性脛骨欠損症の治療経験
  大阪大整形外科
   橋本　一彦・中村　昌弘・大下　舜治
   多田　浩一

５． Acrocephalosyndactyly（Apert’s 症候群）の２例（主
として手の問題について）

  大阪市大整形外科
   東　　晴彦・藤原　良江・楠　　正敬
   田中　治和・西村　典久・森下　常一
   安部　治郎・関谷　博之・豊島　　泰

６． 梅毒性骨炎を思わせる一症例
  和歌山医大整形外科
   嶋　　公大・原田　　基・檀上　茂人
   木下　裕文

７． Synovial Chondrosarcoma と思われた１例
  京都大整形外科
   坪山　直生・大辻　孝昭・小柳　博彦
   琴浦　良彦・藤原　祐三
  京都大中検病理
   中嶋　安彬

８． 肩甲骨に発生した骨のう腫の２例（うち疑診１例）
  大阪鉄道病院整形外科
   姜　　　武・重本　裕子・芹原　良平
   大田　　寛

９． Patella に発生した benign chondroblastoma の１例
  大阪医大整形外科
   石村　俊信・小野村敏信・横山　晴一
  大阪医大中検病理
   黒川　彰夫
  枚方市民病院整形外科
   武田　勝雄

10． 脛骨近位端に発生した骨巨細胞腫の１手術例
  北摂病院整形外科
   左海　宏夫・濱口　卓也・田中真一郎

11． 橈骨巨細胞腫に試みた人工手関節置換術の１例
  神戸大整形外科
   前田　昌穂・水野　耕作・司馬　良一
   渡辺　康司・広畑　和志

12． 人工骨頭置換術を行なった脛骨々肉腫の一例
  近畿大整形外科
   好井　　覚・山本　　哲・糸数　万正
   嶋　　充浩・田中　清介

13． 高 g -グロブリン血症を合併した RTA（renal tubular 
acidosis）の一症例

  大阪府立成人病センター整形外科
   平井三千夫・小松原良雄

14． 当教室にて経験した悪性高熱症の一例
  京都府医大整形外科
   日下　義章・白井　幸裕・勝見　泰和
   田中　昭彦・平沢　泰介
  京都府医大麻酔科
   二岡　祥子

15． 脊髄症状を伴った Oleoma の１症例
  天理病院整形外科
   岩瀬　方人・宮崎　和躬・中井　　徹
   笠原　勝幸・松田　文秀・斉藤　哲文

16． 頸椎後縦靱帯骨化症と頸椎黄色靱帯化症の合併につい
て

  滋賀医大整形外科
   緒方　正雄・福田　真輔・七川　歓次

17． 四肢不全麻痺を来した急性脊髄硬膜外膿瘍の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   高田　秀彰・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・大寺　和満・高矢　康行
   田中　大也

18． 腰椎々間板ヘルニアとの鑑別を要した傍脊椎部悪性腫
瘍の３例

  兵庫医大整形外科
   植木　隆平・楊　　鴻生・円尾　宗司
   中野　謙吾
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第164回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年10月18日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． 慢性腎不全にみられた二次性副甲状腺機能亢進症の一
例

  和歌山医大整形外科
   河原　史郎・嶋　　良宗・寺尾　賢秀

２． 放射線治療後の股関節障害の一治験例
  北野病院
   田中　千晶・浜田　　勲・板倉　宏次
   高木　治樹・佐藤　愛二

３． Spondylo-epiphyeal dysplasia tarda の一症例
  大阪府立成人病センター整形外科
   小亀　正春・小松原良雄

４． 月状骨に発生した骨内ガングリオンの一例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   丸野　博敏・藤田　直己・園田　万史
   藤田　久夫

５． 左中指 turret exostosis の一例
  京都府医大整形外科
   鎌田雄一郎・松本　　憲・小島　　修
   榊田喜三郎

６． パラチフス C 菌による肋骨骨髄炎の１例
  関西医大整形外科
   切目　　勲
  関西医大中央検査部
   木村　雅英
  関西医大病態検査
   村田健二郎

７． 血行性頸椎椎間板炎の一例
  市立泉佐野病院整形外科
   河井　秀夫・岸本すみれ・岡山　　孝

８． Os acetabuli traumaticum の一症例
  京都大整形外科
   藤原　正利・玉木　茂行・梁瀬　義章
   山室　隆夫
  京都大病理
   中嶋　安彬

９． 橈骨遠位端骨折̶経皮鋼線固定
  大阪府立病院救急医療専門診療科
   政田　和洋
  市立川西病院
   門脇　　徹・辻井　　潔

10． 尺骨神経麻痺を合併した上腕骨内上顆骨折片関節内嵌
入の一例

  大阪医大整形外科
   土肥　恒夫・阿部　宗昭・池田　克己
   大島　正義・小野村敏信

11． 線溶亢進を伴い正中・尺骨神経麻痺を合併した前腕骨
骨折例

  近畿大整形外科
   広藤　栄一・喜多　　寛・宗円　　聡
   田中　清介
  近畿大第３内科
   入交　清博

12． 末端肥大症にみられた手根管症候群の１症例
  神戸大整形外科
   佐藤　　進・鵜飼　和浩・武部　恭一
   広畑　和志

13． Dupuytren 拘縮における McCash 法の小経験
  兵庫医大整形外科
   橋本　一廣・楊　　鴻生・畑中　生稔
   中野　謙吾
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第165回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年11月29日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． 足部変形を伴なった限局性鞏皮症の一例
  兵庫医大整形外科
   宮崎　博史・和田　剛正・立石　博臣

２． 距骨滑車に発生した離断性骨軟骨炎の三例
  奈良医大整形外科
   佐々木裕次・北田　　力・増原　建二

３． 脛骨結節剝離骨折の一治験例（Watson-Jones III 型）
  関西医大整形外科
   亀山　　修・鈴木　　宏・納富　　隆
   森　　良樹・浜田　　彰

４． 骨内外に交通していた肘頭部ガングリオンの一例
  京都府医大整形外科
   宮本　達也・松本　　憲・今井　　亮
   伴　真二郎・榊田喜三郎

５． 多発性関節痛を伴った原発性副甲状腺機能亢進症の一
例

  近畿大整形外科
   宗円　　聡・近藤　　誠・糸数　万正
   田中　清介

６． 両手両足に発生した特異な多合指症
  京都大整形外科
   石田　文明・古田　貢一
   ターウォン・ラタナスィリ
   上羽　康夫

７． 両側示指，小指にみられた Kirner 変形
  神戸大整形外科
   前沢　範明・司馬　良一・広畑　和志

８． hereditary sensory neuropathy type II の１例
  大阪大整形外科
   白崎　信己・中村　昌弘・岩瀬　六郎
   大下　舜治・小野　啓郎

９． 頸髄圧迫症状を呈した遺伝性多発性外骨腫の１例
  大阪医大整形外科
   岩井　宏次・横山　晴一・遠藤　　紀
   小野村敏信

10． 頸椎前方固定術術後，短期間に頸椎間板々ヘルニアを
発症した１例

  和歌山医大整形外科
   吉田　宗人・綿貫　昭則・太田　晃行
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第166回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和55年12月20日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 腎透析中に両下肢麻痺を呈した硬膜外結核腫の１例
  近畿大整形外科
   近藤　　誠・富原　光雄・溝畑　茂一
   広藤　栄一・田中　清介
  近畿大第３内科
   今田　聡雄

２． 母趾種子骨無腐性壊死の１例
  大津赤十字病院整形外科
   種部　直之・須藤　容章・藤田　義嗣
   別府　徹己・光野　一郎・藤田　　仁

３． 左第４趾間に生じた Malignant Melanoma の治療上
の問題点

  関西医大整形外科
   上田　英博・藤本　　聡・波多野　泉
   田中　純一・柴田　大法・森　　益太

４． malignant melanoma の３症例
  大阪労災病院
   草部　拓造・土井　照夫・清水　孝修
   平田　宗興・嶺　　義信

５． 後 腹 膜 腔 坐 骨 神 経 由 来 の solitary malignant 
schwannoma の一例

  大阪府立成人病センター
   平井三千夫・小松原良雄

６． 再発をくり返した正中神経腫瘍
  奈良医大整形外科
   藤井　繁昌・福居　顕宏・三井　宜夫
   玉井　　進

７． 胸椎後縦靱帯骨化を伴った胸髄腫瘍の一例
  兵庫医大整形外科
   横山　正博・新井　永実・円尾　宗司
   中野　謙吾

８． Hypertrophic spinal pachymeningitis の１例
  京都大整形外科
   池田　　登・四方　実彦・若林　　詔
   山室　隆夫
  国立療養所宇多野病院
   小堀　　真
  京都市身障者リハビリテーションセンター
   増田　和人

９． 高度の脊柱側彎症を伴った Marfan 症候群の一手術例
  京都府医大整形外科
   岡田　陽生・渡辺　俊彦・岩破　康博

10． 高度腰椎辷り症に対する手術経験
  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・中井　　徹
   笠原　勝幸・岩瀬　方人・斉藤　哲文

11． いわゆる胸肋鎖骨間骨化症の組織所見
  市立堺病院整形外科
   大村　宗久

12． 陳旧性肩関節脱臼整復例の１例
  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・望月　與弘・七川　歓次

13． 関節内異物（ガラス片）による膝関節血腫の１例
  大阪医大整形外科
   小田　明彦・岸本　郁男・小野村敏信

14． 離断性骨軟骨炎に対する骨釘移植（Wagner 法）の経
験

  神戸大整形外科
   木村　真二・司馬　良一・武部　恭一
   大野　　修・広畑　和志

15． 関節鏡視下で経皮的に Drilling を行い良好な経過を
辿った右膝離断性骨軟骨炎の１例

  大阪大整形外科
   井上　雅裕・中嶋　　洋・史　　根生
   小野　啓郎

16． Resection Angulation Operation 施行後の全人工股関
節置換術例

  大阪市大整形外科
   堀澤　欣弘・浅田　莞爾・西村　典久
   島津　　晃
  北市民病院整形外科
   岡島　幹雄
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第167回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年１月24日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． いわゆる unresolved Osgood-Schlatter lesion の二例
  滋賀医大整形外科
   緒方　正雄・七川　歓次

２． Blount 病の早期骨端線部分閉鎖に対する骨性架橋切
除および肋軟骨移植の経験

  京都府立医大整形外科
   原　　浩史・白井　幸裕・山下　文治
   榊田喜三郎
  北村整形外科
   北村　修一

３． 最近経験した膝蓋軟骨軟化症の２例
  橋本市民病院整形外科
   岡　　正孝・辻　　秀輝
  和歌山医大整形外科
   木浦　賀文・嶋　　良宗

４． 大腿骨頭離断性骨軟骨炎により可動性制限をきたした
一例

  奈良医大整形外科
   藤井　繁昌・三井　宜夫・上野　良三

５． レ線像上𦙾骨踝部に骨透明巣を呈した二例
  京都大整形外科
   田縁　千景・藤田　十佐・藤原　祐三
  京都大中検病理
   南風原英之

６． Periosteal および intraosseous ganglion の各１例
  日生病院整形外科
   宋　　景泰・野村　　正・大向　孝良
  大阪市大整形外科
   石田　俊武・奥野　宏直・鍵山　博士
   西村　典久

７． 長母指屈筋腱と示指深指屈筋腱への連絡を有した破格
筋の一例

  大阪医大整形外科
   宮本　茂好・池田　克己・阿部　宗昭

８． 熱圧挫傷による指と手掌部損傷例の一治療経過
  兵庫医大整形外科
   松本　　学・根来　秀明・丸岡　　隆
   畑中　生稔・中野　謙吾

９． 副甲状腺癌による原発性副甲状腺機能亢進症（骨型）
の一例

  神戸大整形外科
   宇野　和子・鷲見　正敏・木村　　浩
   水野　耕作
  神戸大第三内科
   筒泉　正春

10． Marfan 症候群に合併した脊柱変形について
  大阪大整形外科
   冨士　武史・岡田　孝三・小島伸三郎
   小野　啓郎
  大阪労災病院整形外科
   天野　敬一

11． Kashin-Beck 氏病の一例
  大阪市大整形外科
   河合　栄蔵・森下　常一・西村　典久
   田島　孝治・佐々木健陽・島津　　晃

12． 小児頸椎々間板石灰化症の一例
  神戸中央市民病院整形外科
   田中　大也・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・高田　秀彰・大寺　和満
   高矢　康幸・安東　寛泰・森　　　徹

13． 骨軟部腫瘍のゼログラフィーの検討
  大阪府立成人病センター整形外科
   小亀　正春・小松原良雄
  大阪府立成人病センター放射線科
   梶田　明義

14． 股関節結核に対する Salvage
  大阪警察病院整形外科
   美延　幸保・中田　靖子・久保　雅敬
   広瀬　一史・米田　　稔・吉岡　順朗

15． 大腿部巨大腫瘤を来たした慢性骨髄炎の一症例
  近畿大整形外科
   奥平　　哲・嶋　　充浩・糸数　万正
   好井　　覚・喜多　　寛・大内　　勉
   田中　清介

16． Iatrogenic な Spondylitis により下肢麻痺をきたした
１例

  大阪府立病院整形外科
   太根康吉郎・児島　義介・辻林　啓幸
   横山　義弘・舩本　宜男・原田　一孝
   浜田　博朗
  大阪府立看護短期大
   小倉　博人
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第168回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年２月21日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． Mirror hand に対して手関節，肘関節の再建手術を
行った一例

  大阪大整形外科
   金　　哲彦・多田　浩一・露口　雄一
   小野　啓郎

２． ウニ棘による指関節・腱鞘滑膜炎の経験
  関西医大整形外科
   納冨　　隆・浜田　　彰・守上真珠美
   小川　亮恵

３． 手に発生した Nodular fascitis の一例
  神戸大整形外科
   木村　真二・島崎　和久・前田　昌穂
   水野　耕作・広畑　和志

４． 右大菱形骨の骨結核と思われる一症例
  国立明石病院整形外科
   岡田　幸也・森本　一男
  神戸大整形外科
   島崎　和久

５． PGE．持続動注法により治癒した Buerger’s disease 
の１症例

  八尾市立病院整形外科
   中田　森男・黄　　和周・原田　　茂
  大阪警察病院
   広瀬　一夫

６． 腸骨窩血腫による大腿神経麻痺の一症例
  京都市立病院整形外科
   武田　信己・森　　英吾・太田　和夫
   浜本　　肇・一坂　　章・吉河　正人
  真鍋整形外科
   真鍋克次郎

７． 距腿関節の運動動態の幾何学的吟味
  大阪市立大整形外科
   林　　俊一・島津　　晃

８． 膝蓋骨に発生した骨腫瘍の２例
  京都府医大整形外科
   高井　信朗・伴　真二郎
  明石市民病院整形外科
   大浦　五郎・四方　義朗

９． 923個に及ぶ多量の米粒体を含有した RA 患者の三角
筋下滑液包炎の一例

  松下病院整形外科
   渡辺　　晋・川北　 三・吉岡　克己
   立沢　喜和
  松下病院病理
   安達　　弘
  京都府医大整形外科
   久保　俊一

10． 診断困難だった成人の化膿性股関節炎の１例
  兵庫県県立淡路病院整形外科
   鄒　　喨光・北　　　潔・鈴木　国夫
   松井　英互

11． 大腿骨頭辷り症の二症例
  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・西林　保朗・西岡　淳一
   七川　歓次

12． 脊髄及び上肢に発生した Schwannoma の１例
  和歌山医大整形外科
   寺尾　賢秀・上好　昭孝・吉田　宗人
   河原　史郎

13． 椎体浸蝕を伴った巨大な脊髄腫瘍の２例
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本利美雄・加賀　完一・黒津　清明
   峠　　憲二
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   川津　伸夫
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   尾藤　昭二

14． 局所に再発し，腰椎，骨盤の骨破壊を来たした Intra-
spinal malignant meningioma の一例

  石川島播磨病院整形外科
   姜　　寿学・山本　　武
  島根医大整形外科
   大西　紀夫・田中　瑞雄

15． 陳旧性腰仙椎脱臼骨折に対して，Harrington rod を使
用した１症例

  近畿大整形外科
   山本　　哲・広藤　栄一・溝畑　茂一
   田中　清介

16． 西宮市芦屋市のモアレによる側彎検診
  兵庫医大整形外科
   和田　剛正・円尾　宗司・宮崎　博史
   中野　謙吾

17． 手根骨・足根骨癒合を伴う先天性側彎症の１例
  大阪医大整形外科
   古東　司朗・遠藤　　紀・小野村敏信

18． 背部に巨大腫瘤を伴った Neurofibromatosis による脊
柱側彎症の一治験例

  兵庫県立のじぎく療育センター
   山本　真之・谷口　　睦・井口　哲弘
   白石　英典・矢野　　悟・稲松　　登
   金原　宏之

19． 肩鎖関節脱臼をともなった烏口突起骨折の１例
  大津赤十字病院整形外科
   藤田　義嗣・須藤　容章・種部　直之
   別府　徹己・光野　一郎・藤田　　仁
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20． 先天性両前腕骨内側方脱臼の観血的治療例
  京都大整形外科
   藤原　正利・古田　貢一・上羽　康夫
   ターウォン＝ラタナスィリー
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第169回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年４月25日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． Tumoral calcinosis の一症例
  神戸労災病院整形外科
   山崎　京子・坂田　敏郎・王　　昭宏
   荒堀弥須男・栗原　　章・藤原　　朗
   前之園三郎

２． 鏡視下半月板制動術の一例（陳旧性，内側半月板広範
囲外周線部断裂例）

  京都大整形外科
   伊藤　一忠・宮本　敏広・玉木　茂行
   山室　隆夫

３． 再置換を行った片側マーマー型人工膝関節の１例
  兵庫医大整形外科
   丸岡　　隆・立石　博臣・桜井　　修

４． 最近経験した膝蓋骨亜脱臼の１例
  大阪医大整形外科
   金　　基中・岸本　郁男・宮本　茂好

５． 陳旧性足関節脱臼骨折の一例
  近畿大整形外科
   溝畑　茂一・広藤　栄一・山本　　哲
   田中　清介

６． 肩関節部に発生した色素性繊毛結節性滑膜炎の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   大澤　　傑・峠　　憲二・上林　健二
   斉藤　正伸・松河　光弘・川端　秀彦
   細谷　　徹・山本利美雄

７． 前腕にみられた先天性偽関節と思われる２例
  市立加西病院整形外科
   渡辺　康司・田中　和具・高岡　　功
   坂部　泰彦

８． 石灰化を呈した腱鞘の巨細胞腫の１例
  大津赤十字病院整形外科
   須藤　容章
  大津赤十字病院中検病理
   雑賀　興慶

９． 骨変化を伴った手部脂肪腫の１例
  神戸大整形外科
   藤井　正司・裏辻　雅章・前田　昌穂
   水野　耕作

10． 足根間関節，真菌性関節炎の１例
  関西医大整形外科
   矢倉　久義・西川　正治・中村　清稲
   浜田　　彰・小川　亮恵

11． 骨軟化症の２例
  天理病院整形外科
   岩瀬　方人・宮崎　和躬・中井　　徹
   笠原　勝幸・松田　文秀・斉藤　哲文

12． 上位頸髄腫瘍の１例
  北兵庫整形外科センター整形外科
   吉岡　裕樹・有田　親史・小林　郁雄
  神戸大麻酔科
   西垣　秀一

13． 第６胸椎脱臼骨折の一症例
  京都府医大整形外科
   茶谷　賢一・岩破　康博
  鞍馬口病院
   川上　　登

14． 突然に両下肢麻痺を来し，自然寛解を得た１症例
  北野病院整形外科
   板倉　宏次・浜田　　勲・高木　治樹
   田中　千晶・佐藤　愛二

15． Neuroblastoma に対する放射線治療後に発生した大腿
骨頭辷り症の一例

  奈良医大整形外科
   佐々木裕次・上野　良三・玉井　　昭
   猪木　佑三

16． Rapidly destructive coxopathy の一症例
  神戸大整形外科
   松澤　　隆・司馬　良一・松田　俊雄
   鵜飼　和浩・岡田　幸也・広畑　和志

17． 頭蓋咽頭腫摘出後の大腿骨頭壊死全人工股関節手術の
１例

  大阪市大整形外科
   河合　栄蔵・島津　　晃・岡島　幹雄
   浅田　莞爾・尾原　善和・鍵山　博士
   片平　卓男
  大阪市大第２内科
   森井　浩世・竹村　　猛

18． Sheehan 症候群に合併した大腿骨頭壊死の一例
  大阪大整形外科
   橋本　一彦・清水　信幸・高岡　邦夫
   井上　明生・小野　啓郎
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第170回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年５月16日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 血清 a-fetoprotein が陽性を示した，肝臓転移を伴な
わない腎癌（骨転移）の一剖検例

  大阪市大整形外科
   森下　常一・石田　俊武・鍵山　博士
   西村　典久
  日生病院整形外科
   奥野　宏直

２． 右腸骨に発生した巨大な chondroblastoma with 
aneurysmal bone cyst の一例

  大阪大整形外科
   原田　育生・中島　　洋・姜　　　武
   栗崎　英二・洪田　秀樹・水島　哲也

３． 家族性多発性軟骨性外骨腫における腸骨翼の巨大外骨
腫の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   松河　光弘・山本利美雄・峠　　憲二
  大阪警察病院整形外科
   米田　　稔

４． 骨巨細胞腫に対する人工膝関節の再置換の一例
  和歌山医大整形外科
   河原　史郎・上好　昭孝・木浦　賀文

５． 膝蓋骨に発生した Aneurysmal Bone Cyst の１例
  京都大整形外科
   伊藤　一忠・西坂　米昭・小柳　博彦
   玉木　茂行・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大中検病理
   南風原英文

６． 月状骨々内ガングリオンの一例
  神戸大整形外科
   市橋　研一

７． 大腿二頭筋皮下断裂の１症例
  大阪労災病院整形外科
   清水　孝修・平田　宗興・頼　　　功
   嶺　　義信・永田　清員
  浅香山病院整形外科
   和久　尅巳・中根　勇平

８． 後十字靱帯損傷と内側々副靱帯損傷の合併した一例
  神戸大整形外科
   藤井　正憲・松原　　司・武部　恭一
   広畑　和志

９． 頸椎前縦靱帯骨化により，嚥下困難をきたした１例
  天理病院整形外科
   斎藤　哲文・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   松田　文秀・岩瀬　方人・中井　　徹

10． 頸椎骨軟骨症（Keegan 型）の一症例
  近畿大整形外科
   大内　　勉・糸数　万正・菊池　　啓
   広藤　栄一・田中　清介

11． 腰部硬膜外膿瘍の一例
  神戸労災病院整形外科
   坂田　敏郎・山崎　京子・王　　昭宏
   荒堀弥須男・栗原　　章・藤原　　朗
   前之園三郎

12． 最近経験した関節結核の三例
  明和病院整形外科
   伊熊　貢秀・中村　　純・松下　　績
   柏木　大治

13． 骨頭の離解をきたした乳児大腿骨頸部髄炎の１例
  京府立医大整形外科
   柏木　政哉・白井　幸裕・高井　信朗
   日下部虎夫・榊田喜三郎

14． VACTERL 症候群と思われる一症例
  兵庫医大整形外科
   連　美和子・高岩　　均・畑中　生稔
   中野　謙吾
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第171回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年６月27日（土）
会　　　場：住友化学道修町ビル　７階

１． 熱傷後に発症した小手筋阻血性拘縮の１例
  京府医大整形外科
   柏木　政哉・勝見　泰和・鎌田雄一郎
   平沢　泰介

２． 急性骨髄性白血病に合併した右拇指壊死の一症例
  県立淡路病院整形外科
   北　　　潔・鈴木　国夫・鄒　　喨光
   松井　英互

３． 小児手指の凍瘡で骨変化をきたした５症例
  和歌山医大整形外科
   河原　史郎・嶋　　良宗・原田　　基
   前田　敏正

４． 指，趾骨に見られた microgeodic disease と思われる
２症例

  市立堺病院整形外科
   大村　宗久・田上　実男・本郷　一郎
   柳谷　幸敏

５． 先天性橈尺骨癒合症の２例
  近畿大整形外科
   菊池　　啓・富原　光雄・近藤　　誠
   嶋　　充浩・岡　　正典・田中　清介

６． 陳旧性手根骨骨折の治療経験
  奈良医大整形外科
   保利　喜英・増原　建二・藤原　　博
   清水　豊信

７． 母指変形性手根中手関節症症例の検討
  神戸大整形外科
   辻　　充男・武部　恭一・広畑　和志
  神戸労災病院整形外科
   藤原　　朗

８． 変形性肘関節症と尺骨神経麻痺について
  明和病院整形外科
   中村　　純・伊熊　貢秀・松下　　績
   柏木　大治
  兵庫県立淡路病院整形外科
   鈴木　国夫

９． 下肢延長術を行なった Chondrodysplasia Punctata の
一例

  大阪医大整形外科
   小林　一朗・阿部　宗昭・茂松　茂人
   小野村敏信
  済生会茨木病院整形外科
   山本　　定

10． 大転子部に囊腫様変化をともなったビタミン D 抵抗
性クル病の一長期観察例

  兵庫県立のじぎく療育センター
   井口　哲弘・山本　真之・谷口　　睦
   白石　英典・矢野　　悟・稲松　　登
   金原　宏之

11． 重症筋無力症および橋本病を合併した慢性関節リウマ
チの一例

  大阪大整形外科
   横井　　徹・岩瀬　六郎・藤原　桂樹
   津山研一郎・越智　隆弘・小野　啓郎

12． 化膿性筋炎の治療経験
  大阪市立住吉市民病院整形外科
   河田　　弘・呉家　守二・藤原　良江
   山崎匡二郎
  大阪市立大整形外科
   島津　　晃

13． 診断に難渋した左中指骨軟骨腫の一症例
  大阪労災病院整形外科
   嶺　　義信・平田　宗興
  大阪市大整形外科
   楠　　正敬・石田　俊武

14． 第２楔状骨に発生した osteoid osteoma の１例
  神戸大整形外科
   金　　光秀・岡田　幸也・前沢　範明
   前田　昌穂・水野　耕作

15． 腰椎に発生した Aneurysmal Bone Cyst の１例
  京都大整形外科
   北大路正顕・四方　実彦・若林　　詔
   琴浦　良彦・中村　孝志・山室　隆夫
  京都大中検病理
   中嶋　安彬

16． 四肢麻痺を有する転移性脊椎腫瘍
  大阪警察病院整形外科
   美延　幸保・米田　　稔・久保　雅敬
   広瀬　一史・中田　靖子・吉岡　順朗
  大阪警察病院外科
   竹中　博昭・北川　　晃
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本利美雄

17． 第７頸椎棘突起骨折の３例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   藤田　直己・丸野　博敏・園田　万史
   藤田　久夫

18． ８年間に３度起こった頸椎椎間板ヘルニアの１例
  滋賀医大整形外科
   緒方　正雄・福田　真輔・望月　與弘
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19． 術後，巨大な腹部膿瘍を併発した腰椎カリエスの１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   斉藤　正伸・山本利美雄・斉藤　哲治
   峠　　憲二・上林　健二・大沢　　傑
  大阪厚生年金病院外科
   清家　洋二

20． 脂肪塞栓症候群の一治療経験
  天理市立病院整形外科
   矢島　弘嗣・金森　行男・糸原　弘道
  奈良医大整形外科
   塩見　俊次・増原　建二

21． 高圧異物注入損傷の治療経験
  兵庫医科大整形外科
   高岩　　均・根来　秀明・畑中　生稔
   中野　謙吾

22． 異常な転位を認めた股関節前方脱臼骨折の１例
  関西医大整形外科
   赤木　繁夫・中村　清稲・浜田　　影
   柴田　大法・森　　益太
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第172回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年７月18日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 治療に難渋した人工膝関節の感染例
  大阪社会医療センター整形外科
   山中　健作・東　　晴彦・戸田　　稔
   吉田研二郎・宮脇　裕二

２． レントゲン照射により大腿骨成長障害と内反股変形を
示した１例

  大阪大整形外科
   中原　治彦・中村　昌弘・大下　舜治
   倉田　陽一

３． Femoral Condyle の Osteochondral Fracture の１例
  神戸大整形外科
   神納　英治・大野　　修・広畑　和志

４． Volar Barton 骨折の手術経験
  市立川西病院整形外科
   政田　和洋・門脇　　徹・辻井　　潔

５． 第２足指 MP 関節特発性脱臼の一例
  奈良県立三室病院整形外科
   高倉　義典・勝井　建彦・海野　正登
  奈良県立医科大整形外科
   山下　正道・清水　豊信・北田　　力
   玉井　　進

６． 比較的まれな結核性中足趾節関節炎の１例
  京府医大整形外科
   清水　　勉・勝見　泰和・今井　　亮
   平沢　泰介

７． 下肢多発性骨傷に合併した脂肪塞栓症の一例
  紀南病院整形外科
   植野　　裕・納田　　務・寺尾　賢秀
  和歌山県立医大整形外科
   嶋　　良宗・原田　　基

８． 骨盤骨切り術の最近の手技　̶年長児を含めて̶
  京都大整形外科
   石田　勝正・山室　隆夫・琴浦　良彦
   奥村　秀雄

９． 小児の頸椎々間板石灰化症の２例
  市立松原病院整形外科
   早川　裕司・長鶴　義隆・岩本　　弘
   土井　康司
  奈良医大整形外科
   増原　建二・山口　武史

10． 腰椎部より発生した硬膜外腫瘍の１例
  天理よろづ病院整形外科
   斎藤　哲文・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健治・采野　　進・溝畑　茂一
   中井　　徹

11． 最近経験した頸髄髄内腫瘍の１例
  近畿大整形外科
   富原　光雄・溝畑　茂一・広藤　栄一
   嶋　　充浩・田中　清介
  PL 病院整形外科
   青野　　寿

12． Hypertrophic spinal pachymeningitis の一例
  大阪医大整形外科
   田中真一郎・小野村敏信・遠藤　　紀
   石村　俊信

13． 急性硬膜外血腫の一治験例
  兵庫医大整形外科
   福田　紅生・和田　剛正・新井　永実
   円尾　宗司・中野　謙吾
  兵庫医大リハビリテーション部
   原田　義昭
  兵庫医大脳神経外科
   山形　省吾・谷　　栄一

14． 腰部神経根引き抜き損傷の１例
  大津赤十字病院整形外科
   種部　直之・須藤　容章・岡田　　温
   田縁　千景・光野　一郎・藤田　　仁
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第173回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年９月19日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 水溶性造影剤 Amipaque による頸椎部 myelography 
後の全身痙攣例について

  大阪医大整形外科
   石村　俊信・小野村敏信・遠藤　　紀
   大島　正義・宮地　芳樹・田中真一郎
   松居　孝一

２． 頸椎に発生した骨軟骨腫　̶脊髄症状を呈した２例̶
  大阪大整形外科
   山下　和夫・冨士　武史・岡田　孝三
   小島伸三郎・小野　啓郎

３． 胸椎々体部に生じた Osteoid Osteoma の１例
  京都大整形外科
   若林　　詔・四方　実彦・琴浦　良彦
   井戸　一博・鈴木　毅一・山室　隆夫

４． Chance fracture の１例
  神戸労火病院整形外科
   田中　賢治・栗原　　章

５． 最近経験した陳旧性胸腰椎 Burst fracture の手術例
  京都府医大整形外科
   小泉　　恵・渡辺　俊彦・岩破　康博
  大阪労働衛生センター第一病院整形外科
   井上　敦夫
  済生会滋賀県病院整形外科
   玉井　和夫
  京都第一赤十字病院整形外科
   川村　一光

６． 骨盤に発生した Fibrous dysplasia の一例
  神戸中央市民病院整形外科
   安東　寛泰・田村　　清・高矢　康幸

７． 坐骨原発の脂肪内腫の一例
  大阪成人病センター
   横井　　徹・林　　英紀・小松原良雄

８． 若年性一側性上肢筋委縮症の一例
  和歌山県立医大整形外科
   前田　敏正・檀上　茂人・原田　　基
   嶋　　良宗
  和歌山労災病院整形外科
   藤村　博孝

９． 肩鎖関節脱臼をともなった肩甲骨烏口突起骨折の１例
  近畿大整形外科
   大内　　勉・糸数　万正・山本　　哲
   田中　清介

10． 肩鎖関節脱臼に対する手術的療法の検討
  関西医大整形外科
   松本豊一郎・森　　良樹・浜田　　彰
   松島　理郎・森　　益太

11． 陳旧性 CM 関節（Ⅱ～Ⅴ）脱臼の１例
  高槻赤十字病院整形外科
   白川　貴浩・粟本　一孝・木下　光雄
   山口　　力・小田　明彦・森田　　信

12． DIP 関節背側脱臼の症例について
  兵庫医大整形外科
   畑中　生稔・鄭　　仁秀・伊藤　　良
   根来　秀明・中野　謙吾

13． バネ指を思わせた長母指屈筋腱皮下断裂の１例
  北野病院整形外科
   田中　千晶・浜田　　勲・板倉　宏次
   北大路正顕・佐藤　愛二
  京都大整形外科
   上羽　康夫

14． I-cell 病の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   美延　幸保・原田　憲正・山本利美雄
  大阪厚生年金病院小児科
   後藤まり子

15． 両側，遅撥股に対する chcepehal 術式の経験
  神戸大整形外科
   宮崎　誠一・石川　　斉・司馬　良一
   島崎　和久・武部　恭一・広畑　和志
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第174回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年10月17日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 大腿骨に発生した malignant haemangiopericytoma の
一例

  神戸大整形外科
   樫本　　新・松本　圭司・松本　幸博
   前田　昌穂・水野　耕作・広畑　和志
  神戸大中検病理
   岡田　　聡

２．大腿骨に発生した血管肉腫の１例
  県立加古川病院整形外科
   渡辺　康司・吉矢　晋一・園田　万史
   藤田　久夫
  県立加古川病院病理検査室
   吉田　憲一

３． 脛骨慢性骨髄炎の癌性変化に甲状腺癌を伴った１症例
  兵庫医大リハビリテーション部
   中野　恭一・藤原　　誠・原田　義昭
   守上真珠美
  兵庫医大整形外科
   桜井　　修
  兵庫医大病院病理部
   植松　邦夫

４． 続発性気胸を併発した骨肉腫の２例
  京都大整形外科
   日浅　浩成・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大中検病理
   中嶋　安彬
  京都大結核胸部疾患研究所胸部外科
   清水　慶彦
  京都大病理
   北市　正則・鈴木　康弘

５． CWS 胸腔内投与が著効を示した軟骨肉腫による胸膜
炎の一例

  大阪成人病センター整形外科
   横井　　徹・林　　英紀・小松原良雄
  大阪大整形外科
   小亀　正春

６． 外骨腫の骨折をきたした２症例
  大阪市大整形外科
   清水　孝修・尾原　善和・奥野　宏直
   石田　俊武・島津　　晃

７． 巨大腫瘤を呈した，一部悪性化を思わせる Osteo-
chondroma の１例

  天理病院整形外科
   溝畑　茂一・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健治・斉藤　哲文・采野　　進
   中井　　徹
  天理病院病理部
   市島　国雄

８． 第７胸椎および右第７肋骨に発生した Fibrous 
dysplasia の一例

  和歌山医大整形外科
   小椋　廣次・嶋　　良宗・上好　昭孝
   桜井　哲一・植野　　裕

９． 胸骨切開法により，摘出した上位胸髄砂時計腫の一症
例

  奈良医大整形外科
   中田　浩司・増原　建二・岩崎　洋明
   横田　英麿・石井　元章
  済生会中和病院整形外科
   北田　　力
  奈良県立医大胸部外科
   北村惣一郎・籠谷　勝谷

10． Degenerative Lumbar Scoliosis の一手術例
  兵庫医大整形外科
   根来　秀明・円尾　宗司・新井　永実
   福田　紅生・中野　謙吾

11． 骨侵蝕を伴ったガングリオンの１例
  大阪医大整形外科
   澤田　　出・小野村敏信・石村　俊信
   岸本　郁男・横山　晴一・田中慎一郎

12． 折針により坐骨神経麻痺を呈した一症例
  近畿大整形外科
   山本　　哲・広藤　栄一・溝畑　茂一
   田中　清介

13． 左踵骨に発生した血友病性偽腫瘍の１例
  京都府医大整形外科
   竹下　秀之・小泉　　恵・日下部虎夫
   榊田喜三郎
  京都府医大小児科
   今宿　晋作・森岡　義人

14． 慢性水腫を伴なう変形性膝関節症に対する滑膜切除術
12例の経験

  関西医大整形外科
   森本　清一・赤木　繁夫・納富　　隆
   田中　純一・浜田　　彰・松島　理郎
   森　　益太
  関西医大中検病理
   泉　　春暁

15． 経皮的血中酸素分圧測定装置による急性末梢循環不全
状態監視の有用性について

  大阪大整形外科
   河井　秀夫・露口　雄一・横井　　徹
   行岡　正雄・松河　光弘・多田　浩一
   小野　啓郎
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第175回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年11月21日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 半膜様筋滑液包炎の１例
  神戸大整形外科
   正田　悦朗・鵜飼　和浩・武部　恭一
   広畑　和志

２． 後頭骨環椎癒合症による頭蓋底陥入症の一例
  大阪市大整形外科
   島田　永和・松田　英雄・近藤　正樹
   安部　治郎・島津　　晃

３． 手術所見を通じて結果的に“いわゆる黄靱帯肥厚症”と
診断した最近の二例について

  関西医大整形外科
   森　　良樹・松島　理郎・浜田　　彰
   松本豊一郎・森本　忠信・森　　益太

４． 持続腋窩部腕神経叢麻酔法の経験
  大阪医大整形外科
   吉田悌三郎・小野村敏信・阿部　宗昭
   石川　正樹・宮地　芳樹・金　　基中
   茂松　茂人

５． Epiphysis を侵した𦙾骨骨囊腫の１例
  京都大整形外科
   鈴木　　聡・浜　　弘道・若林　　詔
   琴浦　良彦・山室　隆夫

６． 大後頭神経痛を来たした神経鞘腫の一例
  神戸労災病院整形外科
   阪田　賢吾・栗原　　章・荒堀弥須男
   田中　賢治・北　　　潔
  神戸大整形外科
   坂田　敏郎

７． 悪性骨腫瘍に合併した DIC の１例
  京都府立医大整形外科
   日下　義章・伴　真二郎・榊田喜三郎
  京都府立医大第２内科
   木谷　輝夫

８． 両側膝蓋骨伸展位習慣性脱臼の１症例
  大阪大整形外科
   辻林　哲幸・史野　根生・倉田　陽一
   小野　啓郎

９． 日本脳炎予防接種後発症した股関節炎の３症例
  近畿大整形外科
   能勢　　昭・岡　　正典・糸数　万正
   宗円　　聡・田中　清介

10． 両股関節強直をきたした JRA の一例
  兵庫医大整形外科
   大塚　誠治・立石　博臣・丸岡　　隆
   塩田　　誠・桜井　　修・中野　謙吾
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第176回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和56年12月19日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 最近経験した脊椎骨巨細胞腫の２例
  和歌山医大整形外科
   川上　　守・嶋　　良宗・上好　昭孝
   太田　晃行・寺尾　賢秀・吉田　宗人
  和歌山労災病院整形外科
   島村　禎二

２． 深指屈筋腱皮下断裂の２例
  大阪医大整形外科
   芦田ひろみ・阿部　宗昭・池田　克己

３． Crush syndrome の１例
  滋賀医大整形外科
   葦原　　滋・西岡　淳一・武仲　善孝
   七川　歓次

４． 治療に難渋し，再発を繰り返した多発性慢性骨髄炎の
１症例

  大阪労災病院整形外科
   武田十四也・東　　文造・草部　拓造
   頼　　　功・平田　宗興・辻本　正記
   土井　照夫

５． 大腿骨々頭内に迷入した縫い針による骨頭変形の一治
験例

  兵庫医大整形外科
   趙　　南日・和田　剛正・丸岡　　隆
   立石　博臣・中野　謙吾
  兵庫県立こども病院整形外科
   香川弘太郎

６． Tarsal coalition について
  近畿大整形外科
   福田　寛二・富原　光雄・嶋　　充浩
   岡　　正典・田中　清介

７． Cockayne’s Syndrome の２例
  天理病院整形外科
   斎藤　哲文・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健治・采野　　進・溝畑　茂一
   中井　　徹
  天理病院小児科
   高橋　泰生

８． 橈上腕関節部の異常骨肥大現象を伴った学童期慢性肘
関節障害の１例

  関西医大整形外科
   山下　英明・西川　正治・松本豊一郎
   森　　良樹・浜田　　彰・松島　理郎
   森　　益太

９． 骨肉腫の Skip metastasis の１例
  神戸大学整形外科
   清水　富男・松田　俊雄・鵜飼　和浩
   前田　昌穂・水野　耕作

10． 特異な経過をとった右上肢リンパ浮腫の一症例
  大阪大整形外科
   中原　治彦・河井　秀夫・栗崎　英二
   小島伸三郎・史　　根生・霞口　雄一
   多田　浩一・小野　啓郎

11． 左環指に多発した Juxtacortical chondroma の一例
  京大整形外科
   長谷川良一・西島　直城・琴浦　良彦
   山室　隆夫

12． 胸骨腫瘍の一手術例
  奈良県立医大整形外科
   山根　成悟・増原　建二・玉井　　進
   三井　宜夫
  榛原病院整形外科
   奥田　寿夫・森田　吉英
  奈良県立医大第三外科
   北村忽一郎・籠谷　勝己

13． 膝屈曲拘縮を来たした小児 Synovial osteochondroma-
tosis の一例

  神戸労災病院整形外科
   北　　　潔・栗原　　章・荒堀弥須男
   田中　賢治・阪田　賢吾
  北兵庫内科整形外科センター
   王　　昭宏

14． Baker’s cyst に発生した Osteochondromatosis の一例
  大津赤十字病院整形外科
   岡田　　温・須藤　容章・田縁　千景
   種部　直之・光野　一郎・藤田　　仁

15． 膝嵌頓症状を呈した限局型色素性繊毛結節性滑膜炎の
一例

  新須磨病院整形外科
   金　　光秀・西　　重敬・小嶋　三郎

16． 高度内反変形を呈した変形性膝関節症の治療経験
  北野病院整形外科
   北大路正顕・浜田　　勲・板倉　宏次
   田中　千晶・佐藤　愛二

17． 外傷性腰仙椎脱臼の２例
  京都府立医大整形外科
   橋本　秀輝・岩破　康博・渡辺　俊彦
   榊田喜三郎
  済生会京都府病院整形外科
   加藤欣士郎・北田　博朗

18． multiply operated back の１例
  大阪市立大整形外科
   谷口　良樹・宮脇　裕二・橋本　　務
   林　　俊一・松田　英雄・島津　　晃
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19． 根性坐骨神経痛症状を呈した Gauglioneuroma の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   吉矢　晋一・渡辺　康司・園田　万史
   藤田　久夫
  兵庫県立加古川病院病理
   吉田　憲一
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第177回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年１月23日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 重度大腿骨頭辷り症の一例
  兵庫医大整形外科
   建川　文雄・谷口　　睦・立石　博臣
   中野　謙吾

２． Vit D 投与により高 Ca 血症をきたした多発生骨髄腫
の１例

  国立明石病院整形外科
   吉岡　裕樹・森本　一男

３． 進行性化骨性筋炎の一症例（EHDP の使用経験につ
いて）

  東大阪市立中央病院整形外科
   大串　　始・高井　哲郎・大根田　豊
   広岡　靖隆・梅垣　修三
  奈良県立医大整形外科
   三井　宜夫・増原　建二

４． 掌蹠膿疱症に伴った仙腸関節炎の一例
  守山病院整形外科
   清水　克時
  京都大整形外科
   四方　実彦

５． RA にみられた上腕二頭筋長頭腱断裂の一例
  松下病院整形外科
   岡田　陽生・山際　哲夫・丸山　俊行
   原　　邦夫・立沢　喜和

６． 早期胃癌の経過中に発症した RA 症例について
  橋本市民病院整形外科
   西田　秀樹・岡　　正孝
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・上好　昭孝

７． 大腿骨遠位骨幹端に発生した巨細胞腫の一例
  京都府医大整形外科
   松井　英司・伴　真二郎・榊田喜三郎

８． 大腿骨骨頭に発生した良性軟骨芽細胞腫の一例
  神戸大整形外科
   原田　益視・前田　昌穂・鵜飼　和浩
   司馬　良一・水野　耕作・広畑　和志

９． 有鉤骨鉤部骨折と Os hamuli proprium について
  綿谷整形外科
   綿谷　茂弥

10． 最近経験した前骨間神経麻痺の二例
  関西医大整形外科
   波多野　泉・請田　修一・鈴木　　宏
   西川　正治・亀山　　修・松島　理郎
   小川　亮恵・森　　益太

11． 多椎体に転移をみた重複癌の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   竹田谷　寛・細見壮太郎
  神戸大整形外科
   武部　恭一

12． 硬膜内へ脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   浜田　茂幸・荻野　　洋・川津　伸夫
   北野　継弐・佐々木　哲・満田　基温
   藤原　桂樹

13． 第５腰椎後部骨髄炎の１症例について
  大阪医大整形外科
   石川　正樹・小野村敏信・遠藤　　紀
   石村　俊信・宮地　芳樹・金　　基中

14． 第５腰神経根分岐異常を伴った腰部脊柱管狭窄症の一
例

  近畿大整形外科
   山崎　裕行・広藤　栄一・富原　光雄
   石井　　暁・田中　清介

15． 神経の変性疾患と誤診された腰部脊柱管狭窄症の一例
  大阪市立大整形外科
   斧出　安弘・川西康之亮・近藤　正樹
   橋本　　務・松田　英雄
  桃山市民病院整形外科
   山本　健一
  住友病院神経内科
   宮崎　元滋

16． 脊髄くも膜憩室の一例
  京都大整形外科
   杉本　正幸・四方　実彦・玉木　茂行
   若林　　詔・三河　義弘・山室　隆夫

17． THR 後に恥骨疲労骨折を来たした一例
  国立京都病院整形外科
   波多野弘次・菱本　　修・清水　城司
   辻　　丈夫・平田　健雄・松村　友昭
   大谷　　碧

18． 経過良好な特発性大腿骨頭壊死症例の検討
  大阪大整形外科
   篠田　経博・井上　明生・高岡　邦夫
   坂井　　学・清水　信幸・小野　啓郎

19． Popliteal cyst の一手術方法について
  明和病院整形外科
   柏木　大治・松下　　績・伊熊　貢秀
   横山　正博
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第178回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年２月20日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 膝蓋骨伸展位脱臼について
  近畿大整形外科
   福田　寛二・富原　光雄・喜多　　寛
   嶋　　充浩・田中　清介
  北野病院
   浜田　　勲

２． 習慣性肩関節後方脱臼の一治験例
  兵庫医大整形外科
   和田　剛正・立石　博臣・塩田　　誠
  神戸大整形外科
   水野　耕作

３． 片側性特発性下腿外捻の治療経験
  神戸大整形外科
   裏辻　雅章・武部　恭一・広畑　和志

４． 前距腓靱帯性外果裂離骨折の検討
  京都府医大整形外科
   原　　浩史・榊田喜三郎・山下　文治
   藤田　隆生
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   松本　　憲・川上　　登
  済生会滋賀県病院整形外科
   山本　龍二

５． 挫滅症候群をきたした多発性骨傷の一症例
  大阪医大整形外科
   宮地　芳樹・中島　幹男・岸本　郁男
   小野村敏信
  大阪医大一般消化器外科
   蒲原　博義

６． High tibial osteotomy に用いる角度計の検討
  市立西脇病院整形外科
   細見壮太郎・竹田谷　寛
  国立加古川病院整形外科
   綿谷　和男

７． 坐骨骨髄炎の１症例
  和歌山医大整形外科
   木下　裕文・嶋　　良宗・原田　　基
   榎本　　哲

８． Acromion に発生した慢性骨髄炎瘻孔例の一治験
  関西医大整形外科
   赤木　繁夫・森　　良樹・児島　　新
   田中　純一・森　　益太

９． 最近経験した腸骨結核の１例
  京都大整形外科
   脇田　重明・若林　　詔・池田　　登
   山室　隆夫

10． 左足底部に発生した giant cell tumor of tendon sheath 
の１例

  京都府立医大整形外科
   川北　 三・伴　真二郎
  松下病院整形外科
   立沢　喜和・渡辺　　晋

11． 黄色腫症の三例について
  大阪市大整形外科
   斧出　安弘・石田　俊武・豊島　　泰
   楠　　正敬・坂部　賢治・島津　　晃
  日生病院整形外科
   大向　孝良

12． 最近経験した黄色腫の三例
  天理病院整形外科
   采野　　進・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健治・斉藤　哲文・溝畑　茂一

13． Hand-schüller-Christian 病の成人例について
  大阪大整形外科
   姜　　　武・上野　秀二・青木　康彰
   中嶋　　洋・安井　夏生・浜田　秀樹
   井上　明生

14． 第１腰椎に発生した Aneurysmal bone cyst の一例
 ̶Arterial Embolization を中心に̶
  神戸中央市民病院整形外科
   高矢　康幸・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・大寺　和満・小野　敏通
   田中　大也・田口　保志・安東　寛泰
  神戸中央市民病院放射線科
   水口　和夫・玉岡　紅一
  神戸海星病院整形外科
   笠井　実人
  大阪医大整形外科
   小野村敏信

15． 食道損傷を伴った頸髄損傷の一症例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   北野　継式・荻野　　洋・川津　伸夫
   佐々木　哲・満田　基温・浜田　茂幸
   藤原　桂樹

16． 後脊髄動脈症候群の一症例
  兵庫医大リハビリテーション部
   守上真珠美・藤原　　誠・原田　義昭
   中野　恭一
  兵庫医大整形外科
   高岩　　均

17． 頸髄の多発性神経鞘腫にみられた頸椎 Swanneck 変形
  滋賀医大整形外科
   葦原　　滋・福田　真輔・緒方　正雄
  大阪労災病院整形外科
   天野　敬一
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第179回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年３月20日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 剖検により原発巣が膵鉤部と判明した骨盤転移癌の一
例

  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・西岡　淳一・七川　歓次
  滋賀医大病理
   日高　　硬・竹岡　　成

２． 指骨末節骨に発生した Epidermoid cyst の１例
  関西医大整形外科
   児島　　新・請田　修一・掘田　　衛
   森　　良樹・松島　理郎

３． 腱鞘巨細胞腫の３例
  近畿大整形外科
   菊池　　啓・糸数　万正・奥平　　哲
   喜多　　寛・田中　清介
  近畿大臨床病理
   森　　史郎
  近畿大病理
   佐藤　隆夫

４． 両大腿骨・両脛骨に生じた特発性骨梗塞の１例
  神戸大整形外科
   中林　幹治・島崎　和久・川井　和夫
   石川　　斉・広畑　和志

５． 膝関節に発生した synovial osteochondromatosis につ
いて

  京都府立医大整形外科
   水谷　　昭・山下　文治・榊田喜三郎

６． 鎖骨に発生した好酸性肉芽腫症の一例
  紀南総合病院整形外科
   坂田　仁彦・納田　　務・寺尾　賢秀
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗

７． 大菱形骨単独皮下骨折の一治験例
  北野病院整形外科
   田中　千晶・浜田　　勲・板倉　宏次
   北大路正顕・佐藤　愛二

８． 膝蓋骨下極の骨折をともなった脛骨結節裂離骨折の一
例

  済生会京都府病院整形外科
   加藤欣士郎・北田　博朗

９． 痙攣発作時の筋収縮によりおこった股関節脱臼骨折の
一症例

  京都市立病院整形外科
   武田　信己・一坂　　章・松本　　学
   吉河　正人・浜田　　肇・森　　英吾

10． いわゆる“べた足”の，小学生における実態
  市立西脇病院整形外科
   細見壮太郎・竹田谷　寛
  日野小学校
   神月　啓子

11． 慢性関節リウマチに見られた足関節の内反変形の一症
例

  大阪大整形外科
   多賀　一郎・坂井　　学・津山研一郎
   岩瀬　六郎・越智　隆弘・小野　啓郎

12． 小児の頸椎椎間板石灰化症の二例
  大阪医大整形外科
   中島　幹雄・小野村敏信・遠藤　　紀
   石村　俊信・茂松　茂人

13． 胸椎部くも膜憩室を合併した強直性脊椎炎の一例
  京都大整形外科
   小谷　晴弥・四方　実彦・若林　　詔
   三河　義弘・奥村　秀雄・山室　隆夫
  京都大中検病理
   南風原英之

14． 当院にて経験せる hypertrophic Spinal pachymeningitis 
の２例について

  天理病院整形外科
   多田　健治・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   斉藤　哲文・采野　　進・溝畑　茂一

15． Metrizamide（Amipaque®）による副作用̶特に 
Mental Disorders ̶について

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   満田　基温・荻野　洋弓

16． 橈骨神経高位麻痺に対する腱移行術（Riordan 法）の
経験

  兵庫医大整形外科
   伊藤　　良・根来　秀明・畑中　生稔
   福田　紅生・中野　恭一・中野　謙吾

17． 成人股関節手術後の肝機能障害の検討
  大阪市立大整形外科
   藤田　敏博・浅田　莞爾・安部　治郎
   清水　孝修・斧出　安弘・田中　直史
   中田　信昭・島津　　晃
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第180回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年５月22日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． Charcat-Marie-Tooth 病における足変形
  大阪大整形外科
   増原　建作・広島　和夫・中村　昌弘
   倉田　陽一・小野　啓郎

２． 穿刺液培養にてチフス菌を同定した右第５胸肋関節炎
の１例

  大和郡山総合病院整形外科
   中山裕一郎・林　　達雄・山崎　　敏

３． 手および足に生じた動脈瘤の１例
  大阪医大整形外科
   西本　雅彦・阿部　宗昭・池田　克己
   安永　　博・茂松　茂人・小野村敏信

４． 橈骨遠位骨端離解により生じた長母指伸筋腱皮下断裂
の１例

  京都府立医大整形外科
   井上　　望・勝見　泰和・平沢　泰介

５． 右肘関節内索状物により，関節機能障害を来たした症
例

  神戸大整形外科
   田中　　康・藤田　直己・木村　　浩
   広畑　和志

６． 幼児における上腕骨外果（骨折）偽関節の治療経験
  関西医大整形外科
   森本　忠信・児島　　新・赤木　繁夫
   松島　理郎・森　　益太

７． 当院における疲労骨折23例の検討
  北兵庫内科整形外科センター
   松澤　　隆・有田　親史・小林　郁雄

８． 膝蓋靱帯皮下断裂の３例
  天理市立病院整形外科
   金森　行男・矢島　弘嗣・糸原　弘道
  奈良医大整形外科
   増原　建二・玉井　　昭・塩見　俊次
  高宮病院
   高宮　晋一

９． ガングリオンによる腓骨神経麻痺の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   小野　敏通・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・大寺　和満・高矢　康幸
   安東　寛泰・田口　保志

10． 大腿部に発生した化骨性筋炎の１例
  和歌山医大整形外科
   川上　　守・嶋　　良宗・桜井　啓一
   植野　　裕

11． 膝蓋大腿関節の変化を伴った膝滑膜血管腫の一例
  新須磨病院整形外科
   金　　光秀・西　　重敵・小嶋　三郎
  神戸大整形外科
   武部　恭一

12． 高度な内反変形を呈する成人 Blount 病の一治験例
  厚生連松阪中央総合病院整形外科
   五島　　淳・藤木淳一郎・浅野　正文
   谷口俊四郎
  奈良県立医大整形外科
   塩見　俊次・藤沢　義之・増原　建二

13． Kallmann 症候群に合併した大腿骨頭すべり症の１例
  奈良県立医大整形外科
   山本　恵央・玉井　　昭・山下　正道
   藤原　　博・三井　宜夫・増原　建二
  奈良県立医大第３内科
   岡本　新悟・塚本　　昇・西田　師子
  香川医大整形外科
   上野　良三

14． 脛骨 chondroblastoma の２例
  天理病院整形外科
   笠原　勝幸・宮崎　和躬・多田　健治
   斉藤　哲文・采野　　進・福田　寛二
   中井　　徹
  天理病院病理
   市島　国雄

15． 皮下組織に転移を発生したと考えられる骨肉腫の１例
  大阪市大整形外科
   増田　宗義・伊東　貞直・石田　俊武

16． Filum terminale から発生した馬尾神経腫瘍の１例
  滋賀医大整形外科
   葦原　　滋・福田　真輔・緒方　正雄
   七川　歓次

17． 石灰化を認めた胸髄部 Astrocytoma の１例
  京都大整形外科
   脇田　重明・四方　実彦・若林　　詔
   三河　義弘・山室　隆夫
  京都大脳神経外科
   米川　泰弘
  京都大中検病理
   中嶋　安彬

18． 脊髄 AVM の３例
  大阪厚生年金病院整形外科
   美延　幸保・原田　憲正・川端　秀彦
   峠　　憲二・松河　光弘・山本利美雄

19． 結核性病変に伴った環軸椎脱臼症の一例
  近畿大整形外科
   山本　　哲・糸数　万正・田中　清介
   広藤　栄一・富原　光雄・大内　　勉
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20． 胸腰椎移行部脊椎損傷の治療経験
  兵庫医大整形外科
   谷口　　睦・円尾　宗司・新井　永実
   中野　謙吾
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第181回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年６月19日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 癒合頸椎部に生じ特異な組織像を呈した硬膜外肉芽腫
様病変

  京都大整形外科
   若林　　詔・四方　実彦・三河　義弘
   長谷川良一・山室　隆夫
  丹羽整形外科
   丹羽　権平
  京都大中検病理
   中嶋　安彬

２． 嫌気性菌（Eubacterium SPP）が起炎菌と考えられた
化膿性脊椎炎の１例

  市立加西病院整形外科
   鄒　　喨光・寒原雄二郎・高岡　　功
   坂部　泰彦
  神戸大第二病理
   宗野　和彦

３． Albright 症候群の１例
  兵庫医大整形外科
   木村　一雄・楊　　鴻生・高岩　　均
   根来　秀明・伊藤　　良・立石　博臣
   中野　謙吾

４． 小児の踵骨及び膝蓋骨骨髄炎の各１例
  和歌山労災病院整形外科
   藤村　博孝・島村　禎二・河村都容市
   九鬼　良行
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗

５． 腓腹神経の圧迫症状を呈した angioleiomyoma の１例
  奈良県立医大整形外科
   西山　茂晴・山下　正道・三井　宣夫
   高倉　義典
  県立三室病院
   海野　正登・勝井　建彦・般内　正恒

６． 非定型抗酸菌（Mycobacterium fortuitum）による総
指伸筋腱腱鞘炎の１例

  神戸大整形外科
   井上　博司・前田　昌穂・広畑　和志
  神戸大中央検査部
   高見　寿夫

７． P. S. S. に合併した手舟状骨壊死と思われる１例
  大阪大整形外科
   山下　和夫・河井　秀夫・露口　雄一
   米延　策雄・井上　明生・小野　啓郎
  香川医大整形外科
   多田　浩一

８． High tibial osteotomy 後に生じた骨盤疲労骨折の１例
  大阪回生病院整形外科
   渡辺　　優・佐藤　　進・宮本敬二郎
   戸祭　喜八

９． 髄内釘（螺子横固定追加）により生じたと思われる大
腿骨疲労骨折の一症例

  市立泉佐野病院整形外科
   右近　良治・岡山　　孝・岸本すみれ
   崔　　東喚
  大阪大整形外科
   河井　秀夫

10． 投球時に生じた上腕骨尺側上顆剝離骨折の２例
  大津赤十字病院整形外科
   須藤　容章・田縁　千景・岡田　　温
   北村　博之・石川　浩三・藤田　　仁

11． 診断に困難を感じた悪性骨盤腫瘍の一例
  関西医大整形外科
   西川　正治・森　　良樹・中村　清稲
   森本　忠信・北川　宏行
  関西医大中検病理
   泉　　春暁
  関西医大第一病理
   布野　秀二

12． 胸髄腫瘍によって生じた膝 Charcot 関節と思われる１
例について

  滋賀医大整形外科
   武仲　善孝・福田　真輔・緒方　正雄
   内藤　二郎・七川　歓次

13． 片側高位脱臼性股関節症に対側外反膝を合併した一症
例

  北野病院整形外科
   北大路正顕・浜田　　勲・板倉　宏次
   清水光一郎・林　　卓司・長谷川良一

14． 両側カップ関節形成術を行なった Felty 症候群の一例
  神戸大整形外科
   菊本喜代司・井上　博司・石川　　斉
   広畑　和志

15． 会陰部瘻孔を伴った大転子部結核性粘液囊炎の１例
  神戸市立中央病院整形外科
   田口　保志・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・大寺　和満・高矢　康幸
   小野　敏通

16． 化膿性腸腰筋膿瘍の一例
  大阪府済生会中津病院整形外科
   久志本　弘・野島　　治・星　　千冨
   住田　幹男・堀澤　欣弘

17． 頸椎黄靱帯石灰化症の１例
  近畿大整形外科
   能勢　　昭・宗円　　聡・嶋　　充浩
   広藤　栄一・富原　光雄・田中　清介

18． Neurofibromatosis に伴う脊柱側彎症の１手術例
  京都府立医大整形外科
   斎藤・義郎・渡辺　俊彦・橋本　秀輝
   片山　義敬・岩破　康博・榊田喜三郎
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19． 側彎症に対する Zielke 法の経験２例
  滋賀県立小児整形外科センター
   笠原　吉孝・浜西　千秋
  京都大整形外科
   四方　実彦・若林　　詔・西島　直城

20． 重度の腰椎辷り症に対する新しい治療法の試み
 ̶ Harrington-rod ̶横突起締結法̶
  大阪厚生年金病院整形外科
   松河　光弘・山本利美雄・峠　　憲二
   原田　憲正・美延　幸保
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第182回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年７月17日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 脛骨に発生した骨内ガングリオンの１例
  大阪市大整形外科
   川西康之亮・大向　孝良・田中　治和
   寺川　文彦・石田　俊武

２． 正中神経の脂肪線維性肥大
  京都大整形外科
   中川　泰彰・西島　直城・浜　　弘道
   上羽　康夫
  京都大中検病理
   南風原英之

３． RA 性指屈筋腱結節による PIP 関節の高度屈曲拘縮の
１例

  関西医大整形外科
   山下　英明・北川　宏行・藤本　　聡
   菅野　　博・押淵　英尚・小川　亮恵

４． 透析患者にみられた両側膝伸展機構断裂の２症例
  和歌山医大整形外科
   佐々木俊二・嶋　　良宗・原田　　基
   木浦　賀文・榎本　　哲
  谷口病院
   谷口　杲

５． 腓骨部分切除後の足関節外反変形の一治験例
  のじぎく療育センター
   宮崎　博史・白石　英典・矢野　　悟 

  稲松　　登・金原　宏之

６． 弾撥肘の一例
  明和病院整形外科
   横山　正博・伊熊　貢秀・松下　　績
   柏木　大治

７． 関節切除術を行った肘関節結核の一例
  京府立医大整形外科
   吉岡　克己・平沢　泰介・今井　　亮

８． 腰部神経根引き抜き損傷の１例
  大阪大整形外科
   大脇　　肇・冨士　武史・岡田　孝三
   米延　策雄・小島伸三郎・小野　啓郎
  大阪大災害外科
   杉本　　寿・稲垣　喜三
  大阪府立成人病センター整形外科
   山下　和夫

９． 胸椎脱臼骨折に対する Segmental Spinal Instrumenta-
tion（Luque）の一経験

  神戸大整形外科
   松田　俊雄・原田　俊彦・島崎　和久
   広畑　和志

10． 腰椎転移をきたした大腿骨悪性線維性組織球腫の一治
験例

  兵庫医大整形外科
   嘉村　親芳・高岩　　均・円尾　宗司
   中野　謙吾
  兵庫医大病理部
   植松　邦夫・覚道　健一
  兵庫医大リハビリテーション部
   守上真珠美

11． 長母趾屈筋に発生した軟骨肉腫の１例
  近畿大整形外科
   石井　　暁・福田　寛二・大内　　勉
   山崎　裕行・菊池　　啓・広藤　栄一
   岡　　正典・田中　清介

12． 頸椎に発生した solitary myeloma の１例
  滋賀医大整形外科
   藤井　載樹・福田　真輔・望月　與弘
   緒方　正雄

13． 筋肉内サルコイドーシスの１症例
  奈良医大整形外科
   奥村　元昭・福居　顕宏・三井　宜夫
   玉井　　進

14． Pycnodysostosis の一例
  大阪医大整形外科
   横山　晴一・渡辺　秀男・小野村敏信
  阪本病院
   阪本　弘彦・西村　　威
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第183回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年９月25日（土）
会　　　場：新住友ビル　11階

１． 腰部硬膜外腔組織の軟骨形成を疑わせた対麻痺の１例
  京都府立医大整形外科
   鈴木　雅清・岩破　康博・橋本　秀輝
   渡辺　俊彦・榊田喜三郎

２． Metrizamide による腰部 myelography 後に痙攣発作
をきたした１症例

  健康保険組合鞍馬口病院整形外科
   長谷　　斉・山本　龍二・松本　　憲
   川上　　登

３． 小児の頸椎椎間板石灰化症の１例
  大阪府立成人病センター整形外科
   山下　和夫・林　　英紀・上田　孝文
   小松原良雄

４． 頸椎黄色靱帯石灰化症の２例
  滋賀医大整形外科
   仲谷　吉記・武仲　義孝・緒方　正雄
   福田　真輔・七川　歓次

５． リウマチ患者にみられた頸部脊髄症の１例
  神戸大整形外科
   島崎　和久・松田　俊雄・広畑　和志

６． 手背に発生した leiomyosarcoma の１例について
  大阪労災病院整形外科
   島田比呂志・嶺　　義信・草部　拓造
   川崎　崇雄・前野　岳敏・土井　照夫

７． 骨盤腔内に増殖を認めた巨大浸潤性脂肪腫の一例
  大阪府立成人病センター整形外科
   上田　孝文・林　　英紀・山下　和夫
   小松原良雄
  大阪府立成人病センター泌尿器科
   織田　英昭

８． 骨変化を来した左大腿軟部血管腫の１例
  北野病院整形外科
   清水光一郎・浜田　　勲・板倉　宏次
   林　　卓司・北大路正顕・長谷川良一

９． 足趾伸筋腱々鞘より発生した巨細胞腫の一症例
  兵庫医大整形外科
   中山　　明・高岩　　均・伊藤　　良
   立石　博臣・中野　謙吾

10． Graves 氏病を伴った monoostotic fibrous dysplasia の
１例

  京都大整形外科
   中川　泰彰・山室　隆夫・琴浦　良彦
   長嶋　哲夫
  京都大中検病理
   中嶋　安彬
  京都大放射線科
   遠藤　啓吾・中島　鉄夫

11． 膝蓋骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  鐘紡病院整形外科
   金沢　秀和・大野　　修
  神戸大整形外科
   前田　昌穂

12． 外傷性恒久性膝蓋骨脱臼の１例
  神戸大整形外科
   坂田　敏郎・武部　恭一・広畑　和志

13． 靱帯損傷による不安定性が惹起したと考えられる若年
者膝 OA の１症例

  大阪大整形外科
   中村　信義・史野　根生・倉田　陽一
   木村　友厚・小野　啓郎
  八尾市立病院整形外科
   広瀬　一史

14． 膝関節拘縮に対する Judet 関節授動術の１症例
  近畿大整形外科
   能勢　　昭・田中　清介・岡　　正典
   手数　万正・富本　光雄

15． Bateman 型及び Giliberty 型人工骨頭置換術の経験
  村田整形外科
   村田　弘文

16． 慢性関節リウマチに合併した Sjögren 症候群の一症例
  大阪市大整形外科
   清水　孝修・増田　宗義・市川　宣恭
   島津　　晃

17． Pacinian corpuscle により神経障害をきたした２症例
について

  大阪医大整形外科
   安永　　博・阿部　宗昭・池田　克己
   宮地　芳樹・茂松　茂人

18． 徒手整復不能な外傷性示指 PIP 関節掌側脱臼の一手
術治験例

  関西医大整形外科
   広瀬　和人・浅田　雄一・納冨　　隆
   西川　正治・浜田　　彰・松島　理郎

19． 慢性気管支炎に合併した肋骨疲労骨折の１症例
  橋本市民病院整形外科
   西田　秀樹・岡　　正孝
  橋本市民病院内科
   塩路　信人
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・佐々木俊二

20． 大腿骨頸部外側骨折に対する簡便な固定法の試み
  伊藤整形外科
   伊藤　鎮雄
  京府医大整形外科
   榊田喜三郎・藤田　隆生
  伊香病院整形外科
   佐藤　英夫
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21． Peroneal Trochlea 部の骨軟骨性膨隆により生じた腓
骨筋腱脱臼の一例

  奈良医大整形外科
   松山　悦啓・山下　正道・三井　宜夫
   高倉　義典・増原　建二
  奈良県立五条病院整形外科
   藤本　　誠・水本　　茂・前田　　正
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第184回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年10月23日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 両側腱板表層断裂の１治験例
  奈良医大整形外科
   富田　恭治・尾崎　二郎・佐々木裕次
   藤本　　誠・岡本　圭司・増原　建二

２． 外傷性単独橈骨頭脱臼の２例
  市立豊中病院整形外科
   山沢　　猛・小杉　豊治・松渕　信也
   皷　　敏光・明石　悠嗣・斉藤　正伸
   浅井　達郎

３． 有鉤骨鉤骨折後遅発性屈筋腱断裂をきたした症例
  大阪市大整形外科
   坂部　賢治・楠　　正敬・浅田　莞爾
   飯田伊佐男・西村　典久・林　　俊一
   豊島　　泰・島津　　晃

４． 後十字靱帯脛骨付着部剝離骨折の４例
  協和病院整形外科
   切目　　勲

５． 後脛骨筋腱脱臼の２例
  富田林病院整形外科
   宮内　義純・城戸　　光・神原　幹司
   西川　勝仁
  奈良医大整形外科
   増原　建二・高倉　義典・北田　　力
   山下　正道・前田　　正

６． 結核性 PIP 関節炎と思われる１例
  関西医大整形外科
   藤本　　聡・山下　英明・菅野　　博
   押渕　英尚・小川　亮恵
  関西医大香里病院中検病理
   螺良　愛郎

７． Bacillus cereus によるガス壊疽様感染症の一例
  大阪医大整形外科
   土肥　恒夫・渡辺　秀男・横山　晴一
   小野村敏信

８． 下腿切断を行った先天性動静脈瘻の一例
  神戸大整形外科
   早川　　啓・川井　和夫・水野　耕作

９． 最近経験した骨内ガングリオンの１例
  大阪大整形外科
   平木　秀樹・中島　　洋・姜　　　武
   安井　夏生・露口　雄一・浜田　秀樹
   広島　和夫・小野　啓郎

10． 第４腰椎に発生した骨巨細胞腫の１例
  京都府医大整形外科
   福原　知彦・榊田喜三郎・岩破　康博
   伴　真二郎・渡辺　俊彦・日下　義章

11． 神経線維腫症に合併した胸腔内髄膜囊腫の一手術例
  兵庫医大整形外科
   合志　明彦・円尾　宗司・新井　永実
   嘉村　親芳・中野　謙吾

12． Paraplegia を来たした Achondroplasia の１例
  大阪警察病院整形外科
   小亀　正春・原　　秀之・久保　雅敬
   山岸　範明・中田　靖子・水島　哲也

13． 骨粗鬆症に伴う脊椎圧迫骨折により神経症状を呈した
２症例

  天理病院整形外科
   日浅　浩成・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   中井　　徹・多田　健治・采野　　進
   福田　寛二

14． ラグビー選手にみられた恥骨炎について
  和歌山医大整形外科
   木下　裕文・嶋　　良宗・綿貫　昭則
   榎本　　哲

15． 急速な股関節破壊を来した１症例
  神戸労災病院整形外科
   高田　正三・栗原　　章・荒堀弥須男
   田中　賢二・藤田　直己・山崎　京子
  神戸労災病院精神科
   藤田　高良

16． 迅速破壊型股関節症の２例
  滋賀医大整形外科
   仲谷　吉記・七川　歓次・福田　真輔
   西岡　淳一・緒方　正雄・武仲　善孝

17． Hardinge 股関節外側侵入路について
  近畿大整形外科
   岡　　正典・田中　清介・糸数　万正

18． 両側骨盤骨切り術による姿勢矯正の経験
  京都大整形外科
   大浦好一郎・石田　勝正・三河　義弘
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第185回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年11月13日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． ギオン管症候群の２症例
  神戸大整形外科
   清水　富男・武部　恭一・広畑　和志

２． 血管腫による，手根管症候を伴った“Maffucci’s syn-
drome”の一症例

  関西医大整形外科
   浅田　雄一・南川　義隆・赤木　繁夫
   浜田　　彰・松島　理郎

３． 非定型抗酸菌による左手関節部腱鞘炎の一例
  近畿大整形外科
   奥平　　哲・喜多　　寛・山崎　裕行
   田中　清介

４． 手背に腫瘍状態を示した深在性真菌症の一例
  滋賀医大整形外科
   仲谷　吉記・前野　幹幸・西岡　淳一
   七川　歓次
  滋賀医大皮膚科
   清水　育子・渡辺　昌平

５． 前腕部に発生した神経鞘腫の２例
  松阪中央総合病院整形外科
   藤木淳一郎・早川　裕司・浅野　正文
   谷口俊四郎
  松阪中央総合病院臨床病理科
   石原　明徳
  奈良医大整形外科
   五島　　淳・増原　建二

６． Sternocostoclavicular hyperostosis と思われた２例
  天理病院整形外科
   福田　寛二・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健二・采野　　進・日浅　浩成
   中井　　徹

７． 慢性関節リウマチにおける Arthritis Mutilans の２例
について

  兵庫医大整形外科
   辻　　　寿・立石　博臣・和田　剛正
   丸岡　　隆・塩田　　誠・中野　謙吾

８． 外反膝を続発する小児脛骨 proximal metaphyseal frac-
ture の３例

  京都府医大整形外科
   野口　昌彦・榊田喜三郎・日下部虎夫
   金　　郁喆
  京都第一赤十字病院整形外科
   勝又　星郎・立入　克敏
  京都第二赤十字病院整形外科
   浦出　晃則

９． 診断に難渋した木片刺入による化膿性膝関節炎
  大阪市大整形外科
   阪本　邦雄・西浦　道行・神原　俊和

10． 急速破壊性股関節症（RDC）の早期像と考えられる
２例について

  大阪大整形外科
   菅本　一臣・清水　信幸・坂井　　学
   西塔　　進・高岡　邦夫・井上　明生
   小野　啓郎

11． 股関節に発生した P. V. S. の２例
  和歌山医大整形外科
   小椋　廣次・嶋　　良宗・桜井　啓一
   太田　晃行・坂口　光輝

12． 嚥下障害，嗄声を主訴とした Forestier 氏病の一例
  奈良医大整形外科
   松山　悦啓・岩崎　洋明・石井　元章
   高倉　義典・増原　建二

13． 胸腰椎々弓切除術後，血腫により，Paraplegia をきた
し，再手術を施行した１例

  京都大整形外科
   川那辺圭一・三河　義弘・四方　実彦
   山室　隆夫

14． 結腸癌の脊椎転移で ivory vertebrae を呈した一例
  大阪医大整形外科
   澤田　　出・遠藤　　紀・宮地　芳樹
   永田　裕人・小野村敏信
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第186回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和57年12月18日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 整形外科領域における電解式組織血流計の利用につい
て

  清原整形外科
   清原　六郎
  近畿大東洋医学研究所
   有地　　滋・清原　祥恵

２． 最近経験した興味ある斜頸の症例
  大阪労災病院整形外科
   奥中　國之・嶺　　義信・草部　拓造
   天野　敬一・前野　岳敏・土井　照夫

３． 整形外科領域における術中自己血輸血器（cell saver）
の使用経験３例　̶脊柱側彎症２例，椎体腫瘍１例̶

  奈良医大整形外科
   森下　　亨・増原　建二・岩崎　洋明
   横田　英磨・仲西　康豊・塩見　俊次
   石井　元章・松山　悦啓
  国立奈良病院整形外科
   立松　昌隆

４． 小児に生じたガレアッチ骨折の一例
  京都府医大整形外科
   上田　章二・榊田喜三郎・藤田　隆生

５． リスフラン関節脱臼骨折の治療経験
  神戸みなと病院整形外科
   池田　正則・松本　圭司・細見壮太郎
  西脇市立西脇病院整形外科
   奥田　　智・竹田谷　寛

６． 陳旧性橈骨頭脱臼の２例
  北野病院整形外科
   林　　卓司・浜田　　勲・板倉　宏次
   清水光一郎・北大路正顕・長谷川良一

７． 陳旧性膝蓋靱帯断裂の１治験例
  葛岡整形外科病院
   葛岡　健作・白数　邦彦
  京都市立病院整形外科
   森　　英吾・浜本　　肇

８． ガングリオンによる Suprascapular nerve entrapment 
の１例

  市立堺病院整形外科
   吉田　宗人・横山　正弘・本郷　一郎
   柳谷　幸敏
  安井整形外科
   安井猶次郎

９． 滑車上肘筋のみられた，ガングリオンによる肘部管症
候群

  和歌山医大整形外科
   嶋　　公大・嶋　　良宗・原田　　基
   檀上　茂人・川上　　守・木下　裕文

10． Kienböck 病の術後 Implant 逸脱剤
  近畿大整形外科
   西浦　弘行・菊池　　啓・広藤　栄一
   田中　清介

11． 前腕変形に対し矯正骨切り術を行った多発性骨軟骨腫
の１例

  神戸大整形外科
   萩原雅也子・武部　恭一・水野　耕作
   広畑　和志

12． 脊髄圧迫麻痺を呈した多発性軟骨性外骨腫症の１例
  大阪警察病院整形外科
   小亀　正春・原　　秀之・久保　雅敬
   山岸　範明・中田　靖子・水島　哲也

13． 脊髄癒着性くも膜炎が原因と思われる non-communi-
cating syringomyelia の１例

  滋賀医大整形外科
   小島　保二・七川　歓次・福田　真輔
   望月　興弘・緒方　正雄・葦原　　滋
   藤井　載樹

14． 強直性脊椎炎に合併した脊椎骨折の２症例
  京都桂病院整形外科
   田上　実男・山村　　紘・井上　スミ
   桐田　良人

15． 第３腰椎に発生した monostotic fibrous dysplasia の
１例

  京都大整形外科
   大田　秀一・四方　実彦・三河　義弘
   浜淵　正延・中村　孝志・琴浦　良彦
   山室　隆夫
  京都大附属病院中検病理
   南風原英之

16． 三角骨に発生した Osteoid osteoma の一例
  大阪市大整形外科
   飯田伊佐男・石田　俊武・楠　　正敬
   山田　純司・島津　　晃

17． 足指関節に発生した localized nodular synovitis と思
われる２例

  関西医大整形外科
   児島　　新・亀山　　修・松島　理郎
   森　　益太

18． 加古川居住者に発生した弾性線維腫の１例
  県立加古川病院整形外科
   北　　　潔・辻　　充男・園田　万史
   藤田　久夫

19． 多発性脊髄神経鞘腫の１手術例
  兵庫医大整形外科
   前田　　章・新井　永実・根来　秀明
   円尾　宗司・中野　謙吾
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20． Melorheostosis の１例
  大阪大整形外科
   山本　浩司・青木　康彰・中嶋　　洋
   姜　　　武・安井　夏生・浜田　秀樹
  大阪厚生年金病院整形外科
   門脇　　徹・山本利美雄

21． 大腿骨頸部骨折を来たした腎性骨異栄養症の一例
  大阪医大整形外科
   田中真一郎・岸本　郁男・石村　俊信
   横山　晴一・大島　正義・吉田悌三郎
   白川　貴浩・小野村敏信
  大阪医大泌尿器科
   浜田　勝生・沼田　正紀
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第187回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年１月22日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 大菱形骨結節剝離骨折の１例
  関西医大整形外科
   菅野　　博・山下　英明・藤本　　聡
   押淵　英尚・小川　亮恵

２． ２度にわたる投球骨折を起した３症例
  奈良医大整形外科
   森下　　亨・増原　建二・清水　豊信
   藤原　　博・奥田　亮宏
  吉本整形外科病院
   金曾　啓時・佐々木裕次・杉本　啓司

３． いわゆる伸展位膝蓋骨外方脱臼の２例
  京都府医大整形外科
   河野　誠三・須津　富鵬・川北　 三
   山下　文治・榊田喜三郎

４． 足部舟状骨骨折の８例
  西脇市立西脇病院整形外科
   竹田谷　寛・奥田　　智
  神戸みなと病院整形外科
   清家　重郷・細見壮太郎

５． 肩関節結核の１症例
  近畿大整形外科
   小林　正之・田中　清介・嶋　　充浩
   宗圓　　聰・山崎　裕行

６． 鎖骨・肋骨カリエスの２例
  和歌山医大整形外科
   小椋　廣次・嶋　　良宗・上好　昭孝
   桜井　啓一

７． 公汎な再発性脊椎カリエスに L-Rod を使用した１例
  京都大整形外科
   高橋健志郎・四方　実彦・三河　義弘
   浜淵　正延・瀬戸　洋一・山室　隆夫
  京都大中検病理
   南風原英之

８． 一家系に発生した Osteogenesis imperfecta tarda の一
症例

  天理病院整形外科
   福田　寛二・宮崎　和躬・笠原　勝幸
   多田　健二・采野　　進・日浅　浩成
   中井　　徹

９． 術後合併症をともなった股関節 P. V. S. の１例
  鐘紡病院整形外科
   渡辺　康司・大野　　修・水口　龍次
  神戸大整形外科
   益子　秀久・岡田　幸也・島崎　和久
   広畑　和志

10． 膝窩部に発生した動静脈奇形による膝関節内血腫の１
例

  大阪大整形外科
   上野　秀二・津山研一郎・太根康吉郎
   岩瀬　六郎・越智　隆弘・小野　啓郎

11． 膝変形を伴った Tumoral calcinosis の１例
  神戸大整形外科
   山崎　京子・黒坂　昌弘・宇野　和子
   武部　恭一・水野　耕作・広畑　和志

12． 急性化膿性骨髄炎を伴った先天性無痛無汗症の１例
  滋賀医大整形外科
   葦原　　滋・前野　幹幸・七川　歓次
  国療紫香楽病院整形外科
   武仲　善孝
  滋賀医大小児科
   太田　　茂・桂　　忠彦・青谷　裕文

13． 正中神経領域に生じた多発性神経鞘腫の一例
  大阪医大整形外科
   永田　裕人・安永　　博・宮地　茂樹
   阿部　宗昭・小野村敏信

14． ポリオに起因したと思われる下肢における多関節 O. A. 
手術例

  大阪市大整形外科
   清水　孝修・浅田　莞爾・米田　尚浩
   島津　　晃

15． S. L. E. を伴ったと思われる R. A. の一例
  兵庫医大整形外科
   山下　仁司・立石　博臣・和田　剛正
   丸岡　　隆・中野　謙吾

16． Conjoined nerve roots により経硬膜的髄核摘出術を
要した腰部椎間板ヘルニアの一例

  大阪厚生年金病院整形外科
   美延　幸保・原田　憲正・太田　信彦
   山本利美雄
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第188回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年２月19日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 頸椎症に合併する自律神経失調様症状　̶動揺する高
血圧について̶

  和歌山医大整形外科
   川上　　守・綿貫　昭則・浜崎　広洋
   植野　　裕・嶋　　良宗
  和歌山医大循環器内科
   羽野　貞三

２． 腰部脊椎管狭窄症に対する我々の腰椎椎管拡大術の試
み

  京都桂病院整形外科
   田上　実男・桐田　良人・山村　　紘
   井上　スミ

３． Embolization を試みた脊髄動静脈奇形の２例
  大阪医大整形外科
   宮地　芳樹・中嶋　邦登・石津　恒彦
   渡辺　秀男・小野村敏信

４． 胸椎圧迫骨折により両下肢麻痺をきたした JRA の一
手術例

  兵庫医大整形外科
   横山　正博・円尾　宗司・谷口　　睦
   新井　永実・中野　謙吾
  兵庫医大小児科
   小林　典子・杉原加寿子・川口　　真
   和田　博義

５． 膝窩筋下陥凹に生じた chondromatosis の一例
  京都府医大整形外科
   金　　郁喆・橋本　秀輝・須津　富鵬
   山下　文治・榊田喜三郎

６． 両足関節および MP 関節部に発生した Osteochondro-
matosis の一例

  松下病院整形外科
   原　　邦夫・山際　哲夫・丸山　俊行
   岡田　陽生・俣野　憲一・古川　次郎
   立沢　喜和
  京都府医大整形外科
   久保　俊一

７． 頸椎部病変の malignant change が疑われた multiple 
osteochondroma の１例

  京都大整形外科
   村瀬　徹哉・山室　隆夫・長嶋　哲夫
   琴浦　良彦
  京都大検査部病理
   久保　俊一

８． impingement exostosis によると思われる足関節遊離
体の１例

  済生会中和病院整形外科
   杉本　和也・北田　　力・猪木　佑三
  町立大淀病院整形外科
   上田　喜生・仲西　康豊・金森　行男

９． 踵骨突起部の骨性隆起によりアキレス腱部痛を呈した
２例

  奈良医大整形外科
   奥田　亮宏・高倉　義典・三井　宣夫
   山下　正道・五島　　淳・増原　建二

10． 肩関節に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の１例
  神戸中央市民病院整形外科
   小野　敏通・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・石岡　　勉・大寺　和満
   清水　和也・田口　保志

11． 化膿性筋炎の一例
  大阪市大整形外科
   山田　純司・大向　孝良・河合　栄蔵
   石田　俊武・島津　　晃

12． RA の肘関節滑膜切除術17例25関節　平均10.1年の
遠隔成績

  関西医大整形外科
   中村　清稲・浜田　　彰・森　　益太

13． 両 側 の Proximal femoral focal deficiency に Pierre 
Robin syndrome を合併した一例

  大阪大整形外科
   山本　浩司・大脇　　肇・中村　昌弘
   広島　和夫・小野　啓郎

14． 高位脱臼性変形性股関節症に見られた骨盤疲労骨折の
一例について

  国立大阪南病院整形外科
   小徳　宏之・大西　啓靖・浜口　建紀
   岡部　紀和・鍋島　隆治・小池　達也

15． Bone cement 使用による人工骨頭置換術中死亡した
高令患者の１例

  愛仁会高槻病院整形外科
   丸野　博敏・横関　保彦・宮本　琢磨
  愛仁会高槻病院麻酔科
   詹廖　明義

16． 人工膝関節置換術後の皮膚壊死に対し myocutaneus-
rotation flap を施行した１例

  近畿大整形外科
   中野　彰夫・田中　清介・富原　光雄
   小林　正之
  近畿大形成外科
   上石　　弘

17． 膝蓋大腿関節面に著明な変形をみとめた習慣性膝蓋骨
脱臼の１症例

  滋賀医大整形外科
   小島　保二・内藤　二郎・泉類　博明
   福田　真輔・七川　歓次

18． 脛骨プラトー骨折の治療経験
  北兵庫内科整形外科センター
   樫本　　新・木村　真二・寒原雄二郎
   井上　博司・王　　昭宏・小林　郁雄
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19． 投球動作時に生じた上腕骨内上顆骨端線離開の３例
  稲田整形外科
   稲田　　学
  国立加古川病院整形外科
   居村　茂明・綿谷　和男
  県立加古川病院整形外科
   藤田　久夫・園田　万史・北　　　潔
   辻　　充男

20． 脛骨々幹部骨折に合併した外傷性動脈瘤の１症例
  愛生会山科病院整形外科
   黒川　正夫・並河　滋之・常岡　秀行
  京都府医大整形外科
   須津　富鵬
  京都府立城陽心身障害者福祉センター付属リハビリ
  病院整形外科
   衣川　弘昭

21． 関節窩骨折を伴った肩関節脱臼の一例
  神戸大整形外科
   津村　暢宏・島崎　和久・水野　耕作
   広畑　和志

22． 外傷性肘関節脱臼後の instability について
  明和病院整形外科
   木村　一雄・伊熊　貢秀・松下　　績
   柏木　大治

23． 母趾種子骨々折の一例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   田口　保志・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・石岡　　勉・大寺　和満
   小野　敏通・清水　和也
24． ウィーン，チロルをへて，チューリッヒへ
  明和病院顧問
   柏木　大治
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第189回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年３月19日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 腰仙椎間脱臼骨折の一例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   清水　和也・田村　　清・井上　紀彦
   吉岡　秀夫・石岡　　勉・大寺　和満
   小野　敏通・田口　保志

２． 全経過を追えた仙骨部脊索腫の一例
  兵庫医大整形外科
   宮崎　博史・桜井　　修・丸岡　　隆
   高岩　　均・辻　　　寿・山下　仁司
   中野　謙吾

３． 亜脱臼を伴なった先天性反張膝の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   竹田谷　寛・奥田　　智
  西脇市立西脇病院小児科
   八木隆三郎
  神戸みなと病院整形外科
   細見壮太郎

４． Talus に発生した Dysplasia epiphysialis hemimelica 
の１例

  国立明石病院整形外科
   藤井　正司・森本　一男

５． 大腿内転筋部の化骨性腫瘤の２例
  近畿大整形外科
   奥野　雅男・田中　清介・岡　　正典
   島　　充治・糸数　万正・喜多　　寛

６． 筋肉内血管腫の５例
  奈良医大整形外科
   岡本　圭司・藤本　　誠・尾崎　二郎
   森田　吉英・谷口俊四郎・北田　　力
   三井　宣夫・船内　正恒・玉井　　進
   増原　建二

７． 急性関節炎症状を伴った有頭骨 osteoid osteoma の１例
  松下病院整形外科
   岡田　陽生・山際　哲夫・丸山　俊行
   原　　邦夫・俣野　憲一・古川　次郎
   立沢　喜和

８． Charcot-Marie-Tooth 病の一例
  大阪回生病院整形外科
   宮崎　誠一・渡辺　　優・宮本敬二郎
   戸祭　喜八

９． アルトログリポーシスに合併した変形性股関節症の１
例

  神戸大整形外科
   臼井　康雄・石田　文夫・川井　和夫
   広畑　和志

10． 高脂質血症によると思われる多発性骨壊死の一例
  京都府医大整形外科
   中尾　洋子・山下　文治・榊田喜三郎
  湖北総合病院整形外科
   佐藤　英夫・宮本　達也

11． RA の足関節滑膜切除16例17関節術後11年の遠隔成績
  関西医大整形外科
   中村　清稲・名村　臣夫・浅田　雄一
   児島　　新・浜田　　彰・森　　益太

12． 軟部悪性腫瘍と鑑別を要した背部結核腫の一例
  大阪府立成人病センター整形外科
   上田　孝文・林　　英紀・山下　和夫
   小松原良雄

13． Harrington Instrument を用いた脊椎矯正後方固定術
後 SMA（上腸間膜動脈）症候群を来たした一例

  大阪医大整形外科
   米澤　卓実・小野村敏信・遠藤　　紀
   渡辺　秀男・石川　正樹・吉田悌三郎

14． 腰部神経根障害と見誤まられた Motor Neuron Disease
  大阪市大整形外科
   安部　治郎・松田　英雄・近藤　正樹
   田中　直史・斧出　安弘・豊島　　泰 

  島津　　晃
  大阪市大第１病理
   上田真喜子・藤本　輝夫

15． 腫瘍による環軸関節脱臼の一例
  国立神戸病院整形外科
   宇野　和子・西林　保朗・庄　　智矢
   片岡　　治

16． 頸椎・胸椎に，同時に発生した化膿性脊椎炎の１例
  守山市民病院整形外科
   小柳　博彦・清水　克時
  京都大整形外科
   四方　実彦

17． 腰部硬膜外注入療法に起因したと思われる腰部腫瘍，
対麻痺の一症例

  滋賀医大整形外科
   浅野　安郎・緒方　正雄・望月　興弘
   福田　眞輔

18． 上位胸椎後縦靱帯骨化症に対する前方手術の一経験
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   青野　充志・荻野　　洋・岩瀬　六郎
   川津　伸夫・北野　継弐・満田　基温
   米田　　稔・中原　治彦・広岡　　淳
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本利美雄

19． 脊髄空洞症に随伴した神経障害性肩関節症の１例
  神戸大整形外科
   原田　俊彦・石川　　斉・水野　耕作
   広畑　和志
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20． 診断にガスミエロ後 CT が有用であった脊髄空洞症の
一例

  大阪大整形外科
   菅本　一臣・富士　武史・米延　策雄
   小野　啓郎
  大阪大放射線科
   御供　政紀

21． 頸椎 Myelogram における iophendylate（Myodil）と 
moetrizamide（Amipaque）の比較

  和歌山医大整形外科
   植野　　裕・綿貫　昭則・浜崎　広洋
   川上　　守・嶋　　良宗
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第190回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年４月23日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 多発性外骨腫により骨の二次性変形をきたした２症例
  近畿大整形外科
   三嶋　昭彦・宗圓　　聡・富原　光雄
   広藤　栄一・岡　　正典・田中　清介

２． 巨趾変形を呈した血管性腫瘍の一症例
  大阪大整形外科
   中村　信義・河井　秀夫・川端　秀彦
   露口　雄一・浜田　秀樹・小野　啓郎

３． Granular cell tumor の１例
  京都大整形外科
   藤森　洋一・石田　勝正・琴浦　良彦
   山室　隆夫
  京都大附属病院病理部
   山辺　博彦

４． 仙腸関節結核の２症例
  和歌山労災病院整形外科
   笠松　　望・島村　禎二・河村都容市
   九鬼　良行
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・植野　　裕

５． 大転子部結核性滑液包炎の１例
  神戸大整形外科
   山内　　潔・豊田　嘉清・石川　　斉
   広畑　和志

６． 扁桃摘出により軽快した掌蹠膿疱症性関節炎の１例
  国立神戸病院整形外科
   西林　保朗・宇野　和子
  鐘紡病院整形外科
   大野　　修・渡辺　康司
  公文病院整形外科
   公文　　裕

７． 急激に大腿骨頭の破壊を来たした股関節症の一例
  姫路聖マリア病院整形外科
   菊本喜代司・藤井　英夫・土居　忠史
   前沢　範明
  神戸大整形外科
   川井　和夫

８． 自己免疫性溶血性貧血に合併した特発性大腿骨頭壊死
の一例

  京都府大整形外科
   三船　啓郎・今井　　亮・久保　俊一
   吉岡　克己・榊田喜三郎

９． 踵骨の急速な壊死をきたした１例
  市立加西病院整形外科
   吉矢　晋一・阪田　賢吾・高岡　　功
   坂部　泰彦
  神戸大第２病理
   宗野　和彦

10． 膀胱・直腸障害をきたした腰部椎間板ヘルニアの一症
例

  済生会中和病院整形外科
   杉本　和也・北田　　力・猪木　佑三

11． Spondylolisthetic lumbar spinal stenosis に対する Luque 
法の試み

  兵庫医大整形外科
   横山　正博・円尾　宗司・谷口　　睦
   新井　永実・中野　謙吾
  明和病院整形外科
   松下　　績・木村　一雄

12． 著明な亀背を形成した上位胸推椎体骨折の一治験
  神戸大整形外科
   鵜飼　和浩・水口　龍次・松田　俊雄
   広畑　和志
  三菱神戸病院整形外科
   松本　幸博

13． 若木型 Monteggia 骨折に橈骨神経麻痺を合併した２
症例

  滋賀医大整形外科
   前野　幹幸・西岡　淳一・武仲　善孝
   七川　歓次

14． 距踵間癒合症により発症した Tarsal Tunnel Syndrome 
の１例

  天理市立病院整形外科
   吉川　隆啓・西山　茂晴・糸原　弘道
  奈良医大整形外科
   高倉　義典

15． 弾発母指手術後の遺残拘縮に対する手術経験（１例報
告）

  関西医大整形外科
   藤本　　聡・山下　英明・菅野　　博
   押淵　英尚・小川　亮恵

16． 両側習慣性膝蓋骨脱臼の一例について
  大阪市大整形外科
   徐　　辰河・近藤　正樹・小野興三郎
   島津　　晃

17． 時期を異にして両側に生じた特発性膝関節内出血の１
例

  神戸大整形外科
   大野　憲一・川井　和夫・前田　昌穂
   広畑　和志

18． 膝関節滑膜障害と考えられた１症例
  大阪医大整形外科
   白川　貴浩・田中真一郎・吉田悌三郎
   今井　　秀・横山　晴一・岸本　郁男
   小野村敏信
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第191回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年６月18日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 頸部脊髄症ならびに神経根症に対する Good-
Samaritan 頸椎牽引法について

  神戸大整形外科
   吉田　和也・渡辺　康司・原田　義昭
   松田　俊雄・広畑　和志

２． 環軸椎の亜脱臼に合併した第３第４頸椎間の 
rheumatoid granulation により生じた四肢麻痺例

  滋賀医大整形外科
   緒方　正雄・松本　圭司・福田　真輔
   七川　歓次

３． RA 患者に見られた環軸椎亜脱臼に対する後方固定術
の一考察

  国立大阪南病院整形外科
   小徳　宏之・大西　啓靖・浜口　建紀
   岡部　紀和・鍋島　隆治・小池　達也
   正岡　　悟・前田　　晃

４． 脊椎管内に脱出した頸椎黄靱帯石灰化症の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   満田　基温・荻野　　洋・川津　伸夫
   岩瀬　六郎・北野　継弐・米田　　稔
   青野　充志・中原　治彦・広岡　　淳

５． 頸椎黄靱帯石灰化の３例
  大阪市大整形外科
   伊東　貞直・松田　英雄・石田　俊武
   近藤　正樹・西村　典久・河合　栄蔵
   坂部　賢治・安部　治郎

６． 微小な外傷により発生し，経過良好であった小児脊髄
損傷の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   三谷　英夫・山本利美雄・太田　信彦
   原田　憲正

７． 小児の膝蓋骨 sleeve fracture の１例
  市立加西病院整形外科
   阪田　賢吾・吉矢　晋一・高岡　　功
   坂部　泰彦

８． 上腕骨内側上顆骨折片の肘関節内嵌入の一例
  国保連合会生駒総合病院整形外科
   小嶋　博司・渡辺　　寛
  友紘会病院整形外科
   古東　司朗

９． 極めて稀な月状骨周囲掌側脱臼の１例
  みどりヶ丘病院整形外科
   加藤欣士郎・甲斐　敏晴
  京都第二赤十字病院整形外科
   小島　　修

10． 老人手の皮膚温分布について（小型サーモメーターを
用いて）

  国療紫香楽病院整形外科
   武仲　善孝

11． 脂肪腫による手根管症候群の一例
  大津赤十字病院整形外科
   須藤　容章・石川　浩三・北村　博之
   岡田　　温・藤田　　仁
  大津赤十字病院臨床病理
   雑賀　興慶

12． 腸腰筋内血腫による大腿神経麻痺の１例
  京都府医大整形外科
   今村　洋三・西尾　直子・平沢　泰介
   榊田喜三郎
  社会福祉法人宇治病院整形外科
   藤井　博之

13． Scapulectomy の一経験
  大阪医大整形外科
   米澤　卓実・小野村敏信・阿部　宗昭
   横山　晴一・森下　　忍・白川　貴浩

14． 滑膜ひだが原因と考えられる頑固な肘関節痛を呈した
症例

  県立加古川病院整形外科
   辻　　充男・北　　　潔・園田　万史
   藤田　久夫
  神戸大整形外科
   川井　和夫

15． エンダー釘手術後，弛張熱発作を繰りかえした，偽痛
風の１例

  大和郡山総合病院整形外科
   中山裕一郎・林　　達雄・山崎　　敏

16． 指骨転移を生じた肺癌の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   奥田　　智・竹田谷　寛
  神戸みなと病院整形外科
   細見壮太郎

17． Nodular fasciitis の一症例
  大阪鉄道病院整形外科
   三村　和博・吉野　雅彦・武田十四也
   大田　　寛
  大阪鉄道病院病理部
   服部　康雄・関川　　進

18． 治療に難渋した polyostotic fibrous dysplasia の１例
  天理病院整形外科
   多田　健治・宮崎　和躬・中井　　徹
   中山裕一郎・日浅　浩成・中野　彰夫
   杉谷　繁樹
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19． 腸骨に発生した Chondromyxoid fibroma の一例
  信原病院整形外科
   松沢　　隆・塚西　茂昭・稲用　博史
   池田　　均・信原　克哉
  神戸大中検病理
   岡田　　聡

20． 軟骨粘液線維腫 chondromyxoid fibroma の経験
  和歌山医大整形外科
   坂口　光輝・桜井　啓一・檀上　茂人
   小椋　廣次・小野田幸男・嶋　　良宗
   榎本　　哲

21． 距骨に発生した良性骨芽細胞腫と思われる１例
  関西医大整形外科
   菅野　　博・西本　　哲・山下　英明
   藤本　　聡・押淵　英尚・小川　亮恵
  関西医大附属香里病院中検病理
   螺良　愛郎

22． アテローマと診断された馬尾神経腫瘍の一例
  大阪労災病院整形外科
   奥中　國之・天野　敬一・前野　岳敏
   嶺　　義信・土井　照夫

23． 脊髄腫瘍を疑わせた頸椎脊索腫の１例
  奈良医大整形外科
   冨田　恭治・岩崎　洋明・大根田　豊
   三井　宜夫・玉井　　進
  町立榛原病院整形外科
   奥田　寿夫・森田　吉英

24． 褐色細胞腫，甲状腺癌を合併した第12胸椎脊索腫の
１例

  京都大整形外科
   藤森　洋一・四方　實彦・三河　義弘
   浜淵　正延・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大第２外科
   谷村　　弘・小林　展章
  京都大附属病院検査部
   中嶋　安彬

25． 巨大脊索腫の２例
  市立豊中病院整形外科
   浅井　達郎・皷　　敏光・斉藤　正伸
   小亀　正春・長　　秀行
  市立豊中病院外科
   木村　正治
  市立豊中病院病理
   花田　正人

26． 結核性腱鞘炎により後脛骨筋腱の自然断裂をきたした
１例について

  大手前病院整形外科
   藤井　繁昌・大串　　始・横田　英磨
   永岡　潤吉

27． 結核性膝関節炎として診断，治療を受けてきた色素性
絨毛結節性滑膜炎の１例

  大阪大整形外科
   大脇　　肇・越智　隆弘・史野　根生
   太根康吉郎・木村　友厚・津山研一郎
   小野　啓郎

28． 骨破壊を伴った足関節色素性絨毛結節性滑膜炎
（PVS）の１例

  兵庫医大整形外科
   山田　　博・松本　　学・高岩　　均
   立石　博臣・中野　謙吾
  陸上自衛隊阪神地区病院整形外科
   松本　愷夫

29． 頭蓋咽頭腫を伴った大腿骨頭すべり症の一例
  市立池田病院整形外科
   北村　嘉雄・片平　卓男・小野興三郎
  大阪市大整形外科
   島津　　晃
  大阪市大脳神経外科
   西村　周郎・白馬　　明・宝田　勝憲

30． 両下肢麻痺後生じた股関節強直の１症例
  近畿大整形外科
   小林　正之・田中　清介・富原　光雄
   能勢　　昭・三嶋　昭彦

31． 腸骨延長骨切り術の経験
  京都市身体障害者リハビリセンター
   石田　勝正
  京都大整形外科
   山室　隆夫・琴浦　良彦・一坂　　章
   川那辺圭一
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第192回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年７月16日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 最近経験した化膿性腸腰筋炎の２症例
  大阪大整形外科
   永野　重郎・中村　信義・冨士　武史
   坂井　　学・西塔　　進・米延　策雄
   小野　啓郎

２． 手根骨アーチの破壊によると思われる手指の変形
  和歌山医大整形外科
   嶋　　公大・武山　辰夫・檀上　茂人
   嶋　　良宗

３． 人工透析患者にみられた両大腿直筋断裂の一例
  兵庫医大整形外科
   日置　真吉・桜井　　修・楊　　鴻生
   富永　浩司・合志　明彦

４． 小児にみられた頸推部 Neurenteric cyst の一例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   北野　継弐・荻野　　洋・川津　伸夫
   満田　基温・岩瀬　六郎

５． 二段階手術により症状改善を得た胸椎症性脊髄症の一
例

  大阪医大整形外科
   土居　宗算・宮地　芳樹・遠藤　　紀
   小野村敏信
  大阪医大胸部外科
   前田　雅道

６． 責任病巣を誤診した高位腰椎々間板ヘルニアの一例
  関西医大整形外科
   上田　年信・矢倉　久義・松本豊一郎
   森　　良樹・松島　理郎

７． 反対側に症状を呈した，L1/2 椎間板ヘルニアの一例
  市立豊中病院整形外科
   長　　秀行・皷　　敏光・斉藤　正伸
   小亀　正春・金　　哲彦・浅井　達郎

８． クル病の O 脚変形に対する治療の一例
  京都市身障者リハセンター
   増田　和人・伊藤　鉄夫・石田　勝正
  京都大整形外科
   飯田　寛和

９． 先天性脛骨偽関節の１治療例
  大阪市大整形外科
   阪本　邦雄・広橋　賢次・神原　俊和
   清水　孝修・豊島　　泰
  住吉市民病院整形外科
   藤原　良江

10． Malignant meningioma と診断された胸髄腫瘍の１例
  京都府医大整形外科
   李　　成中・榊田喜三郎・渡辺　俊彦
   岩破　康博
  京都府医大臨床検査
   島田　信男

11． 脊椎に発生した孤立性骨囊腫の１例
  滋賀医大整形外科
   藤井　載樹・望月　與弘・松本　圭司
   緒方　正雄・福田　眞輔

12． 菌状息肉腫に合併した肋骨，鎖骨，胸骨骨髄炎の１症
例

  近畿大整形外科
   能勢　　昭・田中　清介・岡　　正典
   糸数　万正
  近畿大皮膚科
   中野　朝益・島田　和代

13． Intraosseus well-differentiated osteosarcoma と思われ
る１例

  神戸大整形外科
   豊田　嘉清・前田　昌穂
  信原病院整形外科
   塚西　茂明

14． 胸椎硬膜外に発生した孤立性骨髄腫の一症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   平木　秀樹・美延　幸保・原田　憲正
   山本利美雄

15． Dyschondrosteosis と思われる Madelung 変形を呈し
た一家族例

  大阪府済生会吹田病院整形外科
   奥田　良樹・柏木　政哉・今井　　亮
   佐々田　武

16． Juvenile aponeurotic fibroma の一例
  大阪市大整形外科
   飯田伊佐男・石田　俊武・楠　　正敬
   田中　直史・島津　　晃

17． 左腓腹筋部に発生した desmoid tumor の１症例
  奈良医大整形外科
   水本　　茂・玉井　　進・三井　宜夫
  県立奈良病院整形外科
   笹内　信行・龍見　良隆・三馬　正幸

18． MTX 投与によりショック症状をきたした１例
  京都大整形外科
   琴浦　良彦・山室　隆夫・三木　堯明
   笠原　勝幸
  小倉記念病院整形外科
   前川　正毅
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第193回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年９月17日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 高令者の術後に意識低下をもたらした抗利尿ホルモン
不適合分泌症候群について

  京都大整形外科
   西村　直巳・上尾　豊二・山室　隆夫
  京都大老年科
   宮田　　学

２． 26年前の左肺切除が原因と思われる両下肢麻痺の１
例

  京都府立与謝の海病院整形外科
   大友　啓資・田中　進治・岩破　康博
  京都府医大整形外科
   竹下　秀之・榊田喜三郎

３． 透析患者に発生した Tumoral Calcinosis 様石灰化の
１例

  奈良医大整形外科
   五島　　淳・増原　建二・三井　宜夫
   森下　　亨
  大淀町立病院整形外科
   藤原　　博

４． 軟骨肉腫の一症例
  大阪労災病院整形外科
   廣田　茂明・島田比呂志・津田　隆之
   玉田　善雄・土井　照夫
  神戸掖済会整形外科
   草部　拓造

５． Elastofibroma dorsi の１例
  関西医大整形外科
   押渕　英尚・西本　　哲・山下　英明
   菅野　　博・小川　亮恵

６． 腎性骨症により生じた頸椎高度後彎変形に対する一手
術例

  兵庫医大整形外科
   前田　智雄・圓尾　宗司・新井　永実
   楊　　鴻生・木村　一雄・中野　謙吾
  兵庫医大人工透析部
   井上　聖士
  兵庫県立のじぎく療育センター
   稲松　　登

７． 頸椎椎弓切除術後に発生した環軸関節脱臼の１症例
  国立神戸病院整形外科
   寒原雄二郎・萩原雅也子・西林　保朗
   庄　　智矢・片岡　　治

８． Candida による化膿性脊椎炎の１例
  近畿大整形外科
   三嶋　昭彦・安田　　厚・山本　　哲
   宗円　　聡・喜多　　寛・岡　　正典
  近畿大第２内科
   石井　望人・松井　洋勝・山本　俊夫

９． 第２・３胸椎々間板ヘルニアの一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   東　　文造・山本利美雄・原田　憲正
   門脇　　徹・河井　秀夫・原田　　茂
   日比紀一郎・平木　秀樹・三谷　英夫
   森川　二郎
  大阪厚生年金病院外科
   清家　洋二

10． 第十二胸椎・第一腰椎間椎間板ヘルニアの硬膜腔内脱
出の一例（CT 脊髄造影による診断）

  神綱病院整形外科
   伊藤　博康・宮田　敬三
  神綱病院脳神経外科
   近藤　祐之

11． 爆発による脛骨骨折について
  国保橋本市民病院整形外科
   川上　　守・河原　史郎・岡　　正孝
  和歌山医大整形外科
   原田　　基・嶋　　良宗

12． 同側の大腿骨骨幹部骨折を伴った外傷性股関節脱臼
  豊昌会林病院整形外科
   斧出　安弘
  池田市民病院整形外科
   北村　嘉雄・片平　卓男・小野興三郎
  大阪市大整形外科
   島津　　晃

13． 坐骨神経麻痺を伴った大腿骨々折の３例
  神戸中央市民病院整形外科
   石岡　　勉・田村　　清・井上　紀彦
   大寺　和満・小野　敏通・清水　和也
   藤原　俊夫・山田　明彦・藤森　洋一
  伊藤整形外科
   伊藤吾希夫

14． 股関節の特発性軟骨壊死と思われる１症例
  北野病院整形外科
   大田　秀一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・長谷川良一

15． 特発性大腿骨頭壊死に併発した多発性骨壊死について
  大阪大整形外科
   脇谷　滋之・清水　信幸・坂井　　学
   西塔　　進・高岡　邦夫・小野　啓郎

16． 腸腰筋内膿瘍を伴った腸骨骨髄炎の一例
  京都府医大整形外科
   葛原　　啓・日下部虎夫・野口　昌彦
   大友　啓資・榊田喜三郎

17． 最近経験した上腕骨近位骨端線離解の２例
  愛仁会千船病院整形外科
   中山　　明・有澤　　修
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18． 著明な骨変化を伴った前腕筋肉内血管腫の１例
  大阪医大整形外科
   谷田　泰孝・小田　明彦・土肥　恒夫
   茂松　茂人・阿部　宗昭・小野村敏信

19． Fatty infiltration of the median nerve の１例
  大阪市大整形外科
   増田　　博・楠　　正敬・飯田伊佐男
   石田　俊武

20． 三角・豆状骨関節に生じた osteochondromatosis の２
例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   北野　継弐・荻野　　洋・多田　浩一
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本利美雄・平木　秀樹

21． 爪下外骨腫の５例
  神戸大整形外科
   太田　浩之・前田　昌穂・水野　耕作
   広畑　和志
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第194回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年10月29日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 全人工股関節再々置換術の経験
  大阪市大整形外科
   朴　　一男・浅田　莞爾・斉藤　英雄
   清水　孝修・佐々木健陽・坂本　和彦
   坂部　賢治・七野　清之・喜多　義将

２． 術中特異的肉眼所見を呈した PVS の一例
  国立大阪南病院整形外科
   小池　達也・大西　啓靖・浜口　建紀
   岡部　紀和・鍋島　隆治・松田　孝士
   正岡　　悟

３． 陳旧性肘関節後方脱臼の１例
  関西医大整形外科
   鈴木　　宏・斉藤　貴徳・坂井田　稔
   濱田　　彰・松島　理郎

４． 観血的に整復した外傷性股関節前方脱臼の１例
  神戸大整形外科
   岩崎　安伸・吉田　和也・川井　和夫
   水野　耕作・広畑　和志

５． 変形性股関節症にみられた巨大な臼蓋部骨内ガングリ
オンの一症例

  奈良医大整形外科
   庄野　正生・高倉　義典・玉井　　昭
   三井　宜夫・大根田　豊・水本　　茂
   五島　　淳・増原　建二

６． ３ヶ月男児の大腿部に発生した fibrous hamartoma of 
infancy の１例

  京都府医大整形外科
   井上　重洋・竹下　秀之・楠崎　克之
   伴　真二郎・榊田喜三郎
  国立舞鶴病院整形外科
   柳川　哲二

７． 踵骨に発生した軟骨肉腫の１例
  吉本病院整形外科
   杉本　啓司・藤木淳一郎・吉本　恵則
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫・増原　建二

８． スピクラ形成を認めた転移性骨腫瘍の１例
  北野病院整形外科
   長谷川良一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・太田　秀一

９． 膝蓋軟骨軟化症を伴った osteopoikilosis の一例
  兵庫医大整形外科
   岩田　康男・松本　　学・高岩　　均
   楊　　鴻生・立石　博臣・中野　謙吾
  陸上自衛隊阪神地区病院整形外科
   松本　愷夫

10． 特発性血小板減少性紫斑病に発生した，大腿四頭筋部
の compartment syndrome の一例

  町立大淀病院整形外科
   仲西　康豊・上田　喜生・藤原　　博
   金森　行男

11． 脛骨内側顆における疲労骨折
  関西医大整形外科
   西本　　哲・山下　英明・菅野　　博
   押渕　英尚・小川　亮恵

12． 当院における血管付腓骨移植と血管付皮膚腓骨移植の
経験

  東大阪市立中央病院整形外科
   中田　浩司・梅垣　修三・広岡　靖隆
   吉川　隆啓・村田　　茂
  奈良医大整形外科
   坂本　博志・福居　顕宏・水本　　茂
   高井　哲郎

13． 新考案 C-C nail について
  神鋼病院整形外科
   宮田　敬三・伊藤　博康
  公立豊岡病院整形外科
   佐々木正和
  宇治徳州会病院整形外科
   梁　　健治
  丹後中央病院整形外科
   椋棒農夫也

14． 巨大な omovertebral bone をともなった先天性肩甲骨
高位症の一治験例

  奈良医大整形外科
   岡本　圭司・尾崎　二郎・藤本　　誠
   八木　力郎・佐々木裕次・増原　建二
  吉本病院整形外科
   杉本　啓司・藤木淳一郎・吉本　恵則

15． 脊椎と肋骨に併発した骨腫瘍を思わせた興味ある一症
例

  和歌山医大整形外科
   小椋　廣次・上好　昭孝・桜井　啓一
   船岡　信彦・谷口　泰徳

16． 胸椎部 dermoid cyst の１例
  京都大整形外科
   岩下　靖史・四方　實彦・三河　義弘
   濱淵　正延・山室　隆夫

17． 頸椎椎間板炎の一例
  滋賀医大整形外科
   藤田　資文・七川　歓次・松井　清明
   福田　真輔

18． 頸椎化膿性脊椎炎と思われる２症例
  大阪府立病院整形外科
   船渡　朋久・浜田　博朗・小倉　博人
   大村　宗久・江原　宗平・白崎　信己
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19． 化膿性脊椎炎と考えられる症例の検討
  大阪労災病院整形外科
   津田　隆之・島田比呂志・広田　茂明
   川崎　崇雄・頼　　　功・天野　敬一
   前野　岳敏・土井　照夫

20． 意識消失発作を併なった上位頸椎奇形の一例
  大阪大整形外科
   小島　　朗・藤原　桂樹・米延　策雄
   冨士　武史・小野　啓郎

21． 胸椎後縦靱帯骨化症の１治験例
  大阪厚生年金病院整形外科
   上田　孝文・山本利美雄・原田　憲正
   門脇　　徹・河井　秀夫・原田　　茂
   日比紀一郎・東　　文造・平木　秀樹
   三谷　英夫

22． 強直性脊椎炎による高度亀背に対し行った脊椎矯正骨
切り術の経験

  大阪医大整形外科
   上田　康雄・宮地　芳樹・渡辺　秀男
   山本　　定・小野村敏信

23． 前方経路による胸椎手術の経験
  大手前病院整形外科
   藤井　繁昌・森下　　享・大串　　始
   横田　英麿・原田　　稔

24．  Wisconsin 型 L-rod の使用経験
  近畿大整形外科
   石井　　暁・三浦　光也・大石　昌明
   溝畑　茂一・奥平　　哲・喜多　　寛
   富原　光雄・田中　清介
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第195回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年11月19日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． キーンベック病に合併した手根管症候群の１例
  大津赤十字病院整形外科
   岡田　　温・須藤　容章・石川　浩三
   北村　博之・高橋健志郎・藤田　　仁

２． きわめてまれな肩関節後方脱臼骨折の一例
  京都府医大整形外科
   堀井　基行・榊田喜三郎・藤田　隆生
   黒川　正夫・杉本　茂之

３． 徒手整復不能であった肘関節脱臼骨折の一例
  阪本蒼生会門真病院整形外科
   石橋伊三郎・阪本　弘彦・米沢　卓実
  大阪医大整形外科
   小野村敏信・阿部　宗昭・横山　晴一
   吉田悌三郎・茂松　茂人

４． 橈骨神経断裂を伴った開放性顆上骨折の一症例
  友紘会病院整形外科
   稲毛　昭彦・大島　正義・古東　司朗
   中嶋　邦登

５． 高度後彎変形をきたした陳旧性腰椎後方脱臼骨折の一
治験例

  兵庫医大整形外科
   中野　利彦・新井　永実・谷口　　睦
   前田　智雄・円尾　宗司

６． ヘモクロマトーシス患者にみられた病的骨折の一例
  済生会和歌山病院整形外科
   佐々木俊二・植野　　裕
  済生会和歌山病院内科
   西川　　治・雑賀　博子
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・原田　　基

７． 長期放置された両股関節骨性硬直に対する人工股関節
置換術の経験

  京都市身障者リハビリテーションセンター
   増田　和人・伊藤　鉄夫・石田　勝正
  京大整形外科
   飯田　寛和

８． 両側手足の四カ所に同時外科手術を施行した RA の
一症例

  関西医大整形外科
   南川　義隆・阪本　雅司・中村　清稲
   浜田　　彰・森　　益太

９． Pseudoxanthomatous Rheumatoid Nodules について
  滋賀医大整形外科
   松本　圭司・小島　保二・武仲　善孝
   七川　歓次

10． 骨 Paget 病の１例
  大阪市大整形外科
   坂本　和彦・森北　育宏・大向　孝良
   石田　俊武・島津　　晃

11． 尺骨神経より発生した Neurilemmoma の１例
  近畿大整形外科
   山崎　晴彦・大石　昌明・神谷　正人
   奥平　　哲・喜多　　寛・糸数　万正
   田中　清介

12． ガングリオンによる肩棘下筋麻痺の１例
  神戸大整形外科
   臼井　康雄・原田　義昭・水野　耕作
   広畑　和志

13． 有痛性血管筋腫２例
  大阪船員保険病院整形外科
   岩崎南海雄・橋本　一彦・藤川　和生
  伊丹市民病院整形外科
   中矢　正光

14． 筋肉内に発生した浸潤性脂肪腫の一例
  京都大整形外科
   内田　寛治・山室　隆夫・琴浦　良彦
   三木　堯明・笠原　勝幸
  京都南病院整形外科
   石田　龍吉

15． 軟部組織に骨化を伴った類骨骨腫の２例
  大阪大整形外科
   酒井　克子・脇谷　滋之・青木　康彰
   吉川　秀樹・中嶋　　洋・加藤　次男
   清水　信幸・西塔　　進・高岡　邦夫
   浜田　秀樹

16． 右肩甲骨に発生した Chondrosarcoma の一例
  関西医大整形外科
   山下　英明・西本　　哲・菅野　　博
   押渕　英尚・小川　亮恵
  関西医大香里病院中検病理
   上田　　恵

17． 成人の仙骨に発生した悪性奇形腫の一例
  奈良医大整形外科
   小野　浩史・増原　建二・岩崎　洋明
   浅野　正文・三井　宜夫・勝井　建彦
  奈良県立三室病院整形外科
   船内　正恒・海野　正登・冨田　恭治
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第196回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和58年12月24日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 上腕骨骨幹部骨折に対する Hackethal 集束釘の経験
  東大阪市立中央病院整形外科
   村田　　茂・梅垣　修三・広岡　靖隆
   吉川　隆啓・中田　浩司
  奈良医大整形外科
   坂本　博志・高井　哲郎

２． 最近経験した駆血帯麻痺の症例
  国保橋本市民病院整形外科
   河原　史郎・岡　　正孝・川上　　守
  紀南総合病院整形外科
   嶋　　公大
  和歌山医大整形外科
   原田　　基・檀上　茂人・武山　辰夫
   嶋　　良宗

３． 肩甲棘基部外側縁における肩甲上神経障害の１例
  京都大医療技術短期大学部
   浜　　弘道
  京都大整形外科
   山室　隆夫・西島　直城・一坂　　章
   飯田　寛和・大浦好一郎・岩下　靖史

４． 月状骨壊死に対する血管束移植術の経験
  東大阪市立中央病院整形外科
   中田　浩司・梅垣　修三・広岡　靖隆
   吉川　隆啓・村田　　茂
  奈良医大整形外科
   坂本　博志・高井　哲郎

５． 半関節遊離体の一症例
  友紘会病院整形外科
   中嶋　邦登・古東　司朗・大島　正義
   稲毛　昭彦

６． 外傷後，左膝内側々副靱帯大腿骨付着部に異所性骨化
を生じた一例

  京都府医大整形外科
   辻　　吉郎・片山　義敬・今村　洋三
   須津　富鵬・山下　文治・榊田喜三郎

７． 長母趾屈筋にみられた化骨性筋炎の一例
  近畿大整形外科
   大石　昌明・山崎　晴彦・神谷　正人
   大里　佳之・石井　　暁・喜多　　寛
   糸数　万正・田中　清介

８． 本院における先天性内反足治療について
  高槻赤十字病院整形外科
   木下　光雄・栗本　一孝・西本　雅彦
   太田　利夫・森田　　信

９． レ線上軟骨石灰化像を呈した膝関節血管腫の一例
  大阪大整形外科
   谷上　　信・越智　隆弘・浜田　秀樹
   武田十四也・米田　　稔・太根康吉郎
   吉川　秀樹・小野　啓郎

10． 脊椎コンドロカルシノーシスの１例
  滋賀医大整形外科
   勝浦　章知・前野　幹幸・武仲　善孝
   望月　與弘・七川　歓次

11． 最近我々が遭遇した Cleidocranial dysplasia の１例
  大阪市大整形外科
   中本　俊毅・豊島　　泰・飯田伊佐男
   伊東　貞直・朴　　一男・石田　俊武
   島津　　晃

12． Webbed Neck の１症例
  天理よろづ病院整形外科
   中野　彰夫・宮崎　和躬・多田　健治
   中山裕一郎・日浅　浩成・杉谷　繁樹

13． Extra-abdominal desmoid tumor の２例
  兵庫医大整形外科
   井石　　聡・高岩　　均・楊　　鴻生
   円尾　宗司・中野　謙吾
  明和病院整形外科
   松下　　績・山下　仁司

14． 肩甲骨に発生した extraabdominal desmoid の１例
  関西医大整形外科
   押渕　英尚・西本　　哲・山下　英明
   菅野　　博・小川　亮恵
  関西医大附属香里病院中検病理
   上田　　恵

15． 骨原発性脂肪肉腫と鑑別に苦慮した MFH の一例
  大阪労災病院整形外科
   玉田　善雄・津田　隆之・島田比呂志
   広田　茂明・頼　　　功・天野　敬一
   土井　照夫

16． 膝蓋骨に発生した Aneurysmal Bone Cyst の１例
  市立松原病院整形外科
   山本　恵央・永岡　潤吉・山口　武史
   矢島　弘嗣
  奈良医大整形外科
   三井　宜夫・玉井　　昭・増原　建二

17． 外傷後人工肘関節再々置換を施行した一症例について
  国立大阪南病院整形外科
   松田　孝士・岡部　紀和・浜口　建紀
   鍋島　隆治・小池　達也・正岡　　悟
   大西　啓靖
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18． 右股関節固定術18年後 T. H. R. を施行した一症例
  大阪暁明館病院整形外科
   辻　　卓司・石村　俊信
  大阪医大整形外科
   小野村敏信・大島　正義・土肥　恒夫

19． Charcot-Marie-Tooth 病の１例
  神戸大整形外科
   山口　高史・三枝　康宏・鵜飼　和浩
   原田　義昭・水野　耕作・広畑　和志

20． 後方侵入により治癒した胸椎椎間板ヘルニアの１例
  北野病院整形外科
   大田　秀一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・長谷川良一

21． 脊髄動静脈奇型の一症例
  大手前病院整形外科
   森下　　亨・原田　　稔・横田　英麿
   大串　　始・藤井　繁昌

22． 特異な形態を呈した腰仙部類皮腫の１例
  奈良医大整形外科
   井上　恵介・岩崎　洋明・浅野　正文
   三井　宜夫・五島　　淳・増原　建二

23． 再手術を要した外傷性母指内転拘縮の一例
  関西医大整形外科
   宮本　雅夫・名村　臣夫・森　　良樹
   森　　益太
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第197回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年１月21日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 診断に難渋した小児股関節結核の１例
  大阪医大整形外科
   安川　　剛・小野村敏信・岸本　郁男
   横山　晴一・今井　　秀・白川　貴浩
   森田　純弘

２． 大腿骨頸部疲労骨折
  関西医大整形外科
   菅野　　博・西本　　哲・山下　英明
   押淵　英尚・小川　亮恵
  関西医大香里病院中央検査部
   上田　　惠

３． 前十字靱帯損傷を合併した大腿骨内側顆骨折の１例
  京都府医大整形外科
   三橋　尚志・今村　洋三・藤田　隆生
   須津　富鵬・山下　文治・榊田喜三郎
  京都第二赤十字病院整形外科
   黒川　正夫

４． Infantile Cortical Hyperostosis の１例
  京都大整形外科
   高橋　　忍・三木　堯明・琴浦　良彦
   浜西　千秋・山室　隆夫

５． Cerebrotendinous Xanthomatosis（CTX）と思われる
１症例

  奈良医大整形外科
   井上　恵介・玉井　　進・三井　宜夫
   浅野　正文・五島　　淳・増原　建二

６． 末梢神経に発生した Neurilemoma の２例
  済生会野江病院整形外科
   長嶋　哲夫・松田　康孝

７． 先天性絞扼輪症候群に合併する内反足の治療
  大阪大整形外科
   増田　達之・満田　基温・浜田　茂幸
   中村　昌弘・広島　和夫・小野　啓郎

８． 多発性結節を伴った若年性痛風の一例
  兵庫医大整形外科
   木下嚴大郎・松本　　学・根来　秀明
   立石　博臣・中野　謙吾

９． 痛風結節により手根管症候群を呈した一症例
  京都府医大整形外科
   吉岡　　誠・勝見　泰和・景山　直人
   平沢　泰介・榊田喜三郎

10． Entrapment Neuropathy の病態生理　̶手根管症候群
（第１報）̶

  大阪市大整形外科
   増田　宗義・豊島　　泰・松田　英雄
   近藤　正樹・宮脇　裕二・島津　　晃

11． Metrizamide によると思われる脳症
  紀南総合病院整形外科
   木下　裕文・坂田　仁彦・嶋　　公大
  和歌山医大整形外科
   嶋　　良宗・上好　昭孝・寺尾　賢秀

12． Cauda equina に発生した上衣細胞腫の２例
  神戸中央市民病院整形外科
   小野　敏通・田村　　清・井上　紀彦
   石岡　　勉・大寺　和満・清水　和也
   山田　明彦・藤原　俊夫・藤森　洋一

13． 脊椎椎体を侵蝕した馬尾神経腫瘍の一例
  近畿大整形外科
   大里　佳之・久保田　恭・宗圓　　聡
   喜多　　寛・富原　光雄・広藤　栄一
   岡　　正典・田中　清介

14． 椎体侵蝕像を認め，診断が困難であった，非定型的腰
部椎間板ヘルニアの一例

  関西医大整形外科
   南川　義隆・岩本　斗伸・西川　正治
   森　　良樹・松島　理郎

15． 脊髄円錐部に発生した Myxopapillary Ependymoma 
の一例

  滋賀医大整形外科
   畑　　正樹・小島　保二・松本　圭司
   緒方　正雄・福田　真輔・七川　歓次

16． 脊髄硬膜外囊腫の１例
  大阪市大整形外科
   佐々木健陽・橋本　　務・松田　英樹
   鳴嶋　真人・中村　博亮・舟越　晃一
   島津　　晃

17． 脊髄症を伴った Neurofibromatosis の一治験例
  神戸大整形外科
   原田　義昭・渡辺　康司・松田　俊雄
   広畑　和志
  神戸労災病院整形外科
   栗原　　草
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第198回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年２月18日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 手術的治療を行なったリウマチ性 atlantoaxial subluxa-
tion の３例

  神戸大整形外科
   橋本　　靖・渡辺　康司・原田　義昭
   松田　俊雄・広畑　和志

２． 脛骨内側顆にみられた特発性骨壊死と思われる１例
  新須磨病院整形外科
   清家　重郷・小嶋　三郎・西　　重敬
  神戸大医療技術短期大学部
   武部　恭一

３． 踵骨隆起剝離骨折の１例
  吉本病院整形外科
   杉本　啓司・藤木淳一郎・吉本　恵則
  済生会中和病院整形外科
   北田　　力
  奈良医大整形外科
   増原　建二

４． 弾発肘の一経験
  大阪医大整形外科
   澄川　　司・木下　光雄・茂松　茂人
   土肥　恒夫・宮本　茂好・土居　宗算
   小田　明彦・小野村敏信

５． いわゆる爪下外骨腫の５例
  関西医大整形外科
   西本　　哲・鈴木　　宏・菅野　　博
   押渕　英尚・小川　亮恵
  関西医大付属香里病院中検病理
   上田　　恵

６． 足関節部の腱鞘巨細胞腫の１例
  和歌山労災病院整形外科
   笠松　　望・島村　禎二・河村都容市
   九鬼　良行
  和歌山医大整形外科
   桜井　啓一・榎本　　哲・嶋　　良宗

７． 右環指屈筋腱腱鞘より発生した tenosynovial chon-
droma の１例

  京都府立城陽心身障害者福祉センター附属リハビリ
  テーション病院整形外科
   川北　 三・衣川　弘昭
  公立南丹病院整形外科
   中谷　勝也

８． ８才女児の大腿部に発生した Plexiform Neuro-
fibroma の一症例

  奈良医大整形外科
   中山正一郎・玉井　　進・三井　宜夫
   増原　建二
  榛原町立病院整形外科
   奥田　寿夫・斉藤　裕義・国重　義文
   井上　恵介

９． 頸部に発生した solitary benign nerve sheath tumor の
３例

  京都府立医大整形外科
   辻　　吉郎・堀井　基行・勝見　泰和
   平沢　泰介・榊田喜三郎

10． 幼児に発生した中手骨 Ewing 肉腫の１例
  大阪大整形外科
   野口　光一・浜田　秀樹・露口　雄一
   政田　和洋・吉川　秀樹・青木　康彰
   加藤　次男・小野　啓郎

11． 大腿骨遠位骨幹端に発生した傍骨性骨肉腫の１例
  滋賀医大整形外科
   大井　憲二・葦原　　滋・松本　圭司
   西岡　淳一・七川　歓次

12． 脛骨に発生した非定型的骨肉腫の１例
  近畿大整形外科
   久保田　恭・松波　義文・宗圓　　聡
   喜多　　寛・岡　　正典・田中　清介

13． 上腕三頭筋収縮衝撃によると思われる橈骨神経麻痺の
１例について

  大阪市大整形外科
   舟越　晃一・橋本　　務・松田　英樹
   中村　博亮・島津　　晃

14． 馬蹄形膿瘍を呈した結核性腱鞘炎の１例
  京都大整形外科
   池田　俊彦・西島　直城・高塚　和孝
   上羽　康夫・山室　隆夫

15． ホノルル競歩で完走できた両足関節固定術症例
  京都市身障者リハビリテーションセンター整形外科
   増田　和人・石田　勝正

16． 巨大仮骨を生じた二分脊椎児における大腿骨遠位骨端
線離開の１例

  神戸中央市民病院整形外科
   藤森　洋一・田村　　清・井上　紀彦
   石岡　　勉・大寺　和満・小野　敏通
   清水　和也・藤原　俊夫・山田　明彦
  神戸逓信病院整形外科
   山本　　武
  村上整形外科
   村上　白士

17． 環軸関節脱臼としての atlas assimilation の一治験例
  国立神戸病院整形外科
   萩原雅也子・寒原雄二郎・西林　保朗
   庄　　智矢・片岡　　治

18． Down 症候群における環軸椎脱臼の一手術例
  国立療養所宇多野病院整形外科
   小堀　　真・高橋　　寛
  京都大整形外科
   三河　義弘
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19． 仙骨部脊索腫の一手術例
  兵庫医大整形外科
   麩谷　博之・円尾　宗司・木村　一雄
   高岩　　均・鄭　　仁秀・新井　永実
   中野　謙吾



- 211 -

第199回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年３月17日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 頸部化膿性脊椎炎の１例
  神戸労災病院整形外科
   藤田　雅之・宮崎　誠一・藤井　正憲
   山崎　京子・田中　賢治・鵜飼　和浩
   栗原　　章

２． 多発性骨関節結核の１例
  京都市立病院整形外科
   齋藤　哲文・森　　英吾・吉田　成仁
   森本　幸己・鈴木　毅一・中川　泰彰
  静岡県立中央病院整形外科
   浜本　　肇
  太田整形外科
   太田　和夫

３． 外傷性胸鎖関節後方脱臼の１例
  済生会野江病院整形外科
   長嶋　哲夫・松田　康孝

４． 小児の大腿骨付着部での陳旧性前十字靱帯性裂離骨折
の１例

  京都第一赤十字病院整形外科
   出田富士夫・勝又　星郎・立入　克敏
   加藤欣士郎・宮本　達也・下野　広俊
   佐藤喜美子

５． スポーツによる坐骨結節裂離骨折の１例
  神戸大整形外科
   北野　達郎・前田　昌穂・水野　耕作
   広畑　和志

６． 海綿状血管腫による手根管症候群の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   奥中　國之・河井　秀夫・上田　孝文
   平木　秀樹・小亀　正春・山沢　　猛
   原田　　茂・門脇　　徹・原田　憲正
   山本利美雄
  大阪大整形外科
   露口　雄一

７． 手指回旋変形に対する中手骨 Step Osteotomy
（Manktelow 法）の二治験例

  兵庫医大整形外科
   牧浦　正之・連　美知子・田中　寿一
   伊藤　　良・中野　謙吾

８． 右肩甲骨に発生した Eosinophilic granuloma の１例
  京都府医大整形外科
   片山　義敬・楠崎　克之・伴　真二郎
   榊田喜三郎

９． 転移性肩甲骨々腫瘍に対して行った total scapu-
lectomy の一経験

  東大阪市立中央病院整形外科
   仲川　喜之・中田　浩司・梅垣　修三
   広岡　靖隆・吉川　隆啓
  奈良医大整形外科
   尾崎　二郎・三井　宜夫・坂本　博志
   村田　　茂・増原　建二

10． 膀胱外反症において骨盤輪再建術を行なった１例
  大阪大整形外科
   徳丸　　弘・浜田　茂幸・小徳　宏之
   武田十四也・清水　信幸・冨士　武史
   西塔　　進・小野　啓郎

11． 骨端線早期閉鎖をきたした Microgeodic Disease の症
例

  国保橋本市民病院整形外科
   河原　史郎・岡　　正孝・川上　　守
  和歌山医大整形外科
   原田　　基・檀上　茂人・武山　辰夫
   江川　弘光・嶋　　良宗

12． 脊髄空洞症を伴った脊柱側彎症の１例
  大阪労災病院整形外科
   張　　堯熒・格谷　義徳・玉田　善雄
   津田　隆之・川崎　崇雄・天野　敬一
   土井　照夫

13． Down 症候群における環軸椎亜脱臼の一手術例
  京都大整形外科
   池田　俊彦・四方　実彦・三河　義弘
   浜渕　正延・一坂　　章・山室　隆夫

14． 再発したと思われる脊髄腫瘍の１例
  北野病院整形外科
   長谷川良一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・大田　秀一

15． 胸椎に発生した desmoplastic fibroma と思われる１例
  大阪医大整形外科
   中島　幹雄・森下　　忍・宮地　芳樹
   小野村敏信
  大阪暁明館病院整形外科
   石村　俊信
  長原病院整形外科
   金　　基中
  大阪赤十字病院整形外科
   大庭　　健

16． 胸髄硬膜外に見られた Hemangiolipoma の２例
  近畿大整形外科
   神谷　正人・大里　佳之・久保田　恭
   松倉　　登・広藤　栄一・岡　　正典
   田中　清介



- 212 -

17． 胸椎 RA 病変によると思われる胸椎脊髄症の１例
  国立神戸病院整形外科
   萩原雅也子・寒原雄二郎・西林　保朗
   庄　　智矢・片岡　　治
  兵庫県リハビリテーションセンター整形外科
   小林　　勝

18． 胸椎部脊柱管狭窄症に対する新しい脊柱管拡大術の一
経験

  滋賀医大整形外科
   藤田　資文・望月　與弘・緒方　正雄
   七川　歓次
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第200回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年４月14日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． Maffucci 症候群の１例
  天理病院整形外科
   杉谷　繁樹・宮崎　和躬・多田　健治
   中山裕一郎・日浅　浩成・中野　彰夫

２． 髄内腫瘍と誤診された胸髄腫瘍の一症例
  京都桂病院整形外科
   田上　実男・桐田　良人・山村　　紘
   井上　スミ

３． 脊髄円錐部に発生し，馬尾部に囊胞形成した上衣腫の
１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   平木　秀樹・原田　憲正・東　　文造
   山本利美雄

４． 第３腰椎に発生した巨大な Osteochondroma の一例
  京都府医大整形外科
   中村紳一郎・渡辺　俊彦・伴　真二郎
   榊田喜三郎
  湖北総合病院整形外科
   佐藤　英夫・石野　明成・福原　知彦

５． 傍骨性軟骨腫の一症例
  大阪労災病院整形外科
   広田　茂明・津田　隆之・玉田　善雄
   張　　堯熒・土井　照夫
  大阪大整形外科
   奥中　国之・浜田　秀樹

６． 右上腕骨に発生した dedifferentiated chondrosarcoma 
の一例

  大阪市大整形外科
   中本　俊毅・坂本　和彦・大向　孝良
   広橋　賢治・石田　俊武

７． 骨格筋内に転移を繰り返した骨肉腫の１例
  京都大整形外科
   根尾　昌志・山室　隆夫・琴浦　良彦
   三木　堯明・笠原　勝幸・松下　　睦
  京都大医用高分子研究センター
   清水　慶彦
  京都大結核胸部疾患研究所外科
   中村　達夫

８． 足部に発生した Tenosynovial osteochondromatosis の
１例

  西脇市立西脇病院整形外科
   竹田谷　寛・奥田　　智
  西脇市立西脇病院中央検査部病理
   明松　智俊

９． 股関節に発生した chondromatosis の１例
  奈良医大整形外科
   岡村　圭祐・玉井　　昭・三井　宜夫
   大根田　豊・五島　　淳・増原　建二

10． 距骨離断性骨軟骨炎の二症例
  近畿大整形外科
   三浦　光也・能勢　　昭・福田　寛二
   富原　光雄・岡　　正典・田中　清介

11． 植込み式 Pain control system（硬膜外電気刺激）によ
る一治療経験

  神戸大整形外科
   松原　伸明・原田　義昭・渡辺　康司
   松田　俊雄・広畑　和志

12． 頸椎化膿性脊椎炎に対する５手術症例の検討
  兵庫医大整形外科
   山本　勝彦・円尾　宗司・橋本　一廣
   鄭　　仁秀・新井　永実・中野　謙吾

13． 手関節背側に巨大な異所性骨化を認めた症例
  神戸大整形外科
   後藤　義人・池田　正則・鷲見　正敏
   水野　耕作

14． 高圧圧注損傷による後骨間神経麻痺の１例
  関西医大整形外科
   鈴木　　宏・名村　臣夫・西川　正治
   森　　良樹

15． 陳旧性前・後十字靱帯損傷の一症例
  大阪大整形外科
   野口　光一・史野　根生・木村　友厚
   小野　啓郎

16． Kinematic 人工膝関節手術における我々の方針
  国立加古川病院整形外科
   綿谷　和男・三井　俊博・水口　龍次
   居村　茂明

17． 皮質骨螺子の intrapelvic migration をきたした１例
  大阪医大整形外科
   長谷川利雄・岸本　郁男・今井　　秀
   白川　貴浩・森田　純弘・小野村敏信


