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第201回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年５月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科学教室　中野　謙吾
会　　　場：住友道修町ビル　７階

１． 銃剣道により生じた上腕部，外傷性骨化性筋炎の４例
  兵庫医科大学整形外科
   大石　卓夫・松本　　学・楊　　鴻生
   高岩　　均・富永　浩司・立石　博臣
   中野　謙吾
  陸上自衛隊阪神地区病院
   松本　愷夫

２． 烏口突起骨端線離開の１例
  川崎病院整形外科
   多賀　一郎・米田　　稔

３． 野球選手にみられた impingement exostosis の１例
  新須磨病院整形外科
   清家　重郷・小嶋　三郎・西　　重敬
  神戸大学医療技術短期大学部
   渡辺　　信・武部　恭一

４． ガラス異物の迷入により Guyon 管症候群をきたした
１症例について

  神戸大学整形外科
   西山　茂敏・原田　義昭・水野　耕作
   廣畑　和志

５． Pelvic kidney を伴なった膀胱外反症の一治験例
  京都府立医科大学整形外科
   城守　国斗・葛原　　啓・日下部虎夫
   榊田喜三郎
  京都府立医科大学第一外科
   柳原　　潤・金田　博文

６． 脂肪織炎による小児の足根管症候群の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   川手　健次・高倉　義典・三井　宣夫
   大根田　豊

７． 後脛骨筋腱脱臼を伴なった足関節前方亜脱臼の１例
  済生会中和病院整形外科
   杉本　和也・北田　　力・海野　正登
  医誠会病院整形外科
   八木　力男

８． 骨化を伴ったアキレス腱断裂の１例
  大阪赤十字病院整形外科
   瀬戸　洋一・稲次　征人・浅野　頼子
   高木　治樹・室谷　勝久・西浦　弘行
   藤川　重尚・大庭　　健

９． 踵骨隆起摧裂骨折の３症例
  兵庫県立尼崎病院整形外科
   武田　信巳・芦田　一弥・池田　　登

10． 母指球に発生した巨大な脂肪腫の１例
  大阪府済生会茨木病院整形外科
   島田　恭光・安永　　博・奥田　龍三
   梅原　　稔・有原　康次

11． 中足骨に発生した benign chondroblastoma の１例
  関西医科大学整形外科
   押渕　英尚・西本　　哲・鈴木　　宏
   菅野　　博・浜田　　彰・小川　亮惠

12． 大腿骨全置換術を行った乳癌骨転移の１例
  神戸大学整形外科
   前田　昌穂・北野　達郎・橋本　　靖
   水野　耕作・広畑　和志

13． 原発性副甲状腺機能亢進症を合併した RA 患者の１
経験例

  北摂病院整形外科
   永田　裕人・吉田悌三郎
  北摂病院外科
   笠川　　脩
  城山病院整形外科
   左海　宏夫
  大阪医科大学整形外科
   岩井　宏次・小野村敏信

14． Guillain-Barré 症候群によると思われる Charcot 関節
の１例

  滋賀医科大学整形外科
   畑　　正樹・松本　圭司・七川　歓次
  近江八幡市民病院整形外科
   大井　憲二
  草津中央病院整形外科
   藤井　載樹

15． 胸椎部硬膜外血管腫の１例
  京都大学整形外科
   赤木　将男・四方　実彦・三河　義弘
   笠原　勝幸・松本　　学・山室　隆夫
  京都大学中央検査部病理
   山辺　博彦

16． 肋骨と腰椎横突起に多発した骨関節結核の症例
  和歌山県立医科大学整形外科
   船岡　信彦・上好　昭孝・寺尾　賢秀
   星野　　潤・嶋　　良宗

17． 胸椎圧迫骨折を合併した胸骨々折の２症例
  伊藤整形外科
   伊藤　鎮雄
  京都府立医科大学整形外科
   榊田喜三郎・藤田　隆生

18． 我々の考案した牽引式頸椎カラー
  京都府立医科大学整形外科
   渡辺　俊彦・杉本　茂之・辻　　吉郎
  株式会社洛北義肢
   坂本　　勉
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19． 上肢痛をきたした内頸静脈拡張症の１例
  神戸労災病院整形外科
   藤井　正憲・藤田　雅之・宮崎　誠一
   山崎　京子・田中　賢治・鵜飼　和浩
   栗原　　章
  神戸労災病院内科
   大西　一男

20． 硬膜内に脱出した第４腰椎椎間板ヘルニアの１例
  国立神戸病院
   寒原雄二郎・萩原雅也子・西林　保朗
   庄　　智矢・片岡　　治

21． 急激な対麻痺で発症した neuroblastoma の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   小亀　正春・日比紀一郎・原田　憲正
   山本利美雄
  大阪厚生年金病院小児科
   井藤　尚之
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   長谷川　洋

22． １度の腰椎穿刺によって生じたと思われる硬膜内髄外 
Epidermoid cyst の１例

  大阪警察病院整形外科
   竹井　通博・山岸　範明・太田　市郎
   原　　秀之・中田　靖子・水島　哲也
  滋賀医科大学整形外科
   福田　眞輔

23． 特異な形態を呈した頸髄砂時計腫の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   石村　雅男・浅野　正文・岩崎　洋明
   三井　宜夫・岡村　圭祐・高倉義典

24． 大腿骨頸部骨折後偽関節を生じた大理石骨病の１例
  大阪府立病院整形外科
   白崎　信己・浜田　博朗・大村　宗久
   江原　宗平・前田　邦雄

25． 両側 TKR 後に大腿骨頸部骨折をきたした RA の２症
例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   永野　重郎・久保　雅敬・岩瀬　六郎
   皆川　俊一・津山研一郎・豊山　広治
   川津　伸夫・荻野　　洋

26． 急速に股関節破壊をきたした１症例
  大阪市立大学整形外科
   寺川　文彦・浅田　莞爾・斎藤　英雄
   清水　孝修・田中　博之・島津　　晃

27． サルコイドーシスに合併した大腿骨頭壊死の１例
  大阪大学整形外科
   古野　雅彦・脇谷　滋之・清水　信幸
   西塔　　進・高岡　邦夫

28． 大腿骨頭辷り症における内分泌学的所見
  近畿大学整形外科
   松波　義文・岡　　正典・宗円　　聡
   三浦　光也・那須　　敬・田中　清介
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第202回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年７月21日　午後２時
当 番 幹 事：近畿大学医学部整形外科学教室　田中　清介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 術前心機能評価法の検討
  近畿大学整形外科
   金田　隆義・北野　安衛・林　　　晃
   富原　光雄・岡　　正典・田中　清介

２． 再発を繰り返した Fibromatosis と思われる１例
  関西医科大学整形外科
   坂井田　稔・西川　正治・松島　理郎
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

３． 手指末節骨に発生した epidermoid cyst の３例
  大阪医科大学整形外科
   小田　明彦・木下　光雄・茂松　茂人
   宮本　茂好・土居　宗算・西本　雅彦
   土肥　恒夫・小野村敏信
  済生会茨木病院整形外科
   安永　　博

４． 足趾に発生した腱鞘巨細胞の１症例
  済生会御所病院整形外科
   青木　　孝・勝井　建彦・中山正一郎
   冨田　恭治
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宣夫・宮内　義純・増原　健二
  岡本整形外科医院
   岡本　圭司

５． 半月板症状を呈した epiphyseal osteochondroma の１
例

  東大阪市立中央病院整形外科
   仲川　喜之・広岡　靖隆・吉川　隆啓
   中田　浩司・梅垣　修三
  新大宮整形外科
   藤沢　義之
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宣夫

６． 腸骨破壊を来たした巨大腫瘍の１例
  天理病院整形外科
   杉谷　繁樹・宮崎　和躬・松田　文秀
   中山裕一郎・森本　周平・内田　賢治

７． 血腫による腕神経叢麻痺の１例
  神戸大学整形外科
   臼井　康雄・原田　義昭・水野　耕作
   廣畑　和志

８． 上肢麻痺で初発した転移性脊椎腫瘍の１剖検例
  兵庫医科大学整形外科
   谷口　　睦・円尾　宗司・横山　正博
   中野　謙吾
  明和病院整形外科
   柏木　大治

９． multiply operated back の１例
  北野病院整形外科
   林　　卓司・浜田　　勲・中村　孝志
   大田　秀一・綿谷　茂樹

10． Diastematomyelia を合併した腰椎部 epidermoid cyst 
の１例

  京都大学整形外科
   岩下　靖史・三河　義弘・四方　實彦
   山室　隆夫

11． 頸椎黄色靱帯石灰化の１症例
  奈良県立五條病院整形外科
   山根　成悟・横田　英磨・奥村　元昭

12． 頭蓋頸椎移行部奇形の１手術例
  奈良県立医科大学整形外科
   岡村　圭祐・岩崎　洋明・浅野　正文
   玉井　　進・増原　建二
  町立榛原病院整形外科
   奥田　寿夫・国重　義文

13． 頭蓋内圧亢進症状を伴った頸髄腫瘍の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   山沢　　猛・山本利美雄・原田　憲正
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   長谷川　洋

14． Tillaux 骨折（Salter-Harris Ⅲ型）について
  京都府立医科大学整形外科
   杉本　茂之・榊田喜三郎・藤田　隆生
   山下　文治
  宇治病院整形外科
   原　　邦夫・藤井　博之・万波　健二

15． 種子骨嵌入を伴う第１足趾 IP 関節背側脱臼の１例
  近江八幡市民病院整形外科
   大井　憲二・金　　郁喆・松井　英司
   浅井　　浩

16． 最近経験した足部の骨関節結核の症例
  橋本市民病院整形外科
   木下　裕文・岡　　正孝・河原　史郎
  和歌山県立医科大学整形外科
   原田　　基・榎本　　哲・青木　雅昭
   嶋　　良宗

17． 観血的治療を要した大腿骨頭すべり症の３例
  滋賀医科大学整形外科
   藤田　資文・斎藤　　潤・芦原　　滋
   武仲　善幸・望月　與弘・福田　眞輔
   七川　歓次

18． SLE に続発した化膿性股関節炎における両側 THR 施
行例

  大阪市立大学整形外科
   田中　博之・高山　　優・田中　　享
   山田　純司・清水　孝修・斎藤　英雄
   浅田　莞爾・島津　　晃
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19． 人工関節置換術後，多発膿瘍の合併を認めた RA の
１剖検例

  大阪大学整形外科
   大野　博史・脇谷　滋之・武田十四也
   米田　　稔・太根康吉郎・西塔　　進
   越智　隆宏・小野　啓郎
  大阪大学第２病理
   辻本　正彦・野口真三郎
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第203回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年９月22日　午後２時30分
当 番 幹 事：滋賀医科大学整形外科学教室　七川　歓次
会　　　場：住友ビル　11階

１． 高尿酸血症を伴い左鎖骨異常骨化および全身皮下に異
所性骨化をきたした１例

  滋賀医科大学整形外科
   松田　孝士・松本　圭司・松井　清明
   福田　眞輔・七川　歓次
  滋賀医科大学小児科
   大矢　紀昭

２． 末端肥大症に生じた足舟状骨病的骨折の１例
  神戸大学整形外科
   山本　哲司・吉矢　晋一・鷲見　正敏
   水野　耕作・廣畑　和志

３． 最近経験した種子骨障害の３例
  奈良県立医科大学整形外科
   桝田　義英・上野　裕三・青木　　孝
   三井　宜夫・高倉　義典・増原　建二

４． 上腕二頭筋長頭腱断裂の４症例
  大阪労災病院整形外科
   格谷　義徳・津田　隆之・広瀬　一史
   前野　岳敏・土井　照夫

５． 橈骨頭切除後の遠位橈尺関節脱臼に対する尺骨末端切
除術施行後，伸筋腱断裂を生じた１例

  健康保険滋賀病院整形外科
   名村　臣夫・松本豊一郎
  関西医科大学整形外科
   菅野　　博・浜田　　彰・小川　亮惠

６． 髄膜炎症状をきたした腰椎部 arachnoid cyst の１例
  関西医大付属香里病院整形外科
   鈴木　　宏・浜田　　彰・押淵　英尚
   西本　　哲・阪本　雅司
  関西医大付属香里病院小児科
   水谷　俊平

７． 第１腰椎椎弓に発生した化膿性骨髄炎の１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
   笠松　　望
  和歌山県立医科大学整形外科
   嶋　　良宗・上好　昭孝・寺尾　賢秀
   船岡　信彦

８． Isolated disc resorption について
  大阪市立大学整形外科
   七野　清之・中村　博亮・安部　治郎
   橋本　　務・松田　英樹・林　　俊一
   島津　　晃
  St. Vincent’s Hospital（Melbourne）
   Henry V. Crock

９． Halo-jacket を用いて治療した上位頸椎骨折の３症例
  友紘会病院整形外科
   栁農　浩右・古東　司朗・大島　正義
   辻　　卓司
  大阪医科大学整形外科
   小野村敏信

10． 若年者アーノルド・キアリィ奇形の手術経験
  大阪医科大学整形外科
   浜本　　浩・石川　正樹・宮地　芳樹
   渡辺　秀男・山本　　定・小野村敏信
  大阪医科大学脳神経外科
   田野辺歓男・北村　純司・松井　孝嘉
   太田　富雄

11． 骨盤に発生した孤立性骨囊腫の２例
  新千里病院整形外科
   藤田　昌克・箕輪　恵次・猪瀬　正美
  北市民病院整形外科
   岡島　幹雄
  大阪市立大学整形外科
   石田　俊武・島津　　晃

12． 中指末端骨に発生した osteoid osteoma の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   小亀　正春・河井　秀夫・山沢　　猛
   山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   小林　　晏

13． Clear cell sarcoma の１例
  大阪大学整形外科
   日高　康博・青木　康彰・吉川　秀樹
   加藤　次男・濱田　秀樹

14． 血管腫による手根管症候群の１症例
  奈良県立三室病院整形外科
   冨田　恭治・山下　正道・船内　正恒
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進

15． 大腿骨腫瘍に対する人工骨頭置換術の Revision 例
  近畿大学整形外科
   北野　安衛・岡　　正典・宗圓　　聡
   松波　義文・田中　清介

16． 悪性腫瘍を合併した RA の３症例について
  兵庫医科大学整形外科
   塩田　　誠・立石　博臣・和田　剛正
   前田　昌穂・大塚　誠治・木下厳太郎
   福井　康二・中野　謙吾

17． RA 性肘関節屈曲障害に対する鈎状突起切除術の経験
  関西医科大学整形外科
   岩本　斗伸・菅野　博志・森　　良樹
   小川　亮惠
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18． 膝後斜靱帯損傷の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   西尾　直子・山下　文治・須津　富鵬
   山際　哲夫・今村　洋三・辻　　吉郎
  愛生会山科病院整形外科
   管　　知行
  北村整形外科
   北村　修一

19． 家族性にみられた習慣性膝蓋骨脱臼
  国立奈良病院整形外科
   稲田　有史・立松　昌隆・谷口　博美
   上久保鉄夫・松山　悦啓
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第204回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年10月20日　午後２時
当 番 幹 事：大阪大学医学部整形外科学教室　小野　啓郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． Ehlers-Danlos 症候群の１例　̶整形外科的治療指針
について̶

  大阪大学整形外科
   柴田　　徹・浜田　茂幸・清水　信幸
   広島　和夫・小野　啓郎

２． 頸髄部に発生した Neurenteric cyst の１例
  友紘会病院整形外科
   安川　　剛・古東　司朗・大島　正義
   吉本　　博
  大阪医科大学整形外科
   小野村敏信

３． 機銃掃射後の弾丸片による頸性頭痛の１例
  済生会中和病院整形外科
   杉本　和也・北田　　力・海野　正登
   岡村　圭祐
  奈良県立医科大学整形外科
   増原　建二

４． CP に合併した頸椎骨軟骨症の１例
  京都大学整形外科
   多田　弘史・四方　實彦・三河　義弘
   飯田　寛和・根尾　昌志・新林　弘至
   山室　隆夫

５． 上位，下位頸椎複合病変を有する RA 頸部脊髄症の
２例

  国立神戸病院整形外科
   吉田　和也・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・前田　智雄・西山　茂敏
  高砂市民病院整形外科
   戸田　昭士

６． 軽微な外傷で両下肢不全麻痺を来たした胸髄部神経線
維腫の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   古野　雅彦・山本利美雄・原田　憲正
  国立白浜温泉病院整形外科
   東　　文造

７． Spinal cord に発生した Hemangioblastoma の１例
  済生会野江病院整形外科
   松田　康孝・長嶋　哲夫
  京都大学整形外科
   四方　實彦
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

８． 肋骨に発生した Eosinophilic Granuloma の１例
  関西医大付属男山病院整形外科
   北川　宏行・浅田　雄一・亀山　　修
   西　　崇男
  関西医科大学中央検査部
   泉　　春暁

９． 胸部に再発を繰り返した腫瘤の１例
  高槻病院整形外科
   田中　　康・寒原雄二郎・白石　英典
   宮本　琢磨

10． 炎症を伴って大腿部に発生した plexiform neuro-
fibroma の１症例

  奈良県立医科大学整形外科
   大村　哲司・宮内　義純・島屋　正孝
   三井　宜夫・玉井　　進・増原　建二
  済生会御所病院整形外科
   中山正一郎

11． 両側性にみられた plantar fibromatosis の１例
  関西医大付属香里病院整形外科
   阪本　雅司・西本　　哲・鈴木　　宏
   押淵　英尚・浜田　　彰

12． RA 性尺側偏位に対する Palmar Plate Soft Strap Splint 
の使用経験

  関西医科大学整形外科
   斎藤　貴徳・南川　義隆・石田　尊啓
   小川　亮惠

13． 手根骨に発生した血行性骨髄炎の１例
  市立豊中病院整形外科
   三谷　英夫・篠田　経博・金　　哲彦
   辻林　啓幸・斎藤　正伸・皷　　敏光

14． 両側示指にも発生した Kirner 変形の１例
  大阪府立病院整形外科
   白崎　信己・江原　宗平・前田　邦雄
   多賀　一郎・原田　武雄・浜田　博朗
  大阪大学整形外科
   政田　和洋・川端　秀彦・露口　雄一

15． 外傷性橈骨頭単独脱臼に対する輪状靱帯形成術の経験
  和歌山県立医科大学整形外科
   西田　仁丸・原田　　基・松崎　交作
   青木　雅昭・嶋　　良宗

16． スポーツ障害による小骨片を伴った肘管症候群の２例
  兵庫医科大学整形外科
   上田　敏之・根来　秀明・横山　正博
   田中　寿一・中野　謙吾

17． 皮下に多発性腫瘤形成を認めた手関節滑膜軟骨腫症の
１例

  神戸大学整形外科
   北澤　久也・岩崎　安伸・鵜飼　和浩
   水野　耕作・廣畑　和志

18． 股関節に大きな遊離体のみられた１例
  近畿大学整形外科
   林　　　晃・松倉　　登・西本　慎作
   奥野　雅男・岡　　正典・田中　清介
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19． 特発性肥厚性骨関節症の１例
  京都府立医科大学整形外科
   高　謙一郎・勝見　泰和・平沢　泰介
   榊田喜三郎
  京都第一日赤病院整形外科
   柏木　政哉

20． 両側先天性恒久性膝蓋骨脱臼の１例
  大阪医科大学整形外科
   瀬木　治郎・岸本　郁男・横山　晴一
   今井　　秀・白川　貴浩・森田　純弘
   奥田　龍三・小野村敏信
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第205回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年11月10日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都大学医学部整形外科学教室　山室　隆夫
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． 最近経験せる Alveolar soft-part sarcoma の１症例
  京都大学整形外科
   西松　秀和・笠原　勝幸・琴浦　良彦
   山室　隆夫・西村　直己
  京都大学臨床検査部病理
   中嶋　安彬
  京都大学脳外科
   長澤　史朗

２． 奈良県でみられた弾性線維腫の一例
  大和高田市立病院整形外科
   杉本　秀樹・西村　秀樹・徳永　裕彦

３． 頸胸椎部硬膜外腔に発生した悪性リンパ腫の一手術例
  兵庫医科大学整形外科
   水野　保幸・圓尾　宗司・松本　　学
   山本　勝彦・鄭　　仁秀・中野　謙吾
  兵庫医科大学第Ⅱ内科
   金丸　昭久・原　　正浩

４． 腰椎穿刺後に発症し対麻痺に至った脊髄クモ膜下血腫
の一例

  大阪大学整形外科
   大野　博史・山下　和夫・米延　策雄
   冨士　武史・藤原　桂樹・小野　啓郎

５． 精神障害を伴なう腰椎圧迫骨折に対する 2-staged op 
の経験

  友紘会病院整形外科
   吉本　　博・古東　司朗・大島　正義
   安川　　剛
  皆生温泉病院整形外科
   石橋伊三郎

６． 外傷性第５腰椎高度脱臼の一例
  京都府立医科大学整形外科
   堀井　基行・榊田喜三郎・渡辺　俊彦
   長谷　　斉・宮本　達也・岩破　　康
  愛生会山科病院整形外科
   河野　誠三

７． 第Ⅲ腰椎に高度の圧潰をきたした RA の一症例
  神戸大学整形外科
   具　　幸夫・島崎　和久・川井　和夫
   石川　　斉・水野　耕作・廣畑　和志

８． 腹部損傷に合併した腰部化膿性脊椎炎一例
  松阪中央総合病院整形外科
   杉山　友悦・谷口俊四郎・早川　裕司
   西川　勝仁・根元　成佳
  奈良県立医科大学整形外科
   増原　建二

９． 両足にみられた二分舟状骨の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   前田　昌己・高倉　義典・島屋　正孝
   青木　　孝・大村　哲司・増原　建二

10． O 脚変形を矯正した低リン血症性くる病の一例
  県立のじぎく療育センター整形外科
   藤井　正司・萩原雅也子・木村　一雄
   矢野　　悟・稲松　　登・金原　宏之
  県立こども病院整形外科
   細見新次郎

11． 小児前腕両骨々折の治療成績
  大阪市立大学整形外科
   山田　純司・楠　　正敬・島津　　晃
  長吉総合病院整形外科
   吉田　昌司・池田吉太郎

12． 機能的整復法による小児上腕骨顆上骨折の治療
  和歌山県立医科大学整形外科
   西田　仁丸・原田　　基・松崎　交作
   亀田　浩司・嶋　　良宗

13． 人工骨頭置換術後の片麻痺により習慣性股関節脱臼を
生じた症例

  滋賀医科大学整形外科
   旭　　研司・井上　康二・勝浦　章知
   西岡　淳一・七川　歓次

14． 外傷性股関節後方脱臼に伴う大腿骨頭骨折の５例の経
験

  阪和病院整形外科
   黒川　隆彦・波多野　泉・浅田　雄一
  関西医科大学整形外科
   松島　理郎・二宮　俊憲・小川　亮惠

15． 外傷性肩関節後方脱臼の一例
  近畿大学整形外科
   安田　　厚・糸数　万正・松倉　　登
   林　　　晃・田中　清介
  関西電力病院整形外科
   嶋　　充浩
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第206回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和59年12月15日　午後２時
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部整形外科学教室
　　　　　　島津　　晃
会　　　場：住友ビル　11階

１． 大腿部に発生した化骨性筋炎と思われる２症例
  城北市民病院整形外科
   夫　　　猛・中本　達郎・鈴木　　孝
   林　　卓夫・中川伊佐夫・広瀬　　保
  大阪市立大学整形外科
   石田　俊武

２． 強皮症に合併した両側大腿骨頭・距骨無腐性壊死の１
例

  八尾徳洲会病院整形外科
   長谷川　潔・上野　力敏・前田　雅裕
   合田　義弘・岡田　　廣

３． 喉頭癌の治療後に生じた化膿性頸椎骨髄炎と思われる
１例

  関西医科大学整形外科
   原　　　宏・花房　信哉・児島　　新
   菅野　　博・西川　正治・小川　亮惠
  関西医科大学耳鼻咽喉科
   野添　恒幹
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁・植村　芳子

４． 左大腿部に X 線上石灰化像を認めたマンソン孤虫症
の１例

  大阪鉄道病院整形外科
   浅井　達郎・大田　　寛・井下　洋一
   崔　　東煥
  大阪大学微生物病研究所
   中林　敏夫

５． 変形性股関節症にて来院した spondyloepiphyseal 
dysplasia tarda と思われる２症例

  大阪労災病院整形外科
   日高　典昭・大谷　卓弘・丸岡　　顕
   格谷　義徳・徳丸　　弘・広田　茂明
   頼　　　功・鍵山　博士・尾原　善和
   前野　岳敏・土井　昭夫

６． 低フォスファターゼ症の１症例
  県立淡路病院整形外科
   金谷　整亮・辻　　充男・金沢　秀和
   松井　英互
  県立淡路病院小児科
   国井　　興・田中　一宏・菅野　敬子
   奥村　　司

７． Membranous lipodystrophy の１例
  国立大阪病院整形外科
   天野　祐一・福嶋　賢三・広谷　高志
   八木　宏之・飯田伊佐男・久保　俊雄
   西賀　隆男・森沢　康二・越川　　亮
   川田　嘉二
  国立大阪南病院整形外科
   櫛谷　昭一

８． 最近経験したガングリオンによる足根管症候群の検討
  奈良県立医科大学整形外科
   宮田　重樹・高倉　義典・青木　　孝
   森田　吉英・玉井　　進・増原　建二
  済生会中和病院整形外科
   北田　　力・海野　正登・杉本　和也

９． 透析患者における手根管症候群の４例
  兵庫医科大学整形外科
   佐藤のり子・富永　浩司・楊　　鴻生
   根来　秀明・田中　寿一・中野　謙吾
  兵庫医科大学人工透析部
   吾妻　眞幸・井上　聖士

10． 手指骨より初発したサルコイドーシスの１例
  市立堺病院整形外科
   藤田　資文・武山　辰夫・横山　正弘
   花井　　淳・本郷　一郎・柳谷　幸敏

11． 先天性と考えられる橈骨頭単独脱臼を伴った 13-q マ
イナス症候群の１例

  大阪大学整形外科
   日高　康博・川端　秀彦・政田　和洋
   露口　雄一・広島　和夫
  市立泉佐野病院小児科
   大谷　和正

12． モンテジア脱臼骨折後遅発性橈骨神経深枝麻痺を生じ
た１症例

  大阪医科大学整形外科
   森下　　忍・茂松　茂人・阿部　宗昭
  阪本蒼生会門真病院整形外科
   阪本　弘彦・西村　　威

13． 膝窩部に発生した bursal osteochondromatois の１例
  神戸労災病院整形外科
   水口　龍次・栗原　　章・田中　賢治
   福原　啓文・豊田　嘉清・広瀬　哲司
   北澤　久也
  神戸大学整形外科
   鵜飼　和浩

14． ９才男児に発生し，足背まで浸潤した planter fibro-
matosis の１例

  三菱神戸病院整形外科
   裏辻　雅章
  兵庫県立成人病センター整形外科
   森本　一男

15． 大腿後面に発生した扁平上皮癌について
  和歌山県立医科大学整形外科
   青木　雅昭・原田　　基・榎本　　哲
   嶋　　良宗

16． Von Recklinghausen 病の悪性化した１例
  北野病院整形外科
   大田　秀一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・綿谷　茂樹
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17． くも膜囊腫を合併した馬尾部多発性神経腫の１例
  国立神戸病院整形外科
   前田　智雄・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・吉田　和也・西山　茂敏

18． 高度腰椎辷り症の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   康原　正弘・長谷　　斉・榊田喜三郎
   渡辺　俊彦・佐藤　弘明

19． L5 hemivertebra 摘出術を行った先天性側弯症の１治
験例

  京都府立医科大学整形外科
   景山　直人・榊田喜三郎・渡辺　俊彦
   長谷　　斉
  京都府立城陽心身障害者福祉センター
   岩破　康博

20． 脊椎管狭窄症を呈した achondroplasia の１手術例
  京都大学整形外科
   河野　弘昭・四方　實彦・三河　義弘
   飯田　寛和・松本　　学・山室　隆夫

21． 脊髄症状を呈した Sprengel 変形を伴う Klippel-Feil 
症候群の１例

  天理病院整形外科
   森本　周平・宮崎　和躬・松田　文秀
   中山裕一郎・杉谷　繁樹・内田　寛二
   中井　　徹

22． 頸椎症に対する脊柱管拡大術の経験
  済生会泉尾病院整形外科
   広瀬　和人・中谷　　進

23． 後方除圧により症状改善が得られた cervical spondy-
lotic amyotrophy と思われる２症例

  奈良県立医科大学整形外科
   植田　康夫・浅野　正文・岩崎　洋明
   尾崎　二郎・増原　建二

24． 伸展位習慣性膝蓋骨亜脱臼の１症例
  滋賀医科大学整形外科
   石澤　命仁・小島　保二・西岡　淳一
   福田　眞輔・七川　歓次

25． 多発性，家族性発症が疑われた膝関節離断性骨軟骨炎
の１例

  神戸大学整形外科
   橋本　　淳・大野　　修・黒坂　昌弘
   川井　和夫・石川　　斉・廣畑　和志
  鐘紡病院整形外科
   内藤　二郎

26． 脚長差補正のため，あえて蝶番型人工関節を使用した
変形性膝関節症の１例

  近畿大学整形外科
   那須　　敬・宗円　　聡・山崎　晴彦
   三浦　光也・田中　清介

27． 人工股関節全置換術における Stracathro approach の
試み

  大阪府立病院整形外科
   前田　邦雄・浜田　博朗・江原　宗平
   白崎　信己・多賀　一郎・原田　武雄

28． NMR-CT の臨床応用　̶特発性大腿骨頭壊死につい
て̶

  大阪市立大学整形外科
   成田　信哉・堀沢　欣弘・吉田研二郎
   浅田　莞爾・島津　　晃
  大野病院整形外科
   玉田　善雄・小川　　富
  城北市民病院整形外科
   広瀬　　保
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開催年月日：昭和60年１月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科学教室
　　　　　　榊田喜三郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． 血管損傷を合併した腕神経損傷の１例
  京都府立医科大学整形外科
   西岡　真人・平澤　泰介・勝見　泰和

２． 陳旧性肩甲下筋腱断裂の１治験例
  奈良県立医科大学整形外科
   中川　　信・尾崎　二郎・玉井　　進
   増原　建二
  榛原町立病院整形外科
   奥田　寿夫・国重　義文・井上　恵介

３． 母指 MP 関節の掌側脱臼の症例
  国保橋本市民病院整形外科
   木下　裕文・岡　　正孝・河原　史郎
  和歌山県立医科大学整形外科
   原田　　基・檀上　茂人・江川　弘光
   嶋　　良宗

４． 異なった経過を辿った大腿骨骨頭骨折の３例
  兵庫医科大学整形外科
   福井　康二・趙　　南日・丸岡　　隆
   楊　　鴻生・立石　博臣・中野　謙吾
  国立篠山病院整形外科
   宮崎　博史

５． 下腿外傷後の足趾屈曲拘縮の２例
  近畿大学整形外科
   細川　宏一・岡　　正典・田中　清介
  PL 病院整形外科
   糸数　万正・松波　義文

６． 後硬膜外腔に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  近江八幡市民病院整形外科
   松井　英司・浅井　　浩・金　　郁喆
   大井　憲二

７． 硬膜内脱出ヘルニアの１例
  国立神戸病院整形外科
   西山　茂敏・片岡　　治・庄　　智矢
   吉田　和也・前田　智雄

８． 腰椎椎間板ヘルニア様の急性発症をみた馬尾神経 
ependymoma の１例

  滋賀医科大学整形外科
   井上　康二・福田　眞輔・望月　與弘
   緒方　正雄・小島　保二・斎藤　　潤
   七川　歓次

９． 第１腰椎に囊腫様病変を来たした１例
  京都大学整形外科
   池永　　稔・四方　實彦・三河　義弘
   琴浦　良彦・飯田　寛和・松本　　学
   山室　隆夫
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

10． 多椎節に転移した乳癌に対して行った posterior spinal 
instrumentation の経験

  大阪医科大学整形外科
   谷田　泰孝・小島　博司・宮地　芳樹
   山本　　定・渡辺　秀男・小野村敏信

11． 島状大臀筋皮弁による仙骨部褥創再建術の１例
  京都市身体障害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

12． Reflex sympathetic dystrophy について
  大阪大学整形外科
   張　　 ・清水　信幸・冨士　武史
   米延　策雄・小野　啓郎

13． Symphalangism の１症例
  済生会滋賀県病院整形外科
   河　　　功
  京都府立医科大学整形外科
   平澤　泰介・勝見　泰和

14． Larsen 症候群の１例
  大阪労災病院整形外科
   大谷　卓弘・日高　典昭・尾原　善和
   廣田　茂明・広瀬　一史・土井　照夫
  大阪大学整形外科
   井上　雅裕

15． Kugelberg-Welander 病の１症例
  神戸大学整形外科
   野田　光昭・原田　義昭・渡辺　康司
   市橋　研一・島崎　和久・廣畑　和志

16． 前腕部に発生した Von Recklinghausen 病にともなう 
malignant schwannoma の１例

  関西医科大学整形外科
   田中　純一・森　　良樹・西川　正治
   猪谷　　健・小川　亮惠

17． 下腿にみられた稀な血管異形成の１例
  関西医科大学整形外科
   西本　　哲
  関西医科大学付属香里病院整形外科
   阪本　雅司・鈴木　　宏・押渕　英尚
   浜田　　彰
  関西医科大学付属香里病院中検病理
   上田　　惠

18． 股関節に可動域制限をきたした大腿骨外骨腫の１例
  神戸労災病院整形外科
   豊田　嘉清・栗原　　章・田中　賢治
   福原　啓文・水口　龍次・廣瀬　哲司
   北澤　久也

19． Rapidly destructive coxopathy と思われる２症例
  北野病院整形外科
   綿谷　茂樹・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・大田　秀一
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20． 股関節に発生した離断性骨軟骨炎の５例
  奈良県立医科大学整形外科
   前田　昌己・玉井　　昭・大根田　豊
   五島　　淳・増原　建二
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開催年月日：昭和60年２月16日　午後２時30分
当 番 幹 事：奈良県立医科大学整形外科学教室
　　　　　　増原　建二
会　　　場：大阪屋証券ホール　８階

１． 医原性と考えられる炎症性対麻痺の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   久貝　充生・浅野　正文・宮田　重樹
   五島　　淳・岩崎　洋明・玉井　　進

２． 睡眠時無呼吸を呈した頸椎椎間板炎の一例
  市立加西病院整形外科
   上本　光秀・松田　俊雄・松本　幸博
   山本　真之・清家　重郷

３． 胸髄内に転移した malignant melanoma の一症例
  兵庫医科大学整形外科
   土居　平人・圓尾　宗司・井石　　聡
   松本　　学・木村　一雄・鄭　　仁秀
   中野　謙吾

４． 胸骨に発生した軟骨肉腫の一例
  近畿大学整形外科
   林　　　晃・松倉　　登・小林　正之
   富原　光雄・田中　清介
  近畿大学心臓外科
   奥　　秀喬・佐賀　俊彦

５． 右示指 Epithelioid sarcoma の一例
  京都大学整形外科
   桝田　　理・笠原　勝幸・琴浦　良彦
   上羽　康夫・山室　隆夫

６． 上腕に生じた隆起性皮膚線維肉腫の治療に広背筋筋肉
皮弁を用いた一例

  滋賀医科大学整形外科
   岩崎　　淳・藤井　載樹・村上　元庸
   泉類　博明・七川　歓次

７． Gaucher 病患者に対する大腿骨骨折の治療経験
  大阪市立大学整形外科
   柴田　和弥・井浜　潤二・元田　忠伸
   七野　清之・神原　俊和・田中　直史
   坂本　和彦・広橋　賢次・島津　　晃

８． 小児の大腿骨遠位骨端部に発生した骨髄炎の一例
  関西医科大学整形外科
   原　　　宏・坂井田　稔・児島　　新
   菅野　　博・西川　正浩・森　　良樹
   小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁・植村　芳子

９． ペルテス病に対する内反骨切り術の経験
  和歌山県立医科大学整形外科
   前田　敏正・綿貫　昭則・桜井　啓一
   松崎　交作・殿尾　守弘・嶋　　良宗
  愛徳整肢園
   岡安　　勤

10． 股関節破壊を来たした乾癬性関節炎と考えられる一症
例

  神戸大学整形外科
   宇野　耕吉・鵜飼　和浩・川井　和夫
   石川　　斉・司馬　良一・廣畑　和志

11． 習慣性膝蓋骨脱臼の一家系
  大阪大学整形外科
   河野　譲二・史野　根生・木村　友厚
   井上　雅裕・小野　啓郎

12． 膝関節内に軟骨性腫瘤を形成した二例
  京都府立医科大学整形外科
   佐藤　弘明・楠崎　克之・榊田喜三郎
   山下　文治・山本　龍二

13． 感染膝人工関節に関節固定術を施行した一例
  市立豊中病院整形外科
   篠田　経博・前田　邦雄・辻林　啓幸
   斎藤　正伸・皷　　敏光

14． 多発性結節をきたした痛風の一例
  天理病院整形外科
   内田　寛治・宮崎　和躬・松田　文秀
   中山裕一郎・杉谷　繁樹・森本　周平
   中井　　徹

15． クラシックバレーダンサーに生じた長母趾屈筋腱鞘炎
の一例

  大阪医科大学整形外科
   澤田　　出・小野村敏信・木下　光雄
   瀬本　喜啓・島田　恭光
  聖ヨゼフ整肢園整形外科
   芦田ひろみ

16． 三角骨骨折の一例
  済生会中和病院整形外科
   岡村　圭祐・北田　　力・海野　正登
   杉本　和也

17． 足関節に発生した Osteochondromatosis の一症例
  関西医科大学付属男山病院整形外科
   亀山　　修・藤本　　聡・苗加　康男
   西　　崇男
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠
  関西医科大学第二病理
   螺良　愛郎

18． 距骨に骨囊腫様変化を呈した色素性絨毛結節性滑膜炎
（PVS）の一例

  北野病院整形外科
   大田　秀一・浜田　　勲・中村　孝志
   林　　卓司・綿谷　茂樹
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19． 距骨に発生した chondroblastoma の一例
  国立明石病院整形外科
   北　　　潔
  兵庫県立成人病センター整形外科
   森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   指方　輝正
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開催年月日：昭和60年３月16日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪医科大学整形外科学教室　小野村敏信
会　　　場：住友ビル　11階

１． 環軸椎脱臼に対し L-rod を用い後頭骨頸椎間固定を
行った RA 患者の一症例

  友紘会病院整形外科
   吉本　　博・古東　司朗・井上　　隆
   石橋伊三郎
  大阪医科大学整形外科
   渡辺　秀男
  皆生温泉病院整形外科
   瀬木　治郎

２． 発作性背部痛を主訴とする脊椎過敏症と考えられる一
症例について

  滋賀医科大学整形外科
   廣田　茂永・浅野　安郎・小島　保二
   村上　元庸・斎藤　　潤・松井　清明
   西岡　淳一・福田　眞輔・七川　歓次

３． 上部胸髄内 Hemangioblastoma の１例
  大阪市立大学整形外科
   金井　秀彰・陳　　憲一・元田　忠伸
   奥田　　均・横山　一郎・呉家　守二
   松田　英雄・石田　俊武・島津　　晃
  国立泉北病院整形外科
   近藤　正樹

４． Hallermann Streiff 症候群に合併した胸髄髄膜腫の一
例

  済生会茨木病院整形外科
   米澤　卓実・安永　　博・安川　　剛
   梅原　　稔・有原　康次

５． 椎弓切除後に生じた ossified extradural pseudocyst の
１症例

  神戸大学整形外科
   西田　秀章・原田　義昭・市橋　研一
   渡辺　康司・島崎　和久・廣畑　和志

６． 外傷性腰神経根引抜き損傷の一例
  京都大学整形外科
   麻田　義之・飯田　寛和・笠原　勝幸
   濱　　弘道・山室　隆夫

７． 踵骨に発生した chondrosarcoma の１例
  関西医科大学整形外科
   赤木　繁夫・小川　亮惠・松島　理郎
   西川　正治
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁・植村　芳子
  荻原整形外科
   岸本　和容

８． 多発性骨巨細胞腫の一例
  兵庫医科大学整形外科
   高岩　　均・前田　昌穂・木下厳太郎
   丸岡　　隆・中野　謙吾

９． Eosinophilic granuloma の４例　̶臨床病理学的検討
を中心に̶

  京都府立医科大学整形外科
   寺内　知樹・楠崎　克之・榊田喜三郎
   伴　真二郎

10． 慢性化膿性骨髄炎に続発した扁平上皮癌の治験例
  紀南綜合病院整形外科
   佐々木俊二・坂田　仁彦・井上　　守
   小椋　広次
  和歌山医科大学整形外科
   嶋　　良宗・原田　　基・桜井　啓一
   谷口　泰徳

11． 第ⅩⅢ因子欠乏症に発生した臀部血腫に対する一手術
例

  奈良医科大学整形外科
   幅田　　孝・清水　豊信・増原　建二
   青木　　孝・前田　昌己
  奈良医科大学小児科
   高橋　幸博

12． 股関節リンブス・ガングリオンの一例
  大阪大学整形外科
   松井　　稔・大園　建二・西塔　　進
   清水　信幸・高岡　邦夫・小野　啓郎

13． 膝内側に腫瘤を形成した Gastrocnemio-Semimembra-
nosus Bursitis の一例

  新須磨病院整形外科
   嶺尾　和男・加東　　武・小嶋　三郎
   西　　重敬
  神戸大学医療技術短期大学部
   武部　恭一

14． 変形性膝関節症に対する足底装具の効果について
  大阪労災病院整形外科
   丸岡　　顕・大谷　卓弘・日高　典昭
   徳丸　　弘・格谷　義徳・広田　茂明
   鍵山　博士・尾原　善和・廣瀬　一史
   川崎　崇雄・露口　雄一・頼　　　功
   天野　敬一・前野　岳敏・土井　照夫

15． 棚に起因すると考えられた膝蓋軟骨軟化症の１例
  新須磨病院整形外科
   岩崎　安伸・加東　　武・小嶋　三郎
   西　　重敬
  神戸大学医療技術短期大学部
   武部　恭一

16． 膝前十字靱帯新鮮損傷に対する Transpatellar-tendon 
approach の試み

  京都府立医科大学整形外科
   湯浅　勝則・山際　哲夫・榊田喜三郎
   山下　文治・須津　富鵬・盛房　周平
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17． 自家筋力による小児の膝蓋骨剥離骨折の１例
  関西医大洛西ニュータウン病院整形外科
   金海　英米・井土　　昇・阪本　雅司
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠・請田　修一

18． 肩に発生した骨化性筋肉炎の１例
  神戸市立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
   高橋　　忍

19． 橈骨頸部骨折を伴った小児肘関節後方脱臼の１例
  神戸みなと病院整形外科
   正田　悦朗・細見壮太郎・土井田　稔
   岩崎　安伸・中野圭一郎

20． Freeman-Sheldon 症候群の１例
  天理病院整形外科
   中山裕一郎・宮崎　和躬・松田　文秀
   杉谷　繁樹・森本　周平・内田　寛治

21． 成長軟骨板移植の１例
  近畿大学整形外科
   金田　隆義・喜多　　寛・林　　　晃
   山根　敏彦・岡　　正典・田中　清介

22． 距骨外側突起骨折の２例
  近江八幡市民病院整形外科
   金　　郁喆・浅井　　浩・松井　英司
   大井　憲二
  京都府立医科大学整形外科
   藤田　隆生



- 231 -

第210回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和60年４月20日　午後２時30分
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科学教室　廣畑　和志
会　　　場：住友ビル　11階

１． 人工股関節全置換術々後に特異なアセタブラーカップ
（ソケット）の破損を生じた１例

  神戸大学整形外科
   土井田　稔・司馬　良一・廣畑　和志

２． 術後12年を経過して stem 折損を認めた Charnley 型
人工関節の１症例

  大阪市立大学整形外科
   山田　純司・浅田　莞爾・堀沢　欣弘
   田中　直史・坂部　賢治・本田　良宣
   陳　　憲一・吉田研二郎・斎藤　英雄
   広橋　賢次・島津　　晃

３． Intraspinal neurenteric cyst の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤原　俊夫・田村　　清・井上　紀彦
   大寺　和満・石岡　　勉・清水　和也
   山田　明彦・藤森　洋一・高橋　　忍

４． 第３腰椎に発生した aneurysmal bone cyst の１治験例
  京都府立医科大学整形外科
   吉田　宗彦・渡辺　俊彦・榊田喜三郎
   楠崎　克之・寺内　知樹

５． 胸椎黄靱帯骨化により脊髄症状を呈した１例
  滋賀県立成人病センター整形外科
   川那辺圭一・佐野　耕三・西島　直城

６． ゴルフスイングによる有鈎骨鈎骨折の１例
  大手前病院整形外科
   岩本　　弘・西川　勝仁・森下　　亨
   原田　　稔

７． 新生児上腕骨近位骨端線離解の１例
  大阪医科大学整形外科
   土居　宗算・今井　　秀・小野村敏信
  枚方市民病院整形外科
   武田　勝雄

８． 投球により生じた上腕骨近位骨端線離開の１症例
  国立奈良病院整形外科
   松山　悦啓・立松　昌隆・谷口　博美
   上久保鉄夫・上野　裕三

９． 前十字靱帯脛骨付着部剥離骨折後放置された２症例
  大阪労災病院整形外科
   丸岡　　顕・広田　茂明・尾原　善和
   川崎　崇雄・広瀬　一史・土井　照夫

10． 肩関節後方脱臼骨折の２症例
  友紘会病院整形外科
   石橋伊三郎・古東　司郎・井上　　隆
   吉本　　博
  友紘会皆生温泉病院
   瀬木　治郎

11． アルコール中毒患者にみられた多発性骨壊死の１例
  兵庫医科大学整形外科
   合志　明彦・富永　浩司・楊　　鴻生
   立石　博臣・中野　謙吾

12． 化膿性仙腸関節炎の２例
  神戸市立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・清水　和也
   藤原　俊夫・山田　明彦・高橋　　忍

13． 左第１足趾基節骨に発生した骨内ガングリオンの一例
  関西医大付属男山病院整形外科
   苗加　康男・藤本　　聡・亀山　　修
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠
  大阪電気通信大学
   橋本不二雄

14． Ankylosing spinal hyperostosis に合併した hypothyroi-
dism の２症例

  滋賀医科大学整形外科
   斎藤　　潤・井上　康二・望月　與弘
   七川　歓次

15． Osteofibrous dysplasia（Campanacci）の臨床的なら
びに病理学的検討

  関西医科大学整形外科
   山口　道夫・森本　忠信・西川　正治
   小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

16． 不可解な形態を呈した osteochondroma 様病変の１症例
  京都大学整形外科
   河野　弘昭・三木　堯明・琴浦　良彦
   山室　隆夫
  京都大学病院病理部
   山辺　博彦

17． Periosteal osteosarcoma の１例
  大阪大学整形外科
   能勢　和政・青木　康彰・浜田　秀樹
   加藤　次男・小野　啓郎

18． 寛骨に発生した単発性骨囊腫の２例
  近畿大学整形外科
   丹羽　智章・西本　慎作・喜多　　寛
   富原　光雄・岡　　正典・田中　清介

19． 股関節内に発生した単発性骨軟骨腫（外骨腫）につい
て

  社会保険紀南綜合病院整形外科
   川上　　守・坂田　仁彦・佐々木俊二
   小椋　廣二
  和歌山県立医科大学整形外科
   嶋　　良宗・桜井　啓一・寺尾　賢秀
   植野　　裕
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開催年月日：昭和60年６月15日　午後２時
当 番 幹 事：関西医科大学整形外科学教室　小川　亮惠
会　　　場：住友ビル　11階

１． 骨性隆起により足根管症候群を来していた１症例
  関西医大香里病院整形外科
   原　　　宏・中川　琢磨・猪谷　　健
   井土　　昇・鈴木　　宏・浜田　　彰
  関西医大香里病院中検病理
   上田　　恵

２． 成人型低燐血症性ビタミン D 抵抗性骨軟化症の１例
  高槻赤十字病院整形外科
   小嶋　博司・栗本　一孝・横山　晴一
   栁農　浩右
  京都大学放射線核医学科
   日野　　恵

３． 当科における習慣性肩関節脱臼の手術症例について
  大阪市立大学整形外科
   島田比呂志・楠　　正敬・福島　賢三
   斎藤　英雄・島津　　晃

４． 橈骨神経不全麻痺を呈した先天性両側橈骨頭脱臼の成
人例

  和歌山県立医科大学整形外科
   山本　泰生・綿貫　昭則・檀上　茂人
   江川　弘光・嶋　　良宗
  角谷整形外科病院
   角谷　昭一・左海　伸夫

５． Brachial plexus neuropathy と思われた一例
  神戸大学整形外科
   薩摩　真一・宮崎　誠一・渡辺　康司
   島崎　和久・水野　耕作

６． Kienböck 病に伴った長母指屈筋腱自然断裂の一症例
  京都大学整形外科
   𣳾永　　募・上羽　康夫・辻　　丈夫
   三原　　卓・三河　義弘・山室　隆夫

７． 最近経験した距骨後突起骨折について
  東大阪市立中央病院整形外科
   山根　成悟・梅垣　修三・広岡　靖隆
   吉川　隆啓・中田　浩司・仲川　喜之

８． 大腿骨頸部外側骨折に対する簡便な固定法（Screw 
and pin 法）の力学的考察

  伊藤整形外科
   伊藤　鎮雄
  京都府立医科大学整形外科
   藤田　隆生・李　　成中・榊田喜三郎
  滋賀県立短大工業部
   富永　泰弘

９． Pseudoachodroplasia と思われた一例
  社会保険神戸中央病院整形外科
   野口　昌彦・松本　　憲
  京都府立医科大学整形外科
   日下部虎夫

10． 先天性頸椎々弓根欠損の一治験例
  京都府立医科大学整形外科
   宮原　敦夫・渡辺　俊彦・榊田喜三郎
   宮本　達也・景山　直人

11． MRI が病態解明に有用であった脊椎疾患症例
  大阪市立大学整形外科
   舟越　晃一・成田　信哉・松田　英樹
   松田　英雄・橋本　　務・呉家　守二
   横山　一郎・本田　良宣・島津　　晃

12． 肥厚性脊髄硬膜炎の１症例
  滋賀医科大学整形外科
   石澤　命仁・藤井　載樹・望月　與弘
   福田　眞輔・七川　歓次
  滋賀医科大学第三内科
   春田　哲郎・畑中　行雄

13． 術後 20 年を経過して再発した巨大な馬尾部 
Meningioma の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   原田　憲正・山本利美雄・太田　信彦

14． Scheuermann 様後弯を伴った若年性上位腰椎椎間板
ヘルニアの１例

  枚方市民病院整形外科
   中嶋　邦登・長谷川利雄・池田　克己
   武田　勝雄

15． 高度な関節破壊を伴った膝関節結核の１例
  松阪中央総合病院整形外科
   杉山　友悦・谷口俊四郎・早川　裕司
   前田　昌己・宮田　重樹
  奈良県立医科大学整形外科
   増原　建二・西川　勝仁・根元　成佳

16． 小児に発生した距骨骨髄炎の１症例
  京都府立医科大学整形外科
   三浦　清司・日下部虎夫・榊田喜三郎

17． 腱板表層不全断裂にともなった Chondromatosis の１
例

  奈良県立医科大学整形外科
   根元　成佳・尾崎　二郎・五島　　淳
   増原　建二

18． 頸椎の後方要素に発生した好酸球性肉芽腫の１症例
  奈良県立医科大学整形外科
   角能　輝之・岩崎　洋明・浅野　正文
   三井　宣夫・宮内　義純・増原　建二
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19． 動脈塞栓後，摘出術を行った後腹膜脂肪肉腫の一例
  北野病院整形外科
   林　　卓司・浜田　　勲・中村　孝志
   石田　文明・大田　秀一・綿谷　茂樹
   桑名　賢治

20． 血管柄付腓骨移植で再建した上腕骨 MFH の一例
  大阪労災病院整形外科
   徳丸　　弘・露口　雄一
  大阪大学整形外科
   政田　和洋・川端　秀彦・浜田　秀樹
   河井　秀夫

21． 肩甲骨に発生した Osteoid Osteoma の一例
  新潟県立中央病院整形外科
   西本　　哲・堀田　　衛
  関西医科大学整形外科
   赤木　繁夫・菅野　　博・西川　正治
   小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

22． 前腕に変形を来した多発性骨軟骨腫症の１治験例
  兵庫医科大学整形外科
   辻　　　寿・根来　秀明・田中　寿一
   中野　利彦・中野　謙吾
  市立四日市病院整形外科
   辻　　博生

23． THR 術後の肺塞栓症の１例
  大阪医科大学整形外科
   下　　裕司・岸本　郁男・今井　　秀
   白川　貴浩・森田　純弘・島田　恭光
   三田村有二・小野村敏信

24． 人工透析患者に対する股関節全置換術の経験　̶大腿
骨頭壊死と慢性腎不全を合併した全身性エリテマトー
デスの１例̶

  大阪府立病院整形外科
   久保　雅敬・浜田　博朗・多賀　一郎
   白崎　信己・江原　宗平

25． 両股・両膝の屈曲拘縮を来した RA 患者に対する４
関節置換術の一症例

  近畿大学整形外科
   稲垣　泰司・山本　　武・宗圓　　聡
   近藤　　誠・田中　清介

26． 軟部腫瘍を疑わせた巨大な RA 肩峰下滑液包炎の一
例

  大阪大学整形外科
   河野　譲二・米田　　稔・東　　文造
   松河　光弘・太根康吉郎・青木　康彰
   浜田　秀樹・越智　隆弘・小野　啓郎
  大阪大学病理
   桜井　幹己

27． Salmonella enterotidis による肋骨骨髄炎の一症例
  京都市立病院整形外科
   中川　泰彰・吉田　成仁・森　　英吾
   小野　講三・森本　幸己・名倉　良一
   赤木　将男
  京都大学整形外科
   笠原　勝幸
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開催年月日：昭和60年７月20日　午後２時30分
当 番 幹 事：和歌山県立医科大学整形外科学教室
　　　　　　嶋　　良宗
会　　　場：住友ビル　11階

１． 上腕骨遠位骨端線離開の２治験例
  愛徳整肢園
   西田　仁丸・岡安　　勤
  和歌山県立医科大学整形外科
   嶋　　良宗・松崎　交作
  和歌山労災病院整形外科
   原田　　基・笠松　　望

２． Galeazzi 骨折の２例
  神戸みなと病院整形外科
   平田総一郎・細見壮太郎・正田　悦朗
   岩崎　安伸・土井田　稔・中野圭一郎

３． Carpal instability を考慮し観血手術を施した三角骨単
独骨折の１例

  関西医大男山病院整形外科
   金海　英米
  関西医科大学整形外科
   斎藤　貴徳・小川　亮惠

４． 尺 骨 神 経 麻 痺 を 来 し た 肘 関 節 synovial 
chondromatosis の１例

  神戸大学整形外科
   立花　敏弘・渡辺　康司・水野　耕作
   廣畑　和志

５． 両側性腓骨神経麻痺を呈した１例について
  大阪市立大学整形外科
   中田　信昭・松田　英雄・廣橋　賢次
   宮脇　裕二・安並　敏哉・中村　博亮
   島津　　晃

６． 浅腓骨神経の絞扼神経障害をきたした一症例
  兵庫県立のじぎく療育センター
   寺内　正樹・矢野　　悟・萩原雅也子
   藤井　正司・稲松　　登・金原　宏之

７． ２個の nidus がみられた踵骨の Osteoid Osteoma の
１例

  国立奈良病院整形外科
   上野　裕三・立松　昌隆・谷口　博美
   上久保鉄夫・松山　悦啓

８． 比較的稀な両側距骨頸部骨折の１例
  神戸みなと病院整形外科
   中野圭一郎・細見壮太郎・正田　悦朗
   岩崎　安伸・平田総一郎

９． 足部基節骨に発生した Exostosis の１例
  天理病院整形外科
   三浦　光也・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・内田　寛治・河野　弘昭

10． Klippel-Trenaunay Weber Syndrome の１例
  大阪大学整形外科
   正富　　隆・浜田　茂幸・清水　信幸
   廣島　和夫・小野　啓郎

11． 小児胸骨骨折の１例
  京都府立医科大学整形外科
   寺内　知樹・藤田　隆生・山下　文治
   榊田喜三郎
  近江八幡市民病院整形外科
   金　　郁喆
  伊藤整形外科
   伊藤　鎮雄

12． 頸椎 Osteoblastoma の１例
  京都大学整形外科
   西松　秀和・四方　實彦・三河　義弘
   飯田　寛和・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学病理検査部
   山辺　博彦

13． 軟骨性外骨腫により片麻痺をきたした１症例
  大阪医科大学整形外科
   小林　一朗・渡辺　秀男・山本　　定
   宮地　芳樹・田中真一郎・松井　孝一
   岩井　宏次・土居　宗算・小野村敏信

14． 頸髄症手術が頑固な喘息に著効を示した１例
  滋賀医科大学整形外科
   井上　康二・斎藤　　潤・村上　元庸
   福田　眞輔・七川　歓次

15． 硬膜内発生 Extraskeletal Ewing’s Sarcoma
  国立神戸病院整形外科
   西山　茂敏・吉田　和也・片岡　　治
   庄　　智矢・西林　保朗・前田　智雄
  神戸大学中央検査室病理
   岡田　　聡
  西脇市立西脇病院整形外科
   園田　万史

16． 上位胸椎脊椎腫瘍に対し胸骨縦割進入法を行った２症
例

  大阪市立大学整形外科
   坂中　秀樹・石田　俊武・松田　英雄
   呉家　守二・横山　一郎・坂本　和彦
   舟越　晃一・金井　秀彰・本田　良宣
   島津　　晃
  済生会中津病院整形外科
   油谷　安孝
  長吉総合病院整形外科
   吉田　昌司・池田吉太郎

17． 急激に脊髄麻痺を呈した胸椎部硬膜外膿瘍の１手術例
  兵庫医科大学整形外科
   麻田　毅彦・塩田　　誠・趙　　南日
   圓尾　宗司・中野　謙吾

第212回　整形外科集談会京阪神地方会
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18． 多発性腰椎分離辷り症の１例
  近畿大学整形外科
   山根　敏彦・広藤　栄一・山本　　武
   中野　彰夫・丹羽　智章・永田　行男
   田中　清介
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開催年月日：昭和60年９月14日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科学教室　中野　謙吾
会　　　場：住友ビル　11階

１．肘関節炎症状を惹起した Osteoid Osteoma の１例
  兵庫医科大学整形外科
   趙　　南日・前田　昌穂・立石　博臣
   高岩　　均・中野　謙吾

２． Tenosynovial Osteochondromatosis の１例
  日本バプテスト病院
   鍛　　利幸
  京都大学整形外科
   三木　堯明

３． Plantar Fibromatosis の１例
  県立加古川病院整形外科
   神納　英治・田中　和具・竹内　一喜
   藤田　久夫

４． 興味ある前足部骨変化を認めた先天性表皮水疱症の１
例

  滋賀医科大学整形外科
   藤井　載樹・七川　歓次・緒方　正雄
   井上　康二
  滋賀医科大学皮膚科
   望月　　隆・杉浦　久嗣

５． 過成長を伴った下腿 Glomus 腫瘍の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   鶴薗　雅史・高倉　義典・三井　宣夫
   島屋　正孝・宮内　義純・青木　　孝
   増原　建二

６． 高度の骨変化を生じた反復性膝蓋骨脱臼の１例
  京都府立医科大学整形外科
   大塚　悟朗・須津　富鵬・榊田喜三郎

７． 手部に初発した痛風について
  大阪市立大学整形外科
   舟越　晃一・東　　晴彦・斧出　安弘
   宮内　　晃・橋本　亮治・松田　英雄
   島津　　晃

８． 先天性無痛覚症の２症例
  近畿大学整形外科
   能勢　　昭・梁瀬　義章・広藤　栄一
   糸数　万正・萱沢比呂志・田中　清介
  京都大学医用高分子センター
   岡　　正典

９． 腕ずもうによる腋窩神経麻痺の１例
  京都大学整形外科
   二見　　徹・多田　健治・山室　隆夫
  京都大学医療短期大学
   濱　　弘道

10． 異常線維帯と腕神経叢の癒着により胸郭出口症候群を
生じた１例

  神戸大学整形外科
   橋村　正隆・渡辺　康司・水野　耕作
   廣畑　和志

11． 折針により坐骨神経障害を呈した１例
  関西医科大学整形外科
   川北　浩史・山口　道夫・菅野　　博
   森　　良樹

12． 腰仙椎偽関節症例に対する Roy-Gamille plate の使用
経験

  大阪医科大学整形外科
   宮地　芳樹・金　　明博・森本　法生
   瀬本　喜啓・渡辺　秀男・小野村敏信

13． 腰椎に発生した孤立性骨囊腫の１例
  大阪大学整形外科
   大槻　高弘・江原　宗平・米延　策雄
   藤原　桂樹・山下　和夫・小野　啓郎

14． ALS を合併したと考えられる頸髄症の一剖検例
  和歌山県立医科大学整形外科
   栗本　公博・綿貫　昭則・浜崎　広洋
   寺尾　賢秀・岩橋　俊幸・夏見　和完
   宗藤　宗治・嶋　　良宗
  済生会和歌山病院整形外科
   植野　　裕・川上　　守

第213回　整形外科集談会京阪神地方会
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第214回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和60年10月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：近畿大学医学部整形外科学教室　田中　清介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 急激に発症した特発性橈骨神経深枝麻痺の１例
  近畿大学整形外科
   本吉　　寛・能勢　　昭・松倉　　登
   梁瀬　義章・田中　清介

２． 乳児股関節伸展拘縮の１例
  大阪市立大学整形外科
   田中　直史・大橋　弘嗣・神原　俊和
   廣橋　賢次・島津　　晃

３． 第11胸椎棘突起欠損に下肢不全麻痺が偶然合併した
１症例

  国立京都病院整形外科
   中嶋　　毅・大谷　　碧・石川　勝正
   菱本　　修・三原　　卓

４． 小児の手指に発生した再発性 Fibromatosis の１例
  大阪大学整形外科
   日高　康博・政田　和洋・川端　秀彦
   青木　康彰・小野　啓郎

５． 巨指症に合併した Fibro-fatty proliferation of the 
median nerve の１例

  大阪労災病院整形外科
   大谷　卓弘・露口　雄一・土井　照夫
   日高　典昭・丸岡　　顕・辺見　　茂
   三岡　知基・石田　通暁・広田　茂明

６． 種子骨が嵌入し観血的整復を要した第１趾 IP 関節脱
臼の２症例

  神戸大学整形外科
   吉川　　淳・鵜飼　和浩・鷲見　正敏
   池田　正則・水野　耕作・廣畑　和志

７． 足 底 屈 筋 腱 鞘 内 に 発 生 し た tenosynovial 
chondromatosis の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   石橋　　治・高倉　義典・三井　宣夫
   島屋　正孝・宮崎　義純・青木　　孝
   増原　建二

８． Snapping Scapula の１例
  市立松原病院整形外科
   小野　浩史・永岡　潤吉・山口　武史
   中田　浩司・杉本　和也
  奈良県立医科大学整形外科
   尾崎　二郎・山本　恵央

９． 新しい装具システム（Neofrakt）について
  大阪医科大学整形外科
   大坂　芳明・小野村敏信・瀬本　喜啓
   澤田　　出・島田　恭光

10． 易骨折性のみられた若年性糖尿病の症例
  和歌山県立医科大学整形外科
   森本　高史・檀上　茂人・寺尾　賢秀
   松崎　交作・前田　敏正・船岡　信彦
   谷口　泰徳・亀田　浩司・青木　雅昭
   嶋　　良宗
  和歌山県立医科大学第１内科
   松原ひとみ・山田　真智

11． 内側円板状半月板の１例
  兵庫医科大学整形外科
   鮫島　志郎・合志　明彦・丸岡　　隆
   立石　博臣・中野　謙吾

12． 右膝 TKR 後，簡単なメカニズムで脱臼した膝蓋骨脱
臼の１例

  高槻病院整形外科
   菊本喜代司・白石　英典
  理学診療科病院整形外科
   寒原雄二郎・宮本　琢磨

13． 第５頸椎化膿性脊椎炎と思われる１症例
  京都大学整形外科
   山田　　茂・飯田　寛和・四方　實彦
   浜西　千秋・多田　健治・辻　　丈夫
   山室　隆夫

14． 下位頸椎脱臼に合併した外転神経麻痺の１例
  滋賀医科大学整形外科
   遠田　秀起・勝浦　章知・福田　眞輔
   七川　歓次

15． 頸部脊柱管拡大術後に発生した肩手症候群の１例
  済生会泉尾病院整形外科
   宮本　雅夫・中谷　　進
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠

16． 頸椎黄色靭帯石灰化により脊髄症を呈した１例
  関西医科大学整形外科
   浦川　正人・森本　忠信・菅野　　博
   西川　正治・松島　理郎・小川　亮惠

17． 頸椎黄靭帯石灰化症の１例
  京都逓信病院整形外科
   清水光一郎
  京都大学整形外科
   四方　實彦・角谷　慶明

18． 腰部脊柱管狭窄症状を呈した第３腰椎後部脊椎部良性
骨芽細胞腫の１例

  国立神戸病院整形外科
   前田　智雄・西林　保朗・片岡　　治
   庄　　智矢・吉田　和也・西山　茂敏

19． 腰痛を呈した腰仙部神経根走行異常の１手術例
  京都府立医科大学整形外科
   三上　靖夫・長谷　　斉・榊田喜三郎
   渡辺　俊彦・藤戸　完典
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第215回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和60年12月21日　午後２時
当 番 幹 事：滋賀医科大学整形外科学教室　七川　歓次
会　　　場：住友ビル　11階

１． 同一下肢に種々の奇形を合併した下肢短縮症の１例
  大阪市立大学整形外科
   陳　　憲一・楠　　正敬・佐々木健陽
   島津　　晃
  国立大阪病院整形外科
   飯田伊佐男

２． 骨盤骨折　̶出血性ショックと予後について̶
  大阪市立大学整形外科
   柴田　和弥
  千里救命救急センター
   田伏　久之

３． 透析患者の整形外科的手術の問題点
  大野病院整形外科
   玉田　善雄・小川　　富・森井　孝和
  大野病院人工腎センター
   伊藤　周二・稲葉　正人・大野　良興
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

４． 筋緊張性ジストロフィーの１例
  天理病院整形外科
   三浦　三也・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・内田　寛治・河野　弘昭
  天理病院神経内科
   川村純一郎

５． Ossified Achilles Tendon の２例
  関西医大男山病院整形外科
   飯田　洋介・西　　崇男・川端　　強
   藤本　　聡・金海　英米
  関西医科大学整形外科
   山口　道夫・亀山　　修・小川　亮惠

６． 背部に発生した chondroma of soft parts の１例
  京都大学整形外科
   二見　　徹・四方　實彦・三木　堯明
   飯田　寛和・山室　隆夫

７． 女児大腿骨にみられた benign chondroblastoma の１例
  大阪労災病院整形外科
   日高　典昭・丸岡　　顕・辺見　　茂
   三岡　智規・石田　通暁・広田　茂明
   土井　照夫

８． 第１腰椎に発生した孤立性骨髄腫の１手術例
  京都府立医科大学整形外科
   佐藤　弘明・長谷　　斉・渡辺　俊彦
   榊田喜三郎

９． 頸髄損傷の１例　̶体性感覚誘発電位の経時記録の経
験̶

  大阪医科大学整形外科
   中島　幹雄・小野村敏信・田中真一郎
   小林　一朗・渡辺　秀男・宮地　芳樹
   松居　孝一・速水　英夫

10． 前後同時侵入により一期的に整復固定を行った高度腰
椎辷り症の１手術例

  京都府立医科大学整形外科
   宮原　敦夫・渡辺　俊彦・長谷　　斉
   榊田喜三郎

11． 神経鞘内ガングリオンによる腓骨神経麻痺の１例
  京都府立医科大学整形外科
   盛房　周平・勝見　泰和・平沢　泰介
   楠崎　克之・榊田喜三郎

12． Guyon 管症候群の２治験例
  兵庫医科大学整形外科
   美崎　　晋・田中　寿一・川村　清志
   中野　利彦・合志　明彦・山下　仁司
   趙　　南日・根来　秀明・中野　謙吾

13． posttraumatic proximal radioulnar synostosis の１例
  大阪大学整形外科
   島田　幸造・米田　　稔・大園　健二
   安井　夏生・川端　秀彦・政田　和洋
   小野　啓郎

14． 有鉤骨鉤骨折による指屈筋腱損傷の症例
  国保橋本市民病院整形外科
   河原　史郎・岡　　正孝・佐々木俊二
  和歌山県立医科大学整形外科
   檀上　茂人・江川　弘光・谷口　泰徳
   嶋　　良宗

15． 骨折と見まがう epiphyseal cleft の２例
  日本バプテスト病院整形外科
   鍛　　利幸
  京都大学整形外科
   三木　堯明

16． 斜頸を主訴として来院した破傷風の１症例
  大手前病院整形外科
   森下　　享・原田　　稔・岩本　　弘
   西川　勝仁

17． 坐骨結節剝離骨折の１例
  高槻赤十字病院整形外科
   栁農　浩右・栗本　一孝・横山　晴一
   小嶋　博司・森本　法生・森田　　信
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18． 鎖骨骨髄炎の１例
  済生会野江病院整形外科
   長嶋　哲夫・高橋健志郎
  京都大学整形外科
   琴浦　良彦
  天理よろづ相談所病院
   松田　康孝

19． 上肢にみられた重症感染症の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   船岡　信彦・綿貫　昭則・檀上　茂人
   寺尾　賢秀・榎本　　哲・江川　弘光
   嶋　　良宗
  和歌山県立医科大学皮膚科
   松中　成浩

20． 先天性膝蓋骨欠損の一症例
  近畿大学整形外科
   萱沢比呂志・糸数　万正・三嶋　昭彦
   久保田　恭・田中　清介

21． 肩関節腔内と烏口下滑液包内に巨大な遊離体を認めた
肩関節症の１治験例

  奈良県立医科大学整形外科
   桜井　悟良・尾崎　二郎・五島　　淳
   山岡　伸行・田中　康仁・増原　建二

22． 膝関節に発生した synovial osteochondromatosis の１
例

  三菱神戸病院整形外科
   広瀬　哲司・裏辻　雅章
  神戸大学整形外科
   鵜飼　和浩・廣畑　和志

23． 小児の横足根関節に発生した osteochondromatosis の
１例

  八尾市立病院整形外科
   松井　　稔

24． 頸椎椎間関節の破壊と頸椎黄色靱帯石灰化を伴った 
chondrocalcinosis の１例

  滋賀医科大学整形外科
   山内　栄二・福田　眞輔・緒方　正雄
   仲谷　吉記・大井　憲二・七川　歓次

25． Charcot-Marie-Tooth 病に変形性関節症を合併した１
例

  北野病院整形外科
   石田　文明・浜田　　勲・林　　卓司
   綿谷　茂樹・桝田　　理・桑名　賢治

26． ホルモン補充療法開始後，大腿骨頭辷り症の急速な増
悪をみた若年性甲状腺機能低下症の１例

  大三輪病院整形外科
   長岡　正人
  奈良県立医科大学整形外科
   五島　　淳・鶴薗　雅史・玉井　　昭
   大根田　豊・上野　裕三・増原　建二

27． 多発性筋炎に合併した大腿骨頭壊死の１例
  神戸掖済会病院整形外科
   山口　勝之・吉田　竹志・草部　拓造
  大阪大学整形外科
   大脇　　肇

28． Cup 関節形成術後 Cup の破損をきたした２例
  神戸大学整形外科
   辻本　和雄・鷲見　正敏・大野　　修
   司馬　良一・廣畑　和志
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第216回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年１月25日　午後２時
当 番 幹 事：大阪大学医学部整形外科学教室　小野　啓郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． 鏡視下に整復を行った脛骨外顆部骨折の１症例
  近畿大学整形外科
   辻本　晴俊・糸数　万正・宗圓　　聡
   田中　清介
  PL 病院整形外科
   喜多　　寛
  青野整形外科
   青野　　寿

２． 高度の関節破壊を伴った新鮮膝関節前十字靱帯損傷の
一例

  大阪大学整形外科
   正富　　隆・堀部　秀二・史野　根生
   小野　啓郎

３． Colles 骨折後に発症した舟状骨壊死の１例
  大阪市立大学整形外科
   大橋　弘嗣・楠　　正敬・島田比呂志
   山田　純司・島津　　晃

４． 肩甲骨に発生した骨内ガングリオンの１例
  国立大阪病院整形外科
   川満　政之・越川　　亮・川田　嘉二

５． 左大腿部に発生した筋肉内ガングリオンの１症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   三村　和博・山本利美雄

６． ガングリオンによる肩甲上神経麻痺の一例
  京都大学整形外科
   吉田　正弘・浜　　弘道・多田　健治
   山室　隆夫

７． マット運動による大腿神経麻痺の一症例
  大阪医科大学整形外科
   下　　裕司・茂松　茂人・木下　光雄
   阿部　宗昭・小野村敏信

８． 巨大な Iliopectineal Bursitis を合併した RA の１例
  滋賀医科大学整形外科
   井上　康二・西岡　淳一・駒井　　理
   七川　歓次

９． 股関節炎を伴った進行性全身性硬化症の一例
  神戸大学整形外科
   佃　　政憲・鷲見　正敏・井口　哲弘
   鵜飼　和浩・川井　和夫・廣畑　和志

10． 脊髄空洞症に起因したと考えられる神経病性肩関節症
の一例

  大阪府立病院整形外科
   倉都　滋之・原田　武雄・小島　　朗
   白崎　信己・久保　雅敬・冨士　武史
   濱田　秀樹

11． 感染を合併した糖尿病性 Charcot joint の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   山本　泰生・綿貫　昭則・桜井　啓一
   檀上　茂人・江川　弘光・保田　賢展
   嶋　　良宗

12． 腎透析下に発生した Tumoral calcinosis 様石灰沈着像
を示した１症例

  阪和病院整形外科
   岩本　斗伸・南川　義隆・黒川　隆彦
  関西医科大学整形外科
   松島　理郎

13． 鏡視下に治療した大腿骨外顆部 benign chondroblas-
toma の１例

  済生会奈良病院整形外科
   幅田　　孝・三馬　正幸・石村　雅男
  新大宮整形外科
   藤沢　義之
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宣夫

14． 腸骨に発生した巨大な続発性軟骨肉腫の一例
  京都府立医科大学整形外科
   弥永　邦彦・楠崎　克之・伴　真二郎
   榊田喜三郎

15． Dumb-bell 型を呈した頸部血管腫の一例
  富田林病院整形外科
   辰巳　英章・神原　幹司・藤井　繁昌
   川手　健次・城戸　　光
  奈良県立医科大学整形外科
   岩崎　洋明・浅野　正文・石橋　　治

16． 腰椎部にみられた脊髄硬膜外囊腫の一例
  兵庫医科大学整形外科
   川村　清志・圓尾　宗司・井石　　聡
   和田　剛正・谷口　　睦・山下　仁司
   合志　明彦・中野　謙吾

17． 脱出・遊離した第２・第３腰椎椎間板ヘルニアの１例
  済生会中津病院整形外科
   倉田　順弘・久志本　弘・星　　千富
   油谷　安孝・田嶌　考治・柳井　尚浩
   元田　忠伸

18． 椎間板ヘルニアを合併した腰部神経根走行異常の一例
  関西医科大学附属香里病院整形外科
   二宮　俊憲・高　　英卓・石川　　理
   原　　　宏・浜田　　彰

19． Tethered Spinal Cord Syndrome の２症例　̶特に M. 
R. I. の有用性について̶

  国立神戸病院整形外科
   宇野　耕吉・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・宮崎　誠一・前田　智雄
   橋本　　靖
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20． ３年で再発した頸椎部 Neurenteric cyst の１例
  国立白浜温泉病院整形外科
   浅井　達郎
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   荻野　　洋・北野　継弐・大村　宗久
   岩瀬　六郎・東　　文造・酒井　克子
   大河内敏行・中村　博行・浜田　雅之

21． 下方に転位した恥骨結合離開の一例
  北野病院整形外科
   桝田　　理・浜田　　勲・林　　卓司
   石田　文明・綿谷　茂樹・桑名　賢治
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第217回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年２月22日　午後２時
当 番 幹 事：京都大学医学部整形外科学教室　山室　隆夫
会　　　場：住友ビル　11階

１． 動脈瘤様骨囊腫の一治療経験
  兵庫医科大学整形外科
   波多野　希・前田　昌穂・高岩　　均
   塩田　　誠・永田　　修・木下厳太郎
   中野　謙吾

２． 腸骨に発生した Aneurysmal bone cyst の１例
  京都大学整形外科
   真多　俊博・山室　隆夫・琴浦　良彦
   笠原　勝幸・辻　　丈夫
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

３． 特異な経過を示した原発性肝癌の上腕骨転移の一例
  大阪大学整形外科
   林田　賢治・青木　康彰・吉川　秀樹
   加藤　次男・内田　淳正・小野　啓郎

４． 皮下サルコイドーシスの２例
  北野病院整形外科
   桑名　賢治・浜田　　勲・林　　卓司
   石田　文明・綿谷　茂樹・桝田　　理
  京都大学整形外科
   田中　千晶

５． 近年の骨関節結核症例の検討
  関西医科大学整形外科
   田中　富弥・小川　亮惠・菅野　　博
   森本　忠信・山下　英明

６． 家族性発生をみた神経鞘腫の一例
  神戸大学整形外科
   鍋島　祐次・岩崎　安伸・島崎　和久
   廣畑　和志
  明石市民病院
   大浦　五郎

７． 手の外傷後，カウザルギー様疼痛を訴えた胸郭出口症
候群の一例

  大阪市立大学整形外科
   高山　　優・佐々木健陽・楠　　正敬
   松田　英雄・豊島　　泰・島津　　晃

８． 橈骨神経深枝麻痺の一例
  近畿大学整形外科
   永田　行男・本吉　　寛・二木　理人
   松倉　　登・糸数　万正・梁瀬　義章
   田中　清介

９． Quadrilateral space syndrome ２症例の手術的治療経験
  奈良県立医科大学整形外科
   山岡　伸行・尾崎　二郎・石橋　　治
   増原　建二
  奈良県立医科大学神経内科
   真野　行生・森本　　茂

10． ウエルナー症候群の２例
  天理病院整形外科
   内田　寛治・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・三浦　三也・河野　弘昭
   中井　　徹

11． 診断上 MRI が有効であった悪性腫瘍の頸椎への転移
例

  和歌山県立医科大学整形外科
   松浦　伸一・綿貫　昭則・浜崎　広洋
   寺尾　賢秀・岩崎　俊幸・栗本　公博
   山本　泰生・森本　高史・嶋　　良宗

12． 胸腰椎移行部脊髄内に発生した glioblastoma multi-
forme の一例

  京都府立医科大学整形外科
   中　　康匡・長谷　　斉・榊田喜三郎
   渡辺　俊彦・杉本　茂之

13． 胸髄部くも膜のう腫の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   太田　信彦・山本利美雄・原田　憲正
   夫　　俊彦

14． 原因不明の胸髄クモ膜下血腫を来した一例
  国立神戸病院整形外科
   橋本　　靖・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・宮崎　誠一・前田　智雄
   宇野　耕吉

15． 膝関節内ガングリオンの一例
  済生会野江病院整形外科
   高橋健志郎・長嶋　哲夫

16． 若年者に発生した両膝関節広範囲無腐性骨壊死に対す
る治療経験

  京都府立医科大学整形外科
   藤戸　完典・山際　哲夫・須津　富鵬
   出田富士夫・榊田喜三郎

17． 徒手整復不可能だった足第１指 IP 関節背側脱臼の２
症例

  日本バプテスト病院整形外科
   鍛　　利幸
  京都大学整形外科
   三木　堯明

18． 前足部に発生した腱鞘巨細胞腫の一例
  大阪医科大学整形外科
   田村　　功・木下　光雄・石川　正樹
   森下　　忍・小野村敏信

19． 動的足底圧分布による RA 患者の足部手術の評価
  滋賀医科大学整形外科
   牛山　敏夫・牧川　方昭・西岡　淳一
   七川　歓次

特別講演
 ネパールの旅
  神戸大学
   柏木　大治先生
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第218回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年４月19日　午後２時
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部整形外科学教室
　　　　　　島津　　晃
会　　　場：住友ビル　11階

１． 多数ヵ所の転移巣に多数回手術を施行した骨肉腫の一
例

  大阪市立大学整形外科
   奥田　　均・高見　勝次・石田　俊武
   島津　　晃

２． 腓骨骨頭に発生した骨軟骨腫による腓骨神経麻痺の一
例

  関西医科大学整形外科
   石田　尊啓・小川　亮惠・森　　良樹
   菅野　　博・山下　英明

３． 軟部悪性腫瘍を思わせた指尖部肉芽腫の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   岸本　成人・山本利美雄・河井　秀夫
   三村　和博

４． 足関節に発生し，高度の骨破壊を伴った色素性絨毛結
節性滑膜炎の一例

  大阪府立病院整形外科
   原田　武雄・倉都　滋之・小島　　朗
   白崎　信己・久保　雅敬・冨士　武史
   浜田　秀樹

５． 色素性絨毛結節性滑膜炎の４例
  天理病院整形外科
   河野　弘昭・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・内田　寛治・奥野　雅男
   中井　　徹

６． 妊娠中に発生した恥骨上・下枝疲労骨折の一例
  淀川キリスト教病院整形外科
   金井　秀彰・天野　祐一・川西康之亮
   吉岡　秀夫

７． 腸骨採骨部に生じた腹壁瘢痕ヘルニアの一例
  京都市立病院整形外科
   赤木　将男・小野　講三・吉田　成仁
   田口　保志・名倉　良一・麻田　義之
   森　　英吾
  京都大学整形外科
   斎藤　哲文
  京都南病院外科
   吉河　正人
  京都市立病院外科
   萩野　　亨

８． 仙腸関節炎の一例
  神戸大学整形外科
   中川　夏子・島崎　和久・鵜飼　和浩
   大野　　修・廣畑　和志

９． 腸腰筋膿瘍の一治験例
  和歌山県立医科大学整形外科
   谷口　泰徳・綿貫　昭則・浜崎　広洋
   寺尾　賢秀・岩橋　俊幸・山本　泰生
   松浦　伸一・亀田　浩司

10． 大腸憩室炎穿孔より大腿骨骨髄炎をきたした１例
  市立豊中病院整形外科
   藤田　秀隆・辻林　啓幸・前田　邦雄
   矢田　定明・皷　　敏光

11． 脊柱管狭窄症を伴った先端巨大症の一例
  田附興風会北野病院整形外科
   林　　卓司・浜田　　勲・石田　文明
   綿谷　茂樹・桝田　　理・桑名　賢治

12． 月状骨骨内ガングリオンの１症例
  大阪労災病院整形外科
   三岡　智規・露口　雄一・土井　照夫
   日高　典昭・平木　秀樹・丸岡　　顕
   大谷　卓弘・辺見　　茂・石田　通暁

13． 豆状骨単独骨折の２例
  瑞穂病院整形外科
   片山　義敬
  京都府立医科大学整形外科
   勝見　泰和
  京都第二赤十字病院整形外科
   西岡　真人
  公立南丹病院整形外科
   中谷　勝也

14． 手における電撃傷の一治験例
  兵庫医科大学整形外科
   辻　　　寿・田中　寿一・上田　敏之
   山下　仁司・中野　謙吾

15． 内側円板状半月損傷の１例
  国立大阪南病院整形外科
   大槻　伸吾・右近　良治・津山研一郎
   櫛谷　昭一・村田　紀和・大西　啓靖

16． 高度の骨破壊のあるリウマチ膝に骨移植術と骨切術を
併用した両側人工関節置換術例

  近畿大学整形外科
   二木　理人・田中　清介・糸数　万正
   富原　光雄・小林　正之・萱沢比呂志

17． 膝蓋靱帯皮下断裂を伴った膝複合靱帯損傷の一例
  大阪医科大学整形外科
   上田　康雄・岸本　郁男・白川　貴浩
   森下　　忍・森田　純弘・島田　恭光
   三田村有二・太田　利夫・小野村敏信

18． 小範囲限局型の特発性大腿骨頭壊死症　̶骨頭外側に
限局した minimal necrotic lesion ̶

  大阪大学整形外科
   宮本　紳平・仁科　哲彦・大園　健二
   西塔　　進・清水　信幸・高岡　邦夫
   小野　啓郎
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19． 先天性大腿骨欠損症の一症例
  那智勝浦町立温泉病院整形外科
   豊山　広治・増田　達之・室田　靖輔
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   荻野　　洋・岩瀬　六郎

20． Maffucci 症候群の一例
  兵庫県立のじぎく療育センター
   佐藤　啓三・稲松　　登・金原　宏之
  神戸大学整形外科
   前田　昌穂・正田　悦朗

21． 第１肋骨低形成を伴った胸郭出口症候群の１例
  京都府立医科大学整形外科
   大塚　悟朗・勝見　泰和・平澤　泰介

22． 頸椎 OPLL を合併せる ASH の頸椎 OALL による嚥
下困難をきたした１症例

  国立神戸病院整形外科
   前田　智雄・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・宮崎　誠一・橋本　　靖
   宇野　耕吉
  池田回生病院整形外科
   中谷　　茂

23． 馬尾部多発性神経鞘腫の一例
  京都大学整形外科
   安田　　義・四方　實彦・飯田　寛和
   䄅　　公平・山室　隆夫
  京都大学検査病理
   中嶋　安彬

24． RA 環軸椎後方固定が下位頸椎に及ぼす影響
  滋賀医科大学整形外科
   駒井　　理・福田　眞輔・緒方　正雄
   西岡　淳一・山内　栄二・小島　保二
  七川記念リウマチセンター
   七川　歓次

25． 脊髄麻痺をともなった頸椎化膿性脊髄炎の一例
  市立加西病院整形外科
   樫本　　新・松田　俊雄
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第219回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年５月17日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科教室　榊田喜三郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． 著名な扁平椎を合併した os odontoideum による環軸
関節脱臼の一手術例

  京都府立医科大学整形外科
   西浦　　博・長谷　　斉・榊田喜三郎
   張　　　京

２． 頸椎側方脱臼骨折の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   山岡　伸行・植田百合人・浅野　正文
   大根田　豊・岩崎　洋明・増原　建二

３． 後縦靱帯骨化症における片開き式脊柱管拡大術の適応
に対する一反証例

  近畿大学整形外科
   綾　　久文・田中　清介・広藤　栄一
   糸数　万正・富原　光雄・北川　　洋
   奥平　　哲・金田　隆義・永田　行男

４． 下肢麻痺を呈した achodroplasia の一例
  神戸掖済会病院整形外科
   大野　博史・二宮　晴夫・草部　拓造
  川崎病院整形外科
   満田　基温
  大阪大学整形外科
   米延　策雄

５． 急性脊髄硬膜外血腫の一治験例
  兵庫医科大学整形外科
   水野　保幸・圓尾　宗司・辻　　　寿
   和田　剛正・谷口　　睦・中野　謙吾
  兵庫医科大学救急部
   中作　　修
  兵庫医科大学リハビリテーション
   乾　真理子

６． 硬膜外血管脂肪腫の二例
  大阪府立病院整形外科
   小島　　朗・倉都　滋之・原田　武雄
   白崎　信己・久保　雅敬・冨士　武史
   濱田　秀樹
  大阪府立病院第一外科
   中岡　和哉・佐谷　　稔
  大阪府立病院第一研究検査科
   辻本　正彦

７． 潜在性二分脊椎に合併した腰仙部脊髄脂肪腫の二例
  大阪市立大学整形外科
   上野　憲司・松田　英雄・田中　直史
   舟越　晃一・島津　　晃

８． 肩関節症の二例
  滋賀医科大学整形外科
   村上　元庸・畑　　正樹・武仲　善孝
   西岡　淳一・福田　眞輔
  七川記念榊原リウマチ病センター
   七川　歓次

９． 癩患者にみられた両肘変形性関節症の一例についての
検討

  大阪大学整形外科
   島田　幸造・松河　光弘・政田　和洋
   米田　　稔・越智　隆弘・小野　啓郎
  大阪大学微生物研究所癩部門
   伊藤利根太郎

10． 橈骨遠位端骨折により，12年間癒着していた示指深
指屈筋を剝離し良好な可動性を獲得した一症例

  奈良県立医科大学整形外科
   出目　　明・玉井　　進・水本　　茂
   矢島　弘嗣・吉井　　尚・黄　　文欽
   増原　建二

11． 両 手 関 節 部 に 広 汎 な calcinosis を き た し た 
scleroderma の一症例

  京都大学整形外科
   山田　　茂・上羽　康夫・三木　堯明
   笠井　隆一・辻　　丈夫・山室　隆夫

12． 手指の DIP 関節より発生した pigmented villonodular 
synovitis の一例

  関西医科大学整形外科
   井土　　昇・南川　義隆・児島　　新
   菅野　　博・西川　正治・小川　亮惠

13． 化学療法，放射線療法が著効した恥骨原発悪性リンパ
腫の一症例

  神戸大学整形外科
   山本　英明・岩崎　安伸・松本　圭司
   鵜飼　和浩・水野　耕作・廣畑　和志
  神戸大学中検病理部
   岡田　　聡

14． 大転子部と肩甲下部に RA 性と考えられる巨大囊腫
を形成した一症例

  大阪労災病院整形外科
   平木　秀樹・土井　照夫
  阪南中央病院整形外科
   広田　茂明

15． 大腿骨頸部病的骨折を伴った成人型低燐血症性骨軟化
症の一例

  兵庫県立塚口病院整形外科
   長谷川良一・濱淵　正延・村瀬　徹哉

16． 足関節に破壊性関節変化を生じた偽通風の一症例
  市立加西病院整形外科
   米澤　利幸・松本　幸博・上本　光秀
   樫本　　新・松田　俊雄
  神戸大学医療技術短期大学
   石川　　斉

17． Fraccaro 症候群の一例
  愛徳整肢園整形外科
   岡安　　勤・星野　　潤
  和歌山県立医科大学整形外科
   綿貫　昭則・松井　啓一・松崎　交作
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開催年月日：昭和61年６月21日　午後２時
当 番 幹 事：奈良県立医科大学整形外科教室　増原　建二
会　　　場：住友ビル　11階

１．慢性関節リウマチの手関節の X 線学的検討
  大阪市立大学整形外科
   山田　純司・楠　　正敬・中村　博亮
   浅田　莞爾・島津　　晃

２． 通風結節による手根管症候群の一例
  大阪医科大学整形外科
   西本　雅彦・土肥　恒夫・茂松　茂人
   木下　光雄・阿部　宗昭・小野村敏信

３． 乳児の中手骨に骨破壊像を認めた興味ある一例
  市立堺病院整形外科
   石澤　命仁・夏見　和完・横山　正弘
   本郷　一郎・柳谷　幸敏

４． 開放性橈骨遠位骨端線離開の一症例
  関西医大附属香里病院整形外科
   名村　臣夫・玉置　譲二・浦川　正人
   井上　　昇・原　　　宏・濱田　　彰

５． 有鉤骨骨折後に発生した指屈筋腱断裂の一症例
  京都大学整形外科
   三木　堯明・上羽　康夫・辻　　丈夫
   林　　仁来・山室　隆夫

６． グロムス腫瘍の一例について
  近畿大学整形外科
   三嶋　昭彦・北川　　洋・梁瀬　義章
   田中　清介

７． 関節炎様症状を呈した踵骨の Osteoid osteoma の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   面川　庄平・高倉　義典・三井　宣夫
   宮内　義純・鶴薗　雅史・増原　建二

８． 足底部に発生した Infantile fibromatosis の一例
  京都府立医科大学整形外科
   森戸　俊典・葛原　　啓・楠崎　克之
   日下部虎夫・榊田喜三郎
  京都府立医科大学小児科
   吉田菜穂子・沢田　　淳

９． 浅腓骨神経の Entrapment neuropathy に引き続いて発
症した Meralgia paresthetica の一例

  兵庫県立のじぎく療育センター
   佐藤　啓三・矢野　　悟・金原　宏之

10． 膝蓋骨 Sleeve fractue の一例
  三木市民病院整形外科
   津村　暢宏・佐藤　　進・有田　親史

11． 興味深い臨床所見を呈した膝タナ障害の症例
  国保橋本市民病院整形外科
   佐々木俊二・岡　　正孝・河原　史郎
  和歌山県立医科大学整形外科
   木浦　賀文・亀田　浩司

12． 当科における術中自己血回収輸血装置の使用経験
  滋賀医科大学整形外科
   畑　　正樹・吉川　玄逸・緒方　正雄
   西岡　淳一・福田　眞輔

13． 大腿骨頸部外側骨折に対する Ender nailing の一工夫
と治療成績

  兵庫県立柏原病院整形外科
   立花　敏弘・奥田　　智・和田　光知
   竹吉　恵一

14． 両側股関節同時脱臼の一治験例
  兵庫医科大学整形外科
   趙　　南日・立石　博臣・辻　　　寿
   中野　謙吾

15． 人工膝関節置換術後，大腿骨頸部疲労（病的）骨折を
生じた RA の二例

  関西医大附属男山病院整形外科
   石川　　理・田中　富弥・藤本　　聡
   金海　英米
  関西医科大学整形外科
   西川　正治・小川　亮惠

16． 成人まで追跡し得た先天性内反股の二例
  神戸大学整形外科
   飯田　康夫・司馬　良一・廣畑　和志

17． 環軸関節脱臼を伴った Klinefelter 症候群の一例
  国立神戸病院整形外科
   前田　智雄・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・宮崎　誠一・橋本　　靖
   吉川　　淳

18． Spondyloepiphysial displasia tarda の家族内発生
  国立大阪南病院整形外科
   山本　隆文・村田　紀和・大西　啓靖
   櫛谷　昭一・津山研一郎・右近　良治
   大槻　伸吾・脇本　義昭・林原　　卓
   前田　　晃

19． Lumbosacral agenesis の一例
  大阪大学整形外科
   菅野　伸彦・清水　信幸・廣島　和夫
   小野　啓郎
  中町赤十字病院整形外科
   浜田　茂幸

20． 脊髄硬膜内囊腫の二例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   豊田　嘉清・藤田　久夫・竹内　一喜
   田中　和具・神納　英治・辻本　和雄
  神戸大学整形外科
   島崎　和久

21． 高年齢で発症した円錐馬尾部の脊髄奇形腫の一例
  兵庫県立塚口病院整形外科
   濱淵　正延・長谷川良一・村瀬　徹哉
  淀川キリスト教病院臨床病理
   武田　善樹
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22．腰椎に溶骨性変化をきたした悪性関節リウマチ患者
の一症例

  国立加古川病院整形外科
   西山　茂敏・居村　茂明・竹田谷　寛
   岡田　幸也・浜西　宏次
  神戸労災病院整形外科
   栗原　　章

特別講演
 再度中国を訪れて
  神戸大学
   柏木　大治名誉教授
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開催年月日：昭和61年７月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪医科大学整形外科教室　小野村敏信
会　　　場：住友ビル　11階

１． キモパパインによる腰椎椎間板ヘルニアの治療経験
  大阪医科大学整形外科
   林　　孝乾・宮地　芳樹・田中真一郎
   松居　孝一・三田村有二・大坂　芳明
   渡辺　秀男・小野村敏信

２． 坐骨神経痛を呈した腸腰筋膿瘍の一例
  兵庫県立塚口病院整形外科
   村瀬　徹哉・濱淵　正延・長谷川良一

３． 陳旧性腰椎圧迫骨折に合併した骨化性クモ膜炎の一例
  京都大学整形外科
   吉田　正弘・四方　實彦・飯田　寛和
   三木　堯明・多田　健治・山室　隆夫
  京都大学臨床検査部
   中嶋　安彬

４． マラソン後に発症した腰椎 apophyseal fracture の一
症例

  滋賀医科大学整形外科
   金丸満喜男・畑　　正樹・前野　幹幸
   村上　元庸・福田　眞輔

５． 悪性リンパ腫に伴った馬尾神経腫瘍の１例
  近畿大学整形外科
   本吉　　寛・北野　安衛・富原　光雄
   広藤　栄一・梁瀬　義章・田中　清介
  近畿大学第３内科
   浜崎　浩之・正木　秀幸

６． CPK の異常高値を示したが，両側股関節手術が可能
であった一例

  神戸大学整形外科
   井口　哲弘・土井　良一・廣畑　和志
  神戸大学第３内科
   塩澤　俊一

７． エンゲルマン病の一例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤尾　圭司・田村　　清・浜西　千秋
   石岡　　勉・大寺　和満・清水　和也
   高矢　孝幸・池田　　登・高橋　　忍
   長岡　孝恭

８． 胸骨に発生した eosinophilic granuloma
  和歌山県立医科大学整形外科
   青木　雅昭・上好　昭孝・桜井　啓一
   笠松　　望

９． 大腿骨外顆に発生した骨内脂肪腫の１例
  市立西脇病院整形外科
   久保　仁志・中野圭一郎・園田　万史

10． Extraskeletal myxoid chondrosarcoma の一症例
  大阪赤十字病院整形外科
   西村　直巳・大庭　　健・藤川　重尚
   高木　治樹・浅野　頼子・室谷　勝久
   西浦　弘行

11． 一下肢に多発した extra-abdominal desmoid tumor の
一例

  兵庫医科大学整形外科
   山下　仁司・前田　昌穂・高岩　　均
   木下嚴太郎・中野　謙吾

12． ハンドボール選手に生じた右下腿 chronic compart-
ment syndrome の一症例

  奈良県立医科大学整形外科
   藤田　　烈・水本　　茂・中山正一郎
   岡村　圭祐・玉井　　進・増原　建二

13． バレーボール選手における棘下筋萎縮の１例
  京都府立医科大学整形外科
   中　　康匡・勝見　泰和・平澤　泰介
   榊田喜三郎

14． 血友病性肘関節症に対する olecranon 短縮術の一症例
  奈良県立医科大学整形外科
   山岡　伸行・島岡　宏行・清水　豊信
   増原　建二

15． 外顆骨折を伴った小児肘関節脱臼について
  京都府立医科大学整形外科
   下野　広俊・藤田　隆生・榊田喜三郎
   岡田　陽生・水谷　　昭

16． 橈骨近位端外骨腫により，前腕回旋運動制限を来した
１例

  関西医科大学整形外科
   井土　　昇・小川　亮惠・堀田　　衛
   西川　正治・菅野　　博・児島　　新
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

17． 病的骨折をきたした Microgeodic disease と思われる
一例

  国立京都病院整形外科
   相馬　　靖・大谷　　碧・石田　勝正
   中嶋　　毅・菱本　　修・三原　　卓
   清水　誠司・大石　　博

18． 示指屈筋腱皮下断裂を呈したキーンベック病の一例
  大阪大学整形外科
   大和田哲雄・川端　秀彦・政田　和洋
   河井　秀夫・小野　啓郎

19． 母指 MP 関節 locking の２例
  済生会野江病院整形外科
   長嶋　哲夫・岩瀬　方人・高橋健志郎
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開催年月日：昭和61年９月20日　午後２時30分
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科教室　廣畑　和志
会　　　場：住友ビル　11階

１． 関節鏡視下半月板修復術後再断裂をきたした１症例
  神戸大学整形外科
   佐浦　隆一・渡辺　康司・黒坂　昌弘
   大野　　修・廣畑　和志

２． 示指 CM 関節脱臼の１例
  兵庫医科大学整形外科
   中野　啓三・田中　寿一・山下　仁司
   岩田　康男・中野　謙吾
  千船病院整形外科
   有澤　　修・大石　卓夫

３． スポーツによる大腿直筋の陳旧性皮下不全断裂の２例
について

  近畿大学整形外科
   丹　　彰浩・二木　理人・松波　義文
   北川　　洋・広藤　栄一・田中　清介

４． 分娩時上腕近位骨端線離開の１例
  関西医科大学整形外科
   石田　尊啓・小川　亮惠・亀田　　修
   山本　　学

５． 定形的症状を呈さない陳旧性手根管症候群の１例
  国立京都病院整形外科
   清水　城司・大谷　　碧・石田　勝正
   中嶋　　毅・菱本　　修・三原　　卓
   大石　　博・相馬　　靖

６． 頸髄髄内 cavernous hemangioma の２例
  大阪大学整形外科
   皆川　俊一・山下　和夫・末延　策雄
   江原　宗平・小野　啓郎
  大阪大学脳神経外科
   生塩　之敬

７． 成人にみられた第３頸椎 eosinophilic granuloma の１
例

  済生会和歌山病院整形外科
   栗本　公博・川上　　守
  和歌山労災病院整形外科
   島村　偵二・原田　　基・九鬼　良行
   木下　裕文・殿尾　守弘
  和歌山県立医科大学整形外科
   浜崎　広洋・玉置　哲也

８． Osteonecrosis がみられる頸椎の Calvé 扁平椎の１例
  滋賀医科大学整形外科
   浅嶌　周造・福田　眞輔・藤井　載樹
   仲谷　吉記・井上　康二・廣田　茂永

９． Occult Spinal Dysraphism の１手術例
  国立舞鶴病院整形外科
   三上　靖夫
  京都府立医科大学整形外科
   長谷　　斉・榊田喜三郎・宮本　達也
   渡辺　俊彦

10． 椎間板ヘルニア（L2・3 間）
  田附興風会北野病院整形外科
   石田　文明・浜田　　勲・石井　正治
   桝田　　理・桑名　賢治・田村　治郎

11． 硬膜管背側にまで脱出した腰椎椎間板ヘルニア
  神戸労災病院整形外科
   野田　光昭・栗原　　章・田中　賢治
   山崎　京子・正田　悦朗・加東　　武

12． 持続硬膜外カテーテル後に発生した硬膜外肉芽腫によ
る胸椎部脊髄症の１例

  国立神戸病院整形外科
   福井　康二・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・樫本　　新・北澤　久也
   吉川　　淳

13． 骨盤延長術を行った先天性側彎症の１例
  大阪医科大学整形外科
   白井　久也・小野村敏信・渡辺　秀男
   石川　正樹・岩井　宏次

14． カルシトニン投与により，症状の改善を認めた 
Massive Osteolysis（Disappearing Bone Disease）の
１症例

  京都大学整形外科
   片山　武史・山室　隆夫・奥村　秀雄
   多田　健治・杉本　正幸
  京都大学検査部
   中嶋　安彬
  京都大学放射線医学教室
   山本　逸雄
  京都市立病院整形外科
   吉田　正弘

15． アルトログリポーシスの１例
  天理病院整形外科
   河野　弘昭・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・奥野　雅男・安田　　義

16． 膝上部に発生したガングリオンの１例
  泉佐野優人会病院整形外科
   山口　高史・渡辺　康司

17． 膝に発生した localized nodular synovitis の２例
  京都府立医科大学整形外科
   徳永　大作・須津　富鵬・楠崎　克之
   金　　郁喆・弥永　邦彦・榊田喜三郎
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18． 乾癬に合併した手関節炎の１例
  大阪市立大学整形外科
   島田比呂志・楠　　正敬・石田　武俊
   島津　　晃
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第223回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年10月18日　午後２時30分
当 番 幹 事：関西医科大学整形外科教室　小川　亮惠
会　　　場：住友ビル　11階

１． AO プレート抜去後再骨折例の CT 像による検討
  関西医科大学整形外科
   猪谷　　健・小川　亮惠・波多野　泉
   山下　英明・徳永　裕彦
  星光病院整形外科
   山本　光男

２． 大腿骨骨幹部再骨折　̶主にプレート切損例の治療経
験̶

  東住吉森本病院整形外科
   広谷　高志・呉家　守二・片平　卓男
   森本　　譲
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

３． 大腿骨転子部骨折に対するエンダーピン固定法のレ線
評価による不良例の検討

  大阪船員保険病院整形外科
   夫　　俊彦・岩崎南海雄・篠田　経博
   藤川　和生

４． 上腕骨小結節骨折の一症例
  信原病院整形外科
   山本　英明・池田　　均・塚西　茂昭
   信原　克哉

５． 橈骨単独脱臼の一例
  京都市立病院整形外科
   麻田　義之・吉田　正弘・名倉　良一
   田口　保志・大辻　孝昭・吉田　成仁
   若林　　詔・森　　英吾
  太田整形外科
   太田　和夫

６． 第１楔状骨の底側脱臼を伴うリスフラン関節脱臼骨折
の２例

  奈良県立医科大学整形外科
   熊井　　司・高倉　義典・三井　宣夫
   宮内　義純・島岡　宏行・増原　建二

７． 高度な関節症性変化を伴った足関節外側靱帯損傷の１
例

  大阪大学整形外科
   和田　英路・堀部　秀二・史野　根生
   右近　良治・小野　啓郎

８． 恒久性膝蓋骨亞脱臼の１例
  神戸労災病院整形外科
   広瀬　哲司・栗原　　章・田中　賢治
   福原　啓文・水口　龍次・豊田　嘉清

９． 右膝離断性骨軟骨炎の治療経験
  国立京都病院整形外科
   菱本　　修・大谷　　碧・石田　勝正
   中嶋　　毅・三原　　卓・大石　　博
   清水　城司・相馬　　靖

10． 特発性大腿骨頭萎縮の１症例
  大阪市立大学整形外科
   姜　　秀宗・成田　信哉・福嶋　賢三
   浅田　莞爾・島津　　晃

11． 慢性関節リウマチにおける血中オステオカルシンの測
定意義

  和歌山県立医科大学整形外科
   大浦　晴夫・上好　昭孝・木浦　賀文
   植山　雅博・榎本　晃芳・中元耕一郎
   玉置　哲也
  和歌山県立医科大学 RI 室
   鳥住　和民

12． 手指に発生した腱鞘巨細胞腫の５症例
  済生会野江病院整形外科
   高橋健志郎・長嶋　哲夫・岩瀬　方人

13． 尺骨神経に発生した neurofibroma の１症例について
  大阪市立大学整形外科
   安井　　明・中村夫左央・中村　博亮
   柴田　和弥・舟越　晃一・近藤　正樹
   松田　英雄・島津　　晃

14． 診断に苦慮した大腿部腫瘍の１例
  近畿大学整形外科
   松村　文典・大里　佳之・山本　　哲
   松倉　　登・広藤　栄一・田中　清介

15． 血管拡張性骨肉腫の一剖検例
  神戸大学整形外科
   陳　　隆明・宇野　耕吉・松本　圭司
   鵜飼　和浩・水野　耕作・廣畑　和志

16． 著名な反応性骨形成を伴った類骨骨腫の３例
  京都府立医科大学整形外科
   吉岡　慎二・楠崎　克之・榊田喜三郎

17． 胸骨腫瘤で発見された腎癌の２例
  大阪府立成人病センター整形外科
   西野　　稔・林　　英紀・橋本　　淳
   神藤　佳孝・小松原良雄

18． 骨化を伴った胸髄髄膜腫の１例
  国立神戸病院整形外科
   吉川　　淳・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・樫本　　新・福井　康二
   北澤　久也

19． 母娘に生じた脊髄硬膜内髄外腫瘍（Schwannoma）の
１例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤尾　圭司・田村　　清・浜西　千秋
   石岡　　勉・大寺　和満・清水　和也
   高矢　康幸・池田　　登・高橋　　忍
   長岡　孝恭
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20． 特異な経過を示す馬尾神経 Myxopapillary Ependy-
moma の１例

  滋賀医科大学整形外科
   猿橋　康雄・福田　眞輔・緒方　正雄
   藤井　載樹・村上　元庸・井上　康二
  滋賀医科大学検査部
   岡部　英俊

21． 後縦靱帯骨化症を伴った胸髄腫瘍の１手術例
  兵庫医科大学整形外科
   別所　康生・圓尾　宗司・和田　剛正
   谷口　　睦・森本　　弘・中野　謙吾

22． 他の奇形を合併し若年で発症した頸部脊柱管狭窄症の
一例

  京都大学整形外科
   武田　記和・飯田　寛和・四方　實彦
   三木　堯明・清水　克時・浜本　尚志
   山室　隆夫

23． Metrizamide myelography による頸椎高位診断の問題
点

  天理病院整形外科
   松田　文秀・宮崎　和躬・松田　康孝
   奥野　雅男・河野　弘昭・安田　　義

24． 新しい非イオン性水溶性造影剤 Iotrolan による脊髄造
影の経験

  大阪医科大学整形外科
   田中真一郎・小野村敏信・渡辺　秀男
   宮地　芳樹・瀬本　喜啓
  済生会兵庫県病院整形外科
   石川　正樹
  済生会茨木病院整形外科
   松居　孝一
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第224回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年11月15日　午後２時30分
当 番 幹 事：和歌山県立医科大学整形外科教室
　　　　　　玉置　哲也
会　　　場：住友製薬本社ビル　７階

１． 殿部に発生した巨大な Angiolipoma の一例
  大阪労災病院整形外科
   河野　公昭・阿部　邦美・関　　昌彦
   平木　秀樹・露口　■■
  大阪大学整形外科
   内田　淳正

２． 変股症に対する保存療法（教室の段階的療法について）
  和歌山県立医科大学整形外科
   中元耕一郎・上好　昭孝・檀上　茂人
   江川　弘光・玉置　■■

３． 放射線障害と思われる両側大腿骨頭壊死の一例
  兵庫医科大学整形外科
   松田　泰彦・立石　博臣・丸岡　　隆
   木下厳太郎・橋本　一廣

４． 大腿骨頭に巨大な囊腫様変化を伴った変股症の２例
  大阪府立病院整形外科
   増田　達之・久保　雅敬・竹本　勝一
   倉都　滋之・白崎　■■・濱田　秀樹

５． 弾撥股の一例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   浜西　宏次・清家　重郷・池田　正則
   前沢　範明・矢野　　悟・金原　宏之

６． 活動性の結核性股関節炎に対し，カップ関節形成術を
施行した一症例

  近畿大学整形外科
   中桐　祥勝・林　　　晃・宗圓　　聡
   田中　清介

７． 極めて稀なアスペルギルス脊椎炎の一例
  京都府立医科大学整形外科
   人見　　智・久保　俊一・榊田喜三郎
   長谷　　斉・宮本　■■
  京都府立医科大学小児科
   郷間　英世・東道伸二郎

８． 広範囲筋肉壊死により腎不全を呈した一症例
  神戸大学整形外科
   平田総一郎・司馬　良一・廣畑　和志

９． 腰椎の「特発性椎間板炎」と思われる２症例
  滋賀医科大学整形外科
   横山　一郎・福田　眞輔・藤井　載樹
   旭　　研志・森本　■■・井上　康二
  七川記念リウマチ病センター
   武仲　善孝

10． 胸椎部多発性椎間板ヘルニアの一例
  京都大学整形外科
   柏木　直也・四方　實彦・小野　講三
   飯田　寛和・秦　　■■

11． 脊髄空洞症による神経病性関節症の一例
  大阪府立病院整形外科
   竹本　勝一・倉都　滋之・冨士　武史
   増田　達之・白崎　■■・濱田　秀樹

12． アテトーゼ型脳性麻痺に合併して発生した環軸関節脱
臼の１例

  国立神戸病院整形外科
   北澤　久也・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・樫本　　新・吉川　　淳

13． 頸椎に発生した骨巨細胞腫の一例
  京都市立病院整形外科
   吉田　正弘・若林　　詔・田口　保志
   麻田　義之・森　　■■
  京都市立病院臨床検査科
   鷹巣　晃昌

14． 胸髄内 hemangioblastoma の一症例
  大阪市立大学整形外科
   中村夫左央・松田　英雄・山田　純司
   柴田　和弥・中村　博亮・安井　　明
   吉村　光央・島津　　晃

15． 脛骨後十字靱帯付着部に発生した良性骨芽細胞腫と思
われる一例

  関西医大附属香里病院整形外科
   原　　　宏・平田　雅之・山本　　学
   名村　臣夫・濱田　■■
  関西医大附属香里病院中検病理
   植村　芳子

16． 肩甲骨に発生した Osteoid Osteoma の一例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   長岡　孝恭・田村　　清・浜西　千秋
   石岡　　勉・大寺　■■・高矢　康幸
   池田　　登・高橋　　忍・三井　敏文
   藤尾　■■

17． 高齢者に発生した骨肉腫の２例
  大阪大学整形外科
   名井　　陽・吉川　秀樹・上田　孝文
   加藤　次男・内田　■■
  大阪府立病院整形外科
   濱田　秀樹
  川崎病院整形外科
   久田原郁夫

18． 巨大ガングリオンによる肘部管症候群の１例
  関西医科大学整形外科
   川端　　強・小川　亮惠・亀山　　修
   田中　純一・児島　■■

19． 舟状骨　̶第１楔状骨間癒合症の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   島岡　宏行・高倉　義典・熊井　　司
   増原　建二
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第225回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和61年12月20日　午後２時
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　中野　謙吾
会　　　場：住友ビル　11階

１． 頸椎分離症の一例
  兵庫医科大学整形外科
   柳田　博美・圓尾　宗司・前田　智雄
   谷口　　睦・和田　　剛・中野　謙吾

２． 弾揆股の治療経験
  大阪労災病院整形外科
   阿部　邦美・河野　公昭・関　　昌彦
   頼　　　功・鍵山　■■

３． 腰椎関節突起間部骨折の一例
  済生会泉尾病院整形外科
   宮本　雅夫・中谷　　進
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠

４． サルモネラ arizonae による頸椎化膿性脊椎炎の一例
  済生会富田林病院整形外科
   鶴薗　雅史・神原　幹司・藤井　繁昌
   辰巳　英章・城戸　■■
  済生会富田林病院細菌検査部
   尾崎　旦子

５． 脊椎柱建を要した巨大な馬尾神経神経鞘腫の一例
  大阪府立病院整形外科
   白崎　信己・冨士　武史・竹本　勝一
   倉都　滋之・増田　■■・濱田　秀樹
  大阪府立病院脳神経外科
   川合　省三

６． 術後14年にて再発した頸椎砂時計腫の一例
  天理病院整形外科
   奥野　雅男・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・河野　■■・中井　　徹

７． 環椎後方要素欠損の一例
  国立呉病院整形外科
   村井　正和・飯田　透志・原田　憲正
   福島　美歳

８． 電気診断が有用であった Multiply operated back の一
例

  大阪市立大学整形外科
   姜　　秀宗・松田　英雄・舟越　晃一
   中村　博亮・阪本　博史・島津　　晃

９． 遅発性尺骨神経麻痺を伴った両側上腕骨滑車形成不全
の一例

  京都第２赤十字病院整形外科
   弥永　邦彦・万波　健二・小泉　　恵
   岡田　　皖

10． 明らかな外傷なく生じた後骨間神経麻痺の三例
  京都府立医科大学整形外科
   呉　　世昌・勝見　泰和・平澤　泰介
   榊田喜三郎

11． 母趾末節骨に発生した骨内ガングリオンの一例
  済生会中和病院整形外科
   奥田　亮宏・北田　　力・岡村　圭祐
   石村　雅男

12． 左母指末節骨内に生じた Epidermoid cyst の一例
  近畿大学整形外科
   川端　　力・那須　　敬・辻本　晴俊
   喜多　　寛・梁瀬　■■

13． 肩鎖関節に発生した Synovial chondromatosis の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   木佐　貫修・尾崎　二郎・石崎　嘉孝
   仲川　喜之・三井　■■
  和田病院
   和田　義史

14． 脈絡膜転移が疑われた大腿部原発の Alveolar soft part 
sarcoma の一例

  大阪府立成人病センター整形外科
   神藤　佳孝・林　　英紀・橋本　　淳
   西野　　念・小松　■■

15．胸骨柄軟骨肉腫の一例
  神戸大学整形外科
   戸田　　誠・岩崎　安伸・松本　圭司
   鵜飼　和浩・水野　耕作
  神戸大学第２外科
   岡田　昌義

16． スキー中に生じた長母趾伸筋腱皮下断裂の一例
  八尾市立病院整形外科
   細野　　昇・岸本　成人・長　　秀行
   中田　森男

17． 第１肋骨疲労骨折の三症例
  大手前病院整形外科
   西川　勝仁・谷口俊四郎
  松原市民病院整形外科
   中田　浩司・山口　武史
  原田整形外科
   原田　　稔

18． 小児膝蓋靱帯周辺損傷の二例
  京都市立病院整形外科
   大辻　孝昭・若林　　詔・吉田　成仁
   田口　保志・名倉　■■・吉田　正弘
   森　　英吾

19． 腕相撲による上腕骨螺施骨折の一例　̶バイオメカ
ニックス的考察̶

  滋賀医科大学整形外科
   吉田　玄逸・金丸満喜男・畑　　正樹
   村上　元庸・前野　■■
  滋賀医科大学解剖学第一講座
   前田　敏博
  国立循環器病センター
   牧川　方昭
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20． 腓骨よりの採骨後，足関節外反不安定症を来した一治
験例

  関西医科大学整形外科
   戸田　佳孝・小川　亮惠・亀山　　修
   堀田　　衛・田中　純一・井土　　昇
   黒川　隆彦

21． 坐骨神経断裂を合併した大腿骨骨幹部骨折の長期経過
観察例

  田附興風会北野病院整形外科
   桑名　賢治・濱田　　勲・石井　正治
   石田　文明・桝田　　理・田村　治郎

22． 内側半月板の骨折内陥入を合併した脛骨顆間隆起骨折
  京都大学整形外科
   村上　仁志・清水　克時・上尾　豊二
   杉本　正幸・山室　隆夫

23． Nail-Patella syndrome の一例
  三田市民病院整形外科
   一山　茂樹・宮崎　誠一・大野　　修
  神戸大学整形外科
   黒坂　昌弘

24． Osteogenesis Imperfecta に対する分節骨切術につい
て（Bailey extensible rods の使用経験）

  大阪医科大学整形外科
   中野　晋吾・小野村敏信・木下　光雄
   瀬本　喜啓・澤田　　出・前谷　二朗

25． 透析患者における X 線像と骨代謝
  和歌山県立医科大学整形外科
   榎本　晃芳・上好　昭孝・桜井　啓一
   寺尾　賢秀・木浦　賀文・青木　雅昭
   竹島　良知・玉置　哲也

26． Massive osteolysis と思われる一例
  三木市民病院整形外科
   佐藤　　進・有田　親史・西山　茂敏
  兵庫県立成人病センター整形外科
   森本　一男
  神戸医療短期大学病理
   渡辺　　信

27． 人工膝関節置換術後に発症した偽膜性大腸炎の一例
  近畿中央病院整形外科
   谷上　　信・宮本　紳平・太根康吉郎

28． ステロイド関節内注射により Charcot 関節様破壊を来
した二例

  行岡病院整形外科
   松峯　昭彦・速水　泰彦・行岡　正雄
   木谷　武史・崔　　東煥・大槻　高弘
   七川　歓次
  大阪大学整形外科
   内田　淳正

29． チャンレー人工股関節置換術後，遺残骨セメント片が
人工股関節内遊離体となった一例

  滋賀県立成人病センター整形外科
   柿木　良介・西島　直城・宮本　敏広
   佐野　耕三
  京都大学整形外科
   笠井　隆一

30． 転子下角状骨切り術後に施行した THR ７例10関節の
検討

  大阪大学整形外科
   中田　　研・大園　健二・西塔　　進
   仁科　哲彦・清水　信幸・高岡　邦夫
   小野　啓郎
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第226回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年１月17日　午後２時30分
当 番 幹 事：近畿大学医学部整形外科教室　田中　清介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 先天性尺骨偽関節症に対して One bone forearm 手術
を行った１例

  大阪労災病院整形外科
   石田　通暁・尾原　善和・露口　雄一
   阿部　邦美・河野　公昭・関　　昌彦
   土井　照夫

２． 大腿骨軟骨肉腫の１例
  近畿大学整形外科
   藤原　茂樹・宗円　　聡・山崎　晴彦
   糸数　万正・田中　清介

３． Fibrous dysplasia に続発した悪性線維性組織球腫の１
例

  大阪大学整形外科
   皆川　俊一・吉川　秀樹・上田　孝文
   内田　淳正・加藤　次男・小野　啓郎

４． 巨大悪性リンパ腫に対する動注療法の経験
  大阪府立成人病センター整形外科
   西林　　稔・林　　英紀・青木　康彰
   橋本　　淳・神藤　佳孝・小松原良雄

５． CUSA を用い前方侵入法で全摘し得た頸髄砂時計腫
の１例

  淀川キリスト教病院整形外科
   吉岡　秀夫・天野　祐一・辰巳　一郎
  淀川キリスト教病院病理
   武田　善樹
  井上整形外科
   井上　紀彦

６． 巨大な空洞を伴った胸髄腫瘍の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   宮本　達也・人見　　智・榊田喜三郎

７． Scimitar sacrum を伴った仙骨部 epidermal cyst の１
例

  大阪医科大学整形外科
   中野　晋吾・岩井　宏次・田中真一郎
   宮地　芳樹・渡辺　秀男・小野村敏信

８． 腰・下肢痛を初発症状とした小児白血病の１例
  神戸大学整形外科
   土井　良一・謝　　典穎・島崎　和久
   廣畑　和志

９． ガングリオンによる肩甲上神経麻痺の１例
  京都大学整形外科
   寺脇　之博・多田　健二・三木　堯明
   矢形　義近・山室　隆夫
  京都大学検査部
   中嶋　安彬
  京都大学医療技術短期大学理学療法学科
   濱　　弘道

10． 非乾酪性肉芽腫により手根管症候を呈した１例
  滋賀医科大学整形外科
   藤本　昌樹・西岡　淳一・井上　康二
   吉川　玄逸・福田　眞輔

11． 腰部硬膜外膿瘍の１例
  市立堺病院整形外科
   夏見　和完・牛山　敏夫・三谷　英夫
   本郷　一郎・柳谷　幸敏

12． 多数の米粒体が存在した RA 膝の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   亀田　浩司・上好　昭孝・木浦　賀文
   竹島　良知・森本　高史・榎本　晃芳
   中元耕一郎・玉置　哲也

13． 膝蓋骨に骨破壊をきたした若年性通風の１例
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   杉本　茂之・川上　　登・原　　浩史
   高井　信朗

14． 嚥下困難を来した陳旧性頸椎脱臼骨折の２症例
  兵庫医科大学整形外科
   尾上　　徹・圓尾　宗司・前田　　章
   前田　智雄・谷口　　睦・和田　剛正
   中野　謙吾

15． 軽微外傷後，CT ミエロで下位胸椎以下の脊髄が認め
られない小児 Paraplegia の１例

  中町赤十字病院整形外科
   大西　純二・浜田　茂幸

16． スポーツ外傷による大腿骨内顆骨軟骨骨折に対する自
家骨軟骨移植の経験

  京都府立医科大学整形外科
   森　　裕展・常岡　秀行・須津　富鵬
   榊田喜三郎
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   原　　浩史

17． 外傷により発生した膝滑液包ヘルニアとおもわれる１
例

  関西医科大学男山病院整形外科
   神部　賢一・石川　　理・藤本　　聡
   金海　英米
  関西医科大学整形外科
   堀田　　衛

18． 14才時に受傷し，９年間放置せる脛骨粗面剝離骨折
の１例

  国立神戸病院整形外科
   吉川　　淳・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・樫本　　新・福井　康二
   北澤　久也

19． 小児足関節外傷に対する Chuinard’s arthrodesis の５
年経過例

  大阪市立大学整形外科
   岸田　宗久・楠　　正敬・島田比呂志
   島津　　晃
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第227回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年２月21日　午後２時
当 番 幹 事：滋賀医科大学整形外科教室　福田　真輔
会　　　場：住友ビル　11階

１． Compartment syndrome 様の症状を呈した下腿動静脈
瘻の１例

  滋賀医科大学整形外科
   藤本　昌樹・旭　　研志・井上　康二
   福田　眞輔

２． 腸腰筋内腫瘤により生じた腸骨静脈圧迫症候群の１例
  大阪医科大学整形外科
   磯貝　隆幸・森下　　忍・宮地　芳樹
   木下　光雄・小野村敏信

３． Reflex Sympathetic Dystrophy の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   浜田　雅之・北野　継弐・木村　宗久
   東　　文造・徳丸　　弘・中村　博行
   柴田　　徹・岩瀬　六郎・荻野　　洋
  星ヶ丘厚生年金病院麻酔科
   田上　方子

４． 下肢血行障害に対する腰部交感神経ブロック療法につ
いての検討

  近江八幡市民病院整形外科
   康原　正弘・山本　龍二
  京都府立医科大学整形外科
   松井　英司・宮本　達也

５． 肩鎖関節後方脱臼の１例
  近畿大学整形外科
   綾　　久文・糸数　万正・金田　隆義
   永田　行男・田中　清介

６． 後脛骨筋腱断裂を伴った非開放性足関節内顆骨折の１
例

  奈良県救命救急センター
   熊井　　司・植田　康夫・井上　恵介
   菊川　政次・土井　康司
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典・増原　建二

７． 尺側四指 CM 関節脱臼の１例
  神戸大学整形外科
   岩崎　安伸・松原　　司
  康雄会西病院整形外科
   西　　　昻

８． 手指伸展障害を来した前腕部屈筋腱腱鞘炎の１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   辰巳　一郎・天野　祐一・吉岡　秀夫
  淀川キリスト教病院病理
   武田　善樹
  井上整形外科
   井上　紀彦

９． 胸部椎間板ヘルニアの４症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   田中　正道・太田　信彦・藤原　桂樹
   小徳　宏之・門脇　　徹・山本利美雄

10． Extradural meningeal cyst の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   石橋　　治・岩崎　洋明・植田百合人
   西山　茂晴・石崎　嘉孝・増原　建二

11． 高齢者にみられた低位脊髄円錐症候群の１例
  済生会富田林病院整形外科
   辰巳　英章・神原　幹司・岩本　　弘
   藤井　繁昌・鶴薗　雅史・城戸　　光

12． 全摘出可能であった頸部髄内 ependymoma の１例
  京都大学整形外科
   中山威知郎・四方　實彦・秦　　公平
   飯田　寛和
  京都大学脳神経外科
   米川　泰弘
  京都大学中央検査部病理
   金　　榮治

13． 第５腰椎椎体血管腫の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   徳永　大作・長谷　　斉・宮本　達也
   榊田喜三郎

14． 腰椎に発生した放射線誘発肉腫の１症例
  神戸大学整形外科
   橋本　圭祐・佐藤　　進・岩崎　安伸
   北野　達郎・松本　圭司・鵜飼　和浩
   廣畑　和志

15． 椎間関節に発生した apra-artricular chondroma と思
われる１例

  松下記念病院整形外科
   高　謙一郎・浅井　　浩・斎木　俊男
   中村紳一郎・西尾　直子

16． Von Recklinghausen 病に合併した悪性神経鞘腫の２
例

  大阪府立成人病センター整形外科
   神藤　佳孝・林　　英紀・青木　康彰
   橋本　　淳・西野　　稔・小松原良雄

17． 再発を繰り返した隆起性皮膚線維肉腫の１例
  天理病院整形外科
   安田　　義・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・奥野　雅男・河野　弘昭
  天理病院臨床病理部
   小橋陽一郎

18． 橈骨遠位端骨巨細胞腫に対する血管柄付骨移植術の１
例

  京都府立医科大学整形外科
   式田　年晴・平澤　泰介・勝見　泰和
   楠崎　克之・榊田喜三郎
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19． osteofibrous dysplasia の３症例
  兵庫医科大学整形外科
   住本公日乙・木下厳太郎・高岩　　均
   前田　昌穂・中野　謙吾

20． 切 除 後 13 年 を 経 過 し た Dysplasia epiphysialis 
hemimelica と思われる１例

  阪和泉北病院整形外科
   重野　陽一・辻知　　毅・鍋島　隆治
   加藤　次男・姜　　　武
  大阪労災病院整形外科
   土井　照夫・広瀬　一史

21． 舟状骨̶楔状骨間癒合症の２例
  大阪船員保険病院整形外科
   篠田　経博・岩崎南海雄・張　　
   藤川　和生

22． 関節周辺の石灰化を生じた小児膠原病の１例
  大阪大学整形外科
   鈴木　省三・越智　隆弘・脇谷　滋之
   大脇　　肇・川端　秀彦・河井　秀夫
   小野　啓郎

23． 若年者に発生した距骨下関節 Ostechondromatosis の
１例

  京都府立医科大学整形外科
   人見　　智・原　　浩史・楠崎　克之
   榊田喜三郎

24． 当科における人工股関節抜去例の検討
  大阪労災病院整形外科
   関　　昌彦・頼　　　功・鍵山　博士
   広瀬　一史・河野　公昭・阿部　邦美
   土井　照夫

25． Werner’s Syndrome の１例について
  和歌山県立医科大学整形外科
   青木　雅昭・上好　昭孝・木浦　賀文
   森本　高史・大浦　晴夫・玉置　哲也

26． 最近経験したパロー仮性麻痺の１例
  関西医科大学整形外科
   上川　英生・小川　亮惠・山口　道夫
   波多野　泉・川北　浩史・川端　　勉

27． 慢性関節リウマチと強直性脊椎骨肥厚症と慢性甲状腺
炎の合併した１例

  行岡病院整形外科
   松峯　昭彦・速水　泰彦・行岡　正雄
   木谷　武志・崔　　東煥・林田　賢治
   七川　歓次
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第228回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年３月28日　午後２時
当 番 幹 事：大阪大学医学部整形外科教室　小野　啓郎
会　　　場：住友製薬道修ビル　７階

１． 遠位脛腓骨結合離開を伴った先天性脛骨形成不全の１
例

  大阪大学整形外科
   中田　　研・中原　治彦・多賀　一郎
   廣島　和夫・小野　啓郎

２． 示指短指伸筋にガングリオンが発生した１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   田中　正道・山本　浩司・三村　和博
   山本利美雄
  大阪大学整形外科
   河井　秀夫

３． 先天性無痛無汗症の１例
  国立大阪南病院整形外科
   浅野　雅敏・大西　啓靖・村田　紀和
   櫛谷　昭一・青野　充志・前田　邦雄
   高山　　優・林原　　卓・勝部　博之
   小林　章郎

４． 大腿直筋石灰化腱炎の１例
  桃山市民病院整形外科
   伊東　貞直・大草　良夫・林　　俊一
   吉川宗一郎
  大阪市立大学整形外科
   石田　俊武・島津　　晃
  大阪市立大学第二病理
   増田　　博

５． Metatropic dysplasia の１症例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   鈴木　　淳・佐藤　啓三・藤井　正司
   前澤　範明・矢野　　悟・稲松　　登
   金原　宏之
  高槻病院整形外科
   白石　英典
  神戸大学整形外科
   土井田　稔

６． 腓骨神経麻痺を併発した Weber-Christian 病の１例
  関西医科大学男山病院整形外科
   石川　　理・藤本　　聡・金海　英米
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠・請田　修一

７． 再生不良性貧血に合併した手の primary invasive 
aspergillosis の１例

  京都府立医科大学整形外科
   柴田　節子・勝見　泰和・久保　俊一
   平沢　泰介・榊田喜三郎
  明石市民病院整形外科
   四方　義朗

８． 骨変化のみられた腎尿細管性アシドーシスの２例
  市立堺病院整形外科
   夏見　和完・牛山　敏夫・三谷　英夫
   本郷　一郎・柳谷　幸敏

９． アキレス腱皮下断裂を伴ったアルカブトン尿性関節症
の１例

  京都大橋総合病院整形外科
   中　　康匡・川北　 三
  京都府立医科大学整形外科
   井上　　望・山下　文治

10． 手指，手背浮腫と下腿三頭筋筋炎を伴った多発性関節
炎の１例

  淀川キリスト教病院整形外科
   吉岡　秀夫・天野　祐一・辰巳　一郎
  淀川キリスト教病院病理
   武田　善樹

11． Kartagener 症候群に合併した慢性関節リウマチの１
例

  滋賀医科大学整形外科
   浅嶌　周造・井上　康二・西岡　淳一
   福田　眞輔

12． Gonococcal Arythritis の１例
  国立大阪南病院整形外科
   林原　　卓・大西　啓靖・村田　紀和
   櫛谷　昭一・青野　充志・前田　邦雄
   高山　　優・浅野　雅敏・勝部　博之
   小林　章郎・前田　　晃

13． 放射線照射によって Protrusio Acetabuli をきたした
１症例

  大阪医科大学整形外科
   山口　　淳・岸本　郁男・森下　　忍
   森田　純弘・小野村敏信
  東長原病院整形外科
   今井　　秀
  生駒市民病院整形外科
   白川　貴浩

14． Cartilaginous cup arthroplasty を行った股関節脱臼骨
折の１例

  奈良県立三室病院整形外科
   杉山　友悦・船内　正恒・小野　浩史
  奈良県立医科大学整形外科
   増原　建二

15． RA 患者の人工膝関節置換術後に発生した大腿骨頸部
疲労骨折の１症例

  兵庫医科大学整形外科
   森本　　弘・立石　博臣・楊　　鴻生
   丸岡　　隆・趙　　南日・美崎　　晋
   中野　謙吾
  明和病院整形外科
   松下　　績・伊熊　貢秀
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16． 梨状筋症候群の１例
  三木市民病院整形外科
   西山　茂敏・佐藤　　進・有田　親史

17． 矯正骨切り術を要したターナー症候群の内反膝変形の
１例

  神戸大学整形外科
   箱木　知也・松本　圭司・司馬　良一
   水野　耕作・廣畑　和志

18． 踵骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  済生会野江病院整形外科
   岩瀬　方人・長嶋　哲夫・高橋健志郎
  京都大学整形外科
   琴浦　良彦

19． 広範型線維性骨異形成症に対する腸骨内保存同種骨の
使用経験

  市立貝塚病院整形外科
   太田　市郎・細井　　憲・脇本　義昭
   津山研一郎
  大阪警察病院整形外科
   垣内　雅明
  大阪大学整形外科
   小野　啓郎

20． 一卵性双生児にみられた頸肋
  近畿大学整形外科
   松波　義文・那須　　敬・山本　　哲
   広藤　栄一・田中　清介

21． Persistent Notochord の１例
  関西医科大学整形外科
   山本　　学・小川　亮惠・森　　良樹
   堀田　　衛・田中　純一・井土　　昇
  新宮市民病院整形外科
   玉置　譲二

22． Neurofibromatosis に伴う頸椎後弯変形の１例
  京都大学整形外科
   村上　仁志・飯田　寛和・多田　健治
   四方　實彦・山室　隆夫

23． 脊椎管内にみられた脂肪腫と思われる症例の２例
  大阪労災病院整形外科
   関　　昌彦・天野　敬一・増田　宗義
   三岡　智規・河野　公照・土井　照夫

24． 上位頸髄砂時計腫の１例
  済生会中和病院整形外科
   峯　　孝子・北田　　力・奥田　亮宏
   石村　雅男

25． 脊椎圧迫骨折に対する MRI の診断的応用
  新須磨病院整形外科
   工藤　俊男・佐浦　隆一・小嶋　三郎
   西　　重敬
  神戸大学放射線科
   杉村　和朗

26． 最近経験した陳旧性頸椎前方脱臼の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   安藤　宗治・亀田　浩司・吉田　宗人
   寺尾　賢秀・浜崎　広洋・玉置　哲也

27． 銃弾による脊髄，馬尾損傷の３例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   高橋　　忍・田村　　清・浜西　千秋
   石岡　　勉・大寺　和満・高矢　康幸
   清水　和也・藤尾　圭司・長岡　孝恭

28． 環軸椎化膿性脊髄炎の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   石崎　嘉孝・石崎　洋明・植田百合人
   西山　茂晴・石橋　　治・増原　建二

29． 脊椎に発症し特異な臨床経過をたどった骨髄腫の１例
  京都第一赤十字病院整形外科
   麻生　伸一・今井　　亮・茶谷　賢一
   野口　昌彦・原　　邦夫・南谷　哲司
  京都第一赤十字病院第三内科
   藤井　　浩

30． 成人 T 細胞白血病による Myelopathy の１例
  大阪府立病院整形外科
   増田　達之・柚崎　通介・竹本　勝一
   倉都　滋之・白崎　信己・久保　雅敬
   冨士　武史・濱田　秀樹

31． 脱出髄核が硬膜外背部に転位した腰椎椎間板ヘルニア
の４症例

  国立神戸病院整形外科
   福井　康二・片岡　　治・庄　　智矢
   西林　保朗・樫本　　新・北澤　久也
   吉川　　淳

32． 長期間経過後に再度椎弓切除術を要した頸椎後縦靱帯
骨化症の２例

  天理病院整形外科
   河野　弘昭・宮崎　和躬・松田　文秀
   松田　康孝・奥野　雅男・安田　　義
   中井　　徹
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第229回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年５月23日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都大学医学部整形外科教室　山室　隆夫
会　　　場：住友ビル　11階

１． 膝内障を疑われた７才の腰椎椎間板ヘルニア（L2-3，
L3-4）の１例

  国立京都病院整形外科
   相馬　　靖・石田　勝正・中嶋　　毅
   菱本　　修・清水　城司・大石　　博
   大谷　　碧

２． 人工膝関節置換術后に皮膚壊死をきたした１症例
  京都大学整形外科
   村上　仁志・山室　隆夫・奥村　秀雄
   笠井　隆一
  京都大学形成外科
   鈴木　茂彦

３． 仙骨脱臼骨折の１症例
  大阪労災病院整形外科
   阿部　邦美・河野　公昭・平木　秀樹
   露口　雄一・天野　敬一・土井　照夫

４． PSS を伴ったシェーグレン症候群に合併した悪性リ
ンパ腫の１例

  関西医科大学整形外科
   石田　尊啓・菅野　　博・山本　　学
   小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   泉春　　暁

５． 小児の頸椎に発症した化膿性脊椎炎の１例
  八尾市立病院整形外科
   岸本　成人・右近　良治・長　　秀行
   中田　森男
  大阪大学整形外科
   米延　策雄

６． 脊椎血管腫の手術例について
  大阪市立大学整形外科
   安井　　明・柴田　和弥・寺川　文彦
   成田　信哉・高見　勝次・松田　英樹
   石田　俊武・島津　　晃

７． 両下肢麻痺を生じた腰椎リウマチ性脊椎炎
  滋賀医科大学整形外科
   旭　　研志・勝浦　章知・葦原　　滋
   福田　眞輔

８． 頸椎前方手術後に生じた難治性食道皮膚瘻の１例
  大阪府立病院整形外科
   倉都　滋之・冨士　武史・白崎　信己
   竹本　勝一・増田　達之・久保　雅敬
   原田　武雄・濱田　秀樹
  大阪府立病院第一外科
   辰巳　恵章・佐谷　　稔

９． 腰椎硬膜内くも膜囊腫の１例
  大阪大学整形外科
   名井　　陽・江原　宗平・山下　和夫
   小野　啓郎
  公立学校共済組合近畿中央病院整形外科
   宮本　紳平・太根康吉郎

10． 食道癌根治術後に再燃した肺，副腎結核及び脊椎カリ
エスと考えられた１例

  田附興風会北野病院整形外科
   桝田　　理・浜田　　勲・石井　正治
   石田　文明・桑名　賢治・太村　治郎

11． 坐骨に発生した好酸球肉芽腫の１例
  京都市立病院整形外科
   名倉　良一・若林　　詔・吉田　成仁
   大辻　孝昭・田口　保志・吉田　正弘
   森　　英吾

12． 有鉤骨鉤骨折の２症例
  大阪医科大学整形外科
   森川　潤一・土居　宗算・土肥　恒夫
   木下　光雄・阿部　宗昭・小野村敏信
  蒼生病院整形外科
   茂松　茂人

13． 脛骨に単独発生した Infantile Myofibromatosis の１
例

  神戸中央市民病院整形外科
   長岡　孝恭・田村　　清・浜西　千秋
   大寺　和満・清水　和也・高矢　康幸
   池田　　登・高橋　　忍・藤尾　圭司
   山下　誠三
  京都大学臨床病理
   中嶋　安彬

14． 右大腿部に発生した非クロストリジウム性ガス壊疽の
１例

  京都府立医科大学整形外科
   森　　裕展・久保　俊一・勝見　泰和
   榊田喜三郎

15． 外傷後に発生した中手骨骨頭無腐性壊死の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   谷口　泰徳・檀上　茂人・河原　史郎
   江川　弘光・玉置　哲也

16． 股関節に発生した Chondromatosis の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   岩井　　誠・三井　宣夫・大根田　豊
   矢島　弘嗣・山本　恵央・増原　建二

17． 病的骨折を来した原発性蓚酸沈着症（Primary 
Oxalosis）の１例

  神戸大学整形外科
   片岡　健夫・松原　　司・水野　耕作
   廣畑　和志
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18． Bone stock の少ない THR 後の loosening 症例にベー
トマン式人工骨頭再置換術を行った１例

  済生会野江病院整形外科
   高橋健志郎・長崎　哲夫・岩瀬　方人
  京都大学整形外科
   奥村　秀雄

19． 外傷性股関節脱臼骨折に行った大腿骨頭回転骨切り術
の１症例

  近畿大学整形外科
   西本　慎作・富原　光雄・宗円　　聡
   北川　　洋・丹　　彰浩・田中　清介

20． 老人性丸背に基づくと思われる胸骨疲労骨折の１例
  中町赤十字病院整形外科
   大西　純二・浜田　茂幸

21． 骨髄腫患者にみられた肩関節血腫の１例
  泉佐野優人会病院整形外科
   山口　高史・渡辺　康司
  泉佐野優人会病院内科
   湯川　史郎・滝本　良二

22． 慢性関節リウマチによる Paraplegia を来した１例
  行岡病院整形外科
   松峯　昭彦・速水　泰彦・七川　歓次
  刀根山病院整形外科
   米延　策雄
  大阪大学整形外科
   山下　和夫・内田　淳正・越智　隆弘
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第230回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年６月13日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部整形外科教室
　　　　　　島津　　晃
会　　　場：住友ビル　11階

１． 股関節内に発生した単発性骨軟骨腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   呉　　世昌・日下部虎夫・楠崎　克之
   榊田喜三郎

２． Chronic recurrent multifocal osteomyelitis の１例
  国立大阪南病院整形外科
   勝部　博之・大西　啓靖・村田　紀和
   櫛谷　昭一・青野　充志・前田　邦雄
   高山　　優・林原　　卓・小林　章郎
   浅野　雅敏・前田　　晃
  国立大阪南病院小児科
   池内　英治

３． 頸椎黄色靱帯石灰化の２症例
  兵庫医科大学整形外科
   高村　　学・橋本　一廣・松田　泰彦
   谷口　　睦・前田　智雄・圓尾　宗司
   中野　謙吾

４． Candida による膝関節炎の１例
  兵庫県リハビリテーションセンター
  附属中央病院整形外科
   生田　進一・坂田　敏郎・南　　久雄
   中島　咲哉

５． 膝蓋骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   柿花　　剛・宮内　義純・三井　宣夫
   増原　建二

６． 横隔膜神経麻痺を伴った分娩麻痺の検討
  大阪大学整形外科
   石山　照二・河井　秀夫・川端　秀彦
   小野　啓郎

７． 大腿骨骨折に対する Brooker-Wills nail の経験
  近畿大学整形外科
   三浦　光也・北野　安衛・林　　　晃
   辻本　晴俊・松倉　　登・富原　光雄
   広藤　栄一・田中　清介

８． 治療に難渋した人工股関節再置換の１例
  大阪市立大学整形外科
   上野　憲司・吉田研二郎・喜多　義将
   浅田　莞爾・島津　　晃

９． 臼蓋形成不全を伴ったいわゆる急速破壊型股関節症の
１例

  国立加古川病院整形外科
   広瀬　哲司・居村　茂明・西林　保朗
   竹田谷　寛・岡田　幸也・橋本　　淳

10． 頸椎黄色靱帯石灰化症の１例
  神戸労災病院整形外科
   片岡　康文・栗原　　章・田中　賢治
   山崎　京子・田中　　康・鍋島　祐次

11． 硬膜内に脱出した腰部椎間板ヘルニアの１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   辰巳　一郎・天野　祐一・吉岡　秀夫

12． 深大腿動脈の動脈瘤により発生した坐骨神経麻痺の１
例

  滋賀医科大学整形外科
   浅嶌　周造・村上　元庸・畑　　正樹
   横山　一郎・福田　眞輔
  滋賀医科大学第二外科
   田畑　良宏・森　　渥視

13． 浅指屈筋筋膜による正中神経 palmar branch の絞扼神
経障害

  京都大学整形外科
   清水　克時・星川　　一・岩崎　廉平
   山室　隆夫

14． 肩手指症候群の１治療例
  大阪市立大学整形外科
   古瀬　洋一・松田　英雄・中村　博亮
   柳井　尚浩・福嶋　賢三・鈴木　真司
   島津　　晃

15． Kienböck 病によって生じた手根管症候群の１例
  大阪赤十字病院整形外科
   矢形　義近・大庭　　健・藤川　重尚
   高木　治樹・浅野　頼子・室谷　勝久
   丹羽　智章・林　　　修

16． 特発性一過性大腿骨頭骨萎縮の１症例
  和歌山労災病院整形外科
   木下　裕文・島村　禎二・原田　　基
   九鬼　良行・西田　秀樹・中元耕一郎
   北林　佳憲
  和歌山県立医科大学整形外科
   上好　昭孝・玉置　哲也

17． 糖尿病患者にみられた骨盤周囲熱性膿瘍の３例
  関西医科大学整形外科
   中川　琢麿・菅野　　博・小川　亮惠
  大和高田市立病院整形外科
   杉本　秀樹・松島　理郎

18． 膝蓋靱帯に広範な石灰沈着をきたした腱炎の１例
  神戸大学整形外科
   立花　敏弘・山本　英明・黒坂　昌弘
   鵜飼　和浩・廣畑　和志
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開催年月日：昭和62年７月18日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科教室　榊田喜三郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． 小児上腕骨外顆偽関節の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   吉岡　慎二・藤田　隆生・榊田喜三郎

２． 臼蓋骨切り術を行った loose shoulder の三例
  京都大学整形外科
   川東　直樹・岩崎　廉平・上尾　豊二
   山室　隆夫
  京都医療技術短期大学
   上羽　康夫

３． 足根管症候群を合併した距踵間癒合症について
  奈良県立医科大学整形外科
   吉川　隆章・高倉　義典・杉本　和也
   中川　　信・柿花　　剛・増原　建二

４． 外傷を契機に症状を呈した先天性後脛骨筋腱脱臼の一
例

  滋賀医科大学整形外科
   森本　　茂・葦原　　滋・畑　　正樹
   谷　　仁孝・福田　眞輔

５． 青年期に発症した足舟状骨の osteonecrosis の一例
  行岡病院整形外科
   松峯　昭彦・速水　泰彦・行岡　正雄
   木谷　武志・崔　　東煥・太田　市郎
   七川　歓次
  大阪大学整形外科
   内田　淳正

６． 前十字靱帯再置換の一例
  大阪大学整形外科
   石山　照二・井上　雅裕・木村　友厚
   史野　根生・小野　啓郎

７． 小児期に受傷し15年経過した前十字靱帯付着部裂離
骨折の治療経験

  済生会奈良病院整形外科
   川手　健次・三馬　正幸・上久保鉄夫
   幅田　　孝
  新大宮病院整形外科
   藤沢　義之

８． 股関節に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の一例
  天理病院整形外科
   奥野　雅男・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・安田　　義・村上　仁志
   中井　　徹
  天理病院臨床病理部
   市島　國雄

９． ソケット破損をきたし再置換術を行った人工股関節の
一例

  兵庫医科大学整形外科
   山田　　博・楊　　鴻生・丸岡　　隆
   趙　　南日・尾上　　徹・立石　博臣
   中野　謙吾

10． 恥骨々折に起因すると思われる腸骨疲労骨折の一例
  国立大阪南病院整形外科
   小林　章郎・村田　紀和・大西　啓靖
   櫛谷　昭一・青野　充志・前田　邦雄
   高山　　優・浅野　雅敏・勝部　博之
   西澤　　徹・原田　　潔

11． 持続硬膜外ブロックにより生じた硬膜外膿瘍の一例
  関西医科大学整形外科
   北庄司浩三・中川　琢麿・二宮　俊憲
   亀山　　修・小川　亮惠

12． Hüftlendenstrecksteife をきたした腰仙椎部 osteoid 
osteoma の一例

  大阪医科大学整形外科
   松岡　保雄・森下　　忍・田中真一郎
   宮地　芳樹・渡辺　秀男・小野村敏信

13． 遅発性脊髄症状を呈した外傷性成人 Atlanto-axial 
rotatory instability の一治験例

  近江八幡市民病院整形外科
   康原　正弘
  京都府立医科大学整形外科
   渡辺　俊彦・榊田喜三郎・長谷　　斉

14． 遅発性に頸髄症を発生した環椎二分脊椎の一例　̶前
弓及び後弓癒合不全型二分脊椎̶

  大阪警察病院整形外科
   酒井　克子・垣内　雅明・後藤　一平
   浜田　雅之・細野　　昇・水島　哲也
  滋賀医科大学整形外科
   福田　眞輔

15． Radiculopathy のみを呈した巨大頸椎々間板ヘルニア
の一症例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   徳丸　　弘・荻野　　洋・大村　宗久
   細井　　憲・大西　純二

16． 四肢痙性麻痺を発症した achondroplasia の一例
  近畿大学整形外科
   山崎　裕行・松倉　　登・金田　隆義
   広藤　栄一・田中　清介

17． 腰仙部神経根奇形の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   吉田　宗人・浜崎　広洋・寺尾　賢秀
   川上　　守・岩橋　俊幸・夏見　和完
   松浦　伸一・安藤　宗治・玉置　哲也
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開催年月日：昭和62年10月17日　午後２時30分
当 番 幹 事：奈良県立医科大学整形外科教室　増原　建二
会　　　場：住友ビル　11階

１． 最近経験した足部結核の二例
  奈良県立医科大学整形外科
   朴木　寛弥・高倉　義典・杉本　和也
   青山　賢治・島岡　宏行・増原　建二

２． Melorheostosis の１例
  大阪医科大学整形外科
   加藤　　洋・小野村敏信・阿部　宗昭
   木下　光雄・土肥　恒夫・岩井　宏次
   土居　宗算・永田　裕人

３． 脛骨に発生した Osteofibrous Dysplasia の一例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   桜井　　隆・大西　純二・小味　克己
   徳丸　　弘・東　　文造・大村　宗久
   細井　　憲・北野　継弐・岩瀬　六郎
   荻野　　洋

４． 股関節痛を主訴とした大腿骨骨頭 osteoid osteoma の
一例

  国立加古川病院整形外科
   水野　保幸・西林　保朗・岡田　幸也
   北　　　潔・野田　光昭・居村　茂明

５． 脛骨神経に沿って上行した malignant schwannoma の
一例

  兵庫県立成人病センター整形外科
   井上　博司・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理部
   指方　輝正

６． 母指に発生した synovial chondromatosis の一例
  関西医科大学整形外科
   藤本　啓治・石田　尊啓・波多野　泉
   堀田　　衛・小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁
  枚方市民病院整形外科
   堤　　　啓

７． 手舟状骨に発生した骨内ガングリオンの一例
  町立榛原病院整形外科
   長岡　正人・村田　　茂・角能　輝之
   熊井　　司・奥田　寿夫
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進

８． 不全型前骨間神経麻痺の一例
  兵庫医科大学整形外科
   美崎　　晋・田中　寿一・中野　利彦
   前田　　章・根来　秀明・中野　啓三
   宮崎　博史・中野　謙吾

９． 習慣性膝蓋骨亜脱臼を伴った新川̶黒木症候群の一例
  愛徳整肢園整形外科
   植山　雅博・岡安　　勤
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　哲也

10． 両側に発生した Sinding-Larsen Johansson 病の一例
  神戸大学整形外科
   角田　雅也・山本　哲司・吉矢　晋一
   黒坂　昌弘・廣畑　和志

11． いわゆる遺残性 Osgood-Schlatter 病の外科的治療の
検討

  大阪労災病院整形外科
   松峯　昭彦・天野　敬一・広瀬　一史
   西上　茂樹・三岡　智規・土井　照夫

12． 弾撥膝の一例
  神戸労災病院整形外科
   鍋島　祐次・栗原　　章・田中　賢治
   山崎　京子・田中　　康・片岡　康文

13． 陳旧性前・後十字靱帯複合損傷例の治療経験
  明石市立市民病院整形外科
   張　　　京
  京都府立医科大学整形外科
   須津　富鵬・榊田喜三郎
  近江八幡市民病院整形外科
   康原　正弘・西浦　　博

14． 胸腰椎移行部脱臼骨折の一例
  国立呉病院整形外科
   石田　通暁・原田　憲正・重野　陽一
   福島　美歳

15． 脊柱管内に多発した Neurofibromatosis の一例
  大阪府立病院整形外科
   倉都　滋之・冨士　武史・白崎　信己
   平山　直樹・竹本　勝一・久田原郁夫
   久保　雅敬・濱田　秀樹
  大阪府立病院脳神経外科
   川合　省三・西谷　昌也

16． Von Recklinghausen 病に伴った外側髄膜囊腫の一例
  近畿大学整形外科
   大谷　和裕・山根　敏彦・森本　周平
   奥平　　哲・富原　光雄・広藤　栄一
   田中　清介

17． RA 患者における環軸椎亜脱臼の治療により，後頭部
痛と開口制限が同時に改善した一例

  滋賀医科大学整形外科
   谷　　仁孝・福田　眞輔・村上　元庸
   前野　幹幸・西岡　淳一
  滋賀医科大学歯科口腔外科
   吉武　一貞



- 266 -

18． アミパークによる脊髄造影後に重篤な痙攣発作を発現
した一例

  大阪大学整形外科
   冨田　裕彦・藤原　桂樹・江原　宗平
   山下　和夫・小野　啓郎

19． 肘関節手術における患者の体位について　̶後方皮切
の場合̶

  北野病院整形外科
   浜田　　勲・石井　正治・石田　文明
   金田　隆義・田村　治郎・星川　　一
  馬場記念病院整形外科
   山崎　　栄・清水　孝修・成田　信哉

20．短管骨骨折における bone holder の使用経験
  大阪医科大学整形外科
   高井　有一・小野村敏信・阿部　宗昭
  大阪府三島救命救急センター
   山本　　定
  高井病院整形外科
   高井　澄男
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開催年月日：昭和62年11月21日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪医科大学整形外科教室　小野村敏信
会　　　場：住友ビル　11階

１． 対麻痺を生じた強直脊椎骨増殖症の１例
  行岡病院整形外科
   速水　泰彦・林田　賢治・行岡　正雄
   七川　歓次

２． 除圧範囲の適切でなかった頸椎症性脊髄症の１例
  大阪市立大学整形外科
   辻　　貴史・柳井　尚浩・香月　憲一
   福嶋　賢三・小石　恭介・岡本　敬一
   周　　一鳴・松田　英雄・島津　　晃

３． アテトーゼ型脳性麻痺に合併した頸部脊髄症の１手術
例

  兵庫医科大学整形外科
   先山　嘉延・圓尾　宗司・前田　　章
   前田　智雄・谷口　　睦・中野　謙吾

４． 嚥下障害をきたした頸椎骨軟骨腫の１例
  神戸大学整形外科
   橋本　　淳・島崎　和久・廣畑　和志
  三菱病院整形外科
   益子　秀久

５． 第５頸椎に発生した脊索腫と思われた１例
  関西医科大学整形外科
   松本　　宏・小川　亮惠・波多野　泉
   赤木　繁夫・石田　尊啓
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

６． 後方・側方同時侵入により全摘し得た巨大な頸部砂時
計腫の１例

  京都府立医科大学整形外科
   野村　嘉彦・茶谷　賢一・長谷　　斉
   榊田喜三郎

７． 腰部 Redundant nerve roots の１例
  国立神戸病院整形外科
   鍋島　祐次・庄　　智矢・片岡　　治

８． 仙骨部に発生した脂肪肉腫の１例
  国立呉病院整形外科
   重野　陽一・原田　憲正・石田　通暁
   梅田　継雄・福島　美歳
  林医院
   林　　英紀

９． 胞状軟部肉腫の４症例
  大阪府立成人病センター整形外科
   神藤　佳孝・青木　康彰・西野　　稔
   能勢　和政・小笠原良雄
  大阪大学整形外科
   橋本　　淳
  林病院
   林　　英紀

10． 囊腫状変性を生じた巨大脛骨神経内神経鞘腫の１例
  大三輪病院整形外科
   稲田　有史・干福　建夫・福居　顕宏
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宣夫

11． 半腱様筋，半膜様筋に発生した血管腫の１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   辰巳　一郎・天野　祐一・吉岡　秀夫

12． 膝蓋骨病的骨折を契機に診断された副甲状腺機能亢進
症の１例

  北野病院整形外科
   田村　治郎・浜田　　勲・石井　正治
   石田　文明・金田　隆義・星川　　一

13． Idiopathic myositis ossificans の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   島　　欽也・桜井　啓一・吉田　宗人
   笠松　　望・川上　　守・船岡　信彦
   玉置　哲也

14． 骨斑紋症の１例
  近畿大学整形外科
   奥平　　哲・山根　敏彦・梁瀬　義章
   田中　清介

15． 術後６年目に破損を来したセラミック製人工股関節の
１例

  東大阪市立中央病院整形外科
   久貝　充生・廣岡　靖隆・早川　裕司
   田中　康仁・梅垣　修三

16． 大腿骨頭に手留弾破片を40年間もったのち発症した
変形性股関節症の１例

  大阪大学整形外科
   山崎　敏之・大園　健二・西塔　　進
   高岡　邦夫・小野　啓郎

17． PLA pin を用いて固定した Osteochondral Fracture の
１例

  京都大学整形外科
   由良　茂人・岩崎　廉平・清水　和也
   小野　講三・山室　隆夫
  京都大学医用高分子研究所
   岡　　正典

18． 小児に発生した後十字靱帯損傷の１例
  三田市民病院整形外科
   宇田　宙照・大野　　修・宮崎　誠一
  神戸大学整形外科
   黒坂　昌弘・吉矢　晋一

19． Os Patella Cubiti を合併した duplication patella の一
症例

  天理市立病院整形外科
   三浦　修一・山下　正道・森田　吉英
  奈良県立医科大学整形外科
   塩見　俊次・増原　建二
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20． 結核性胸鎖関節炎の１例
  滋賀医科大学整形外科
   宮本　浩次・福田　眞輔・松井　清明
   勝浦　章知

21． 後方転位した鎖骨内側骨端線離解の１例
  大阪第二警察病院整形外科
   谷田　泰孝・上出　茂夫・下　　裕司
   白井　久也

22． 習慣性肘関節脱臼の１例
  十三市民病院整形外科
   田中　　亨・鈴木　　隆・河田　　弘
   朴　　一男・吉田　　玄

23． 長期透析に生じた手指屈筋腱皮下断裂の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   岩井　　誠・玉井　　進・矢島　弘嗣
   三井　宣夫・山本　恵央・増原　建二

24． 手の転移性骨腫瘍の経験
  大阪労災病院整形外科
   平木　秀樹・竹中　稔幸・露口　雄一
   土井　照夫

25． 手舟状骨に発生した骨内ガングリオンの２症例
  大阪医科大学整形外科
   陵本　清剛・土肥　恒夫・土居　宗算
   木下　光雄・阿部　宗昭・小野村敏信
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第234回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和62年12月19日　午後２時
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科教室　廣畑　和志
会　　　場：住友ビル　11階

１． 指骨の病的骨折により発見されたサルコイドーシスの
１例

  大阪市立大学整形外科
   小石　恭之・楠　　正敬・山田　純司
   大川得太郎・石田　俊武・島津　　晃
  大阪市立大学第一内科
   太田　勝康・桝　　志郎

２． 術後の仮性動脈瘤により著名な中足骨変形を来した１
長期観察例

  神戸大学整形外科
   川井　和夫・山本　哲司・廣畑　和志

３． 膝 chondromatosis に発生した chondrosarcoma の１例
  北野病院整形外科
   星川　　一・浜田　　勲・石井　正治
   石田　文明・金田　隆義・田村　治郎

４． 軟部腫脹を主訴とした第２趾基節骨良性軟骨芽細胞腫
の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   白木　隆士・三村　和博・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   小林　　晏

５． 小児脛骨 epiphysis に発生した類骨骨腫の１例
  大阪大学整形外科
   綿谷　勝博・吉川　秀樹・上田　孝文
   加藤　次男・内田　淳正・小野　啓郎

６． 10年後に再発をみた中殿筋膿瘍の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   山下　誠三・田村　　清・浜西　千秋
   大寺　和満・高矢　康幸・池田　　登
   藤原　正利・長谷川良一・高橋　　忍
   藤尾　圭司

７． 術後16年経過した先天性両側上腕骨橈骨癒合症の１
例

  天理病院整形外科
   多田　健治・宮崎　和躬・松田　康孝
   奥野　雅男・安田　　義・村上　　仁

８． 上腕部の圧迫により発症した Myonephropathic-
metabolic syndrome の１例

  須磨赤十字病院整形外科
   山下　仁司・森本　　弘・上田　敏之
  須磨赤十字病院内科
   永田　造一・末広　逸夫・玉田　文彦
   江原　成禎
  兵庫医科大学整形外科
   田中　寿一・中野　謙吾

９． 人工骨頭置換術後に SIADH（ADH 異常分泌症候群）
を合併した１例

  三田市民病院整形外科
   箱木　和也・宮崎　誠一・大野　　修

10． 伸展位膝蓋骨脱臼に対する脛骨回旋骨切り術の試み
  大阪労災病院整形外科
   松峯　昭彦・広瀬　一史・西上　茂樹
   三岡　智規・土井　照夫

11． ダウン症候群にみられた伸展位習慣性膝蓋骨脱臼の１
例

  和歌山県立医科大学整形外科
   池田　芳樹・上好　昭孝・木浦　賀文
   佐々木俊二・玉置　哲也

12． 通風が原因と思われる有痛性分裂膝蓋骨の１例
  行岡病院整形外科
   崔　　東煥・速水　泰彦・行岡　正雄
   木谷　武志・太田　市郎・林田　賢治
   七川　歓次
  大阪大学整形外科
   内田　淳正・多賀　一郎

13． 変形性膝関節症による脛骨疲労骨折を来した１症例
  東生駒病院整形外科
   西川　勝仁
  大手前病院整形外科
   谷口俊四郎・冨田　恭治・岡村　圭裕
   杉本　啓司

14． 術前及び術後の三次元画像表示　̶ Chiari 骨盤骨切
り術̶

  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   橋村　正隆・戸田　　誠・清家　重郷
   謝　　典穎・矢野　　悟・稲松　　登
   金原　宏之

15． 乳幼児股関節超音波断層検査用プローブアダプターの
開発

  大阪医科大学整形外科
   瀬本　喜啓・小野村敏信・澤田　　出
  大阪医科大学中央検査部
   岩本　暢泰・小林美智子・鷹井　敏子
  枚方市民病院整形外科
   武田　勝雄
  ベリタス病院整形外科
   上田　康雄

16． 腕相撲による上腕二頭筋長頭腱断裂の１例
  泉佐野優人会病院整形外科
   高橋　信男・山口　高史・渡辺　康司

17． Revere flow peroneal flap による踵部後面軟部組織欠
損の治療

  奈良県立医科大学整形外科
   川西　弘一・水本　　茂・矢島　弘嗣
   黄　　文欽・玉井　　進
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18． 慢性関節リウマチを合併した Spondylo-epiphyseal 
dysplasia の１症例

  兵庫医科大学整形外科
   小林　紀郎・楊　　鴻生・立石　博臣
   高岩　　均・尾上　　徹・別所　康生
   丸岡　　隆・中野　謙吾

19． Ulno-carpal abutment syndrome の治療経験
  姫路赤十字病院整形外科
   島田　幸造・大西　啓一・船渡　朋久
   細谷　　徹
  香川医科大学整形外科
   多田　浩一

20． 腎移植患者に発生した手舟状骨壊死と思われる２症例
  京都府立医科大学整形外科
   新庄　浩成・勝見　泰和・久保　俊一
   平澤　泰介・榊田喜三郎

21． 脊髄硬膜外くも膜囊腫の１例
  関西医科大学整形外科
   山口　俊哉・小川　亮惠・児島　　新
   田中　純一・森　　良樹

22． 特発性脊髄硬膜外血腫の１例
  滋賀県立小児整形外科センター
   駒井　　理
  京都府立医科大学整形外科
   茶谷　賢一
  近江八幡市民病院整形外科
   山本　龍二・三橋　尚志・西浦　　博
  みどりヶ丘病院整形外科
   康原　正弘

23． 脊髄々内血腫の１例
  京都大学整形外科
   加藤　　淳・四方　實彦・清水　和也
   清水　克時・水谷　正己・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   山辺　博彦
  国立京都病院整形外科
   相馬　　靖・石田　勝正

24． 癒合半椎を伴った先天性後側弯症に対して椎体削開術
を行った１症例

  近畿大学整形外科
   西岡　栄恵・永田　行雄・宗円　　聡
   広藤　栄一・田中　清介

25． MRI にて病巣を推定し得た前脊髄動脈症候群の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   徳丸　　弘・荻野　　洋・大村　宗久
   大西　純二・桜井　　隆・小味　克己

26． 硬膜外腔後側方へ脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  奈良県立三室病院整形外科
   杉山　友悦・船内　正恒・中川　　信
   小野　浩史
  奈良県立医科大学整形外科
   岩崎　洋明

27． 後頭骨との間の hypermobility を認めた先天性環軸椎
癒合症の１例

  滋賀医科大学整形外科
   今中　　徹・福田　眞輔・緒方　正雄
   葦原　　滋・松田　孝士
  大村整形外科
   木村　正己
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第235回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年１月23日　午後２時30分
当 番 幹 事：関西医科大学整形外科教室　小川　亮惠
会　　　場：住友製薬本社ビル　７階

１． 嚥下障害を呈した頸椎椎体骨増殖の１例
  関西医科大学整形外科
   石本　哲也・小川　亮惠・森　　良樹
   田中　純一・藤本　　聡・二宮　俊憲

２． 仙骨横骨折の２例
  奈良県立三室病院整形外科
   杉山　友悦・船内　正恒・中川　　信
   小野　浩史
  大手前病院整形外科
   谷口俊四郎
  松坂中央総合病院整形外科
   浅野　正文
  大三輪病院整形外科
   前田　昌己

３． 腸骨棘裂離骨折を疑わせた化膿性骨髄炎の１例
  近畿大学整形外科
   勝久　敬太・大谷　和裕・富原　光雄
   田中　清介

４． 腎性骨異栄養症に随伴した両側大腿四頭筋付着部膝蓋
骨剝離骨折の１例

  八尾徳州会病院整形外科
   長谷川　潔・桐村　泰広
  八尾徳州会病院泌尿器科
   大道　　彰・加納　敬夫

５． 慢性関節リウマチに伴った大腿骨頭壊死の１例
  大阪大学整形外科
   冨田　裕彦・脇谷　滋之・大村　友厚
   大園　健二・小野　啓郎

６． 広範囲な骨破壊をきたした足関節 PVS の１例
  宇治病院整形外科
   俣野　憲一・下野　広俊・藤井　博之
  京都府立医科大学整形外科
   楠崎　克之・榊田喜三郎

７． Peroneal spastic flat foot をきたした tarsal coalition 
の１例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤尾　圭司・田村　　清・浜西　千秋
   大寺　和満・高矢　康幸・藤原　正利
   池田　　登・長谷川良一・高橋　　忍

８． 骨 Paget 病の１剖検例
  兵庫医科大学整形外科
   松倉　光晴・寺内　正樹・富永　浩司
   辻　　　寿・楊　　鴻生・立石　博臣
   中野　謙吾

９． 腸腰筋内にみられたガングリオンの１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   北裏　清剛・桜井　啓一・檀上　茂人
   星野　　潤・安藤　宗治・玉置　哲也

10． 骨内ガングリオンを形成した足舟状骨̶第１楔状骨間
癒合症の１例

  榛原町立病院整形外科
   熊井　　司・長岡　正人・青木　　孝
   村田　　茂・奥田　寿夫
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典・玉井　　進

11． 腓骨神経麻痺を合併した多発性骨軟骨腫の１例
  神戸大学整形外科
   村津　裕嗣・山田　昌弘・鵜飼　和浩
   水野　耕作・廣畑　和志
  北兵庫内科整形外科センター整形外科
   松本　圭司

12． 脊柱再建術を行った仙骨軟骨肉腫の１例
  兵庫県リハビリテーションセンター
   角田　雅也・南　　久雄
  神戸大学整形外科
   島崎　和久・廣畑　和志

13． 左下腿に生じた infiltrating angiolipoma の１例
  滋賀医科大学整形外科
   小宮　靖弘・葦原　　滋・井上　康二
   諸賀己喜夫・福田　真輔
  野洲病院整形外科
   藤本　昌樹
  蘇生会病院整形外科
   旭　　研志

14． 骨盤に発生した dedifferentiated chondrosarcoma の１
例

  京都大学整形外科
   藤田　　裕・琴浦　良彦・小野　講三
   高木　治樹・片山　武史・山室　隆夫
  京都大学病理
   中嶋　安彬・豊国　伸哉
  京都大学手術部
   前谷　俊三
  京都大学泌尿器科
   西尾　恭規

15． 患肢温存を試みたユーイング肉腫の２例
  京都府立医科大学整形外科
   今泉　佳宣・楠崎　克之・榊田喜三郎
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第236回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年２月20日　午後２時30分
当 番 幹 事：和歌山県立医科大学整形外科教室
　　　　　　玉置　哲也
会　　　場：住友ビル　11階

１． いわゆる extreme lateral disc herniation の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   簗瀬　能三・池田　芳樹・岩橋　俊幸
   夏見　和完・船岡　信彦・川上　　守
   吉田　宗人・寺尾　賢秀・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   栗本　公博・浜崎　廣洋

２． 胸髄癒着性くも膜炎の１例
  京都第１赤十字病院整形外科
   呉　　世昌・宮本　達也・野口　昌彦
   大友　啓資・麻生　伸一・塩見　　朗
   今井　　亮

３． 再発性馬尾神経 neurilemmoma の１例
  京都大学整形外科
   中山　富貴・四方　實彦・清水　克時
   小野　講三・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

４． 腰仙部 lipomeningocele の１例（術前後 MRI 所見の
検討を中心に）

  大阪医科大学整形外科
   長岡　孝恭・小野村敏信・渡辺　秀男
   宮地　芳樹・田中真一郎・瀬本　喜啓
   岩井　宏次・稲毛　昭彦

５． 胸骨縦割進入法により前方除圧術を行った上位胸椎後
縦靱帯骨化症の１例

  神戸大学整形外科
   加東　　武・島崎　和久・廣畑　和志
  神戸大学第２外科
   山下長司郎

６． 下位頸椎前方固定術後 C2/3 の亜脱臼を生じたリウマ
チ性脊椎炎の１症例

  滋賀医科大学整形外科
   牛窪　成雄・福田　眞輔・大井　憲二
   前野　幹幸・緒方　正雄
  草津中央病院
   斎藤　　潤
  森整形外科
   森　　亮介

７． Down 症候群における環軸椎脱臼の１例
  松下記念病院整形外科
   高　謙一郎・浅井　　浩・奥田　良樹
   湯浅　勝則・森戸　俊典

８． 肩甲骨烏口突起に発生した osteoid osteoma の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   高岡　孝典・尾崎　二郎・三井　宣夫
   大根田　豊・仲川　喜之・増原　建二

９． 大腿骨顆部に発生した骨内ガングリオンの１例
  三菱神戸病院整形外科
   橋本　　靖・益子　秀久
  神戸大学整形外科
   鵜飼　和浩

10． 反復性，多発性に骨髄炎を生じた１例
  三田市民病院整形外科
   宮崎　誠一・箱木　知也・大野　　修
  神戸大学医療技術短期大学
   石川　　斉
  兵庫県立加古川病院整形外科
   藤田　久夫

11． 多発性軟部腫瘍を疑わせた結核性膿瘍の１例
  近畿大学整形外科
   川端　　力・能勢　　昭・廣藤　榮一
   田中　清介

12． 自然整復治癒した肩鎖関節脱臼（Ⅲ度）の１症例
  高井病院整形外科
   高井　哲郎
  高井病院外科
   高井　重郎
  奈良県立医科大学整形外科
   尾崎　二郎・増原　建二

13． 脛骨外傷後変形に対し dynamic axial fixator を用い二
重矯正骨切り術を行った１症例

  大阪大学整形外科
   中田　　研・清水　信幸・多賀　一郎
   廣島　和夫・小野　哲郎
  箕面市立病院整形外科
   上林　健二

14． 陳旧性足関節外側側副靱帯損傷に対する Lee 変法に
よる再建術後のスポーツ活動について

  京都府立医科大学整形外科
   渡辺　欣忍・常岡　秀行・原　　浩史
   榊田喜三郎
  近江八幡市民病院整形外科
   山本　龍二

15． ライター症候群の１例
  兵庫医科大学整形外科
   森田　宗志・立石　博臣・高岩　　均
   丸岡　　隆・橋本　一廣・中野　謙吾

16． 膝蓋骨 dorsal defect と思われる１例
  大阪労災病院整形外科
   関　　昌彦・広瀬　一史・西上　茂樹
   松峯　昭彦・土井　照夫

17． 肘関節障害に対して骨切り術を行った nail-patella 
syndrome の１例（術後経過）

  関西医科大学整形外科
   柴野　恵介・小川　亮惠・藤本　　聡
   徳永　裕彦・岩本　斗伸・松本　　宏
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特別講演
 イスタンブールの旅　̶海のシルクロードについて
  明和病院
   柏木　大治先生
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第237回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年３月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　中野　謙吾
会　　　場：住友ビル　11階

１． 神経鞘腫に血管腫を合併した胸髄腫瘍の１手術例
  兵庫医科大学整形外科
   安水　　斉・圓尾　宗司・松本　　学
   谷口　　睦・前田　智雄・前田　　章
   高村　　学・中野　啓三・中野　謙吾

２． 最近経験した続発性腸腰筋膿瘍の二例
  関西医科大学整形外科
   笹井　邦彦・小川　亮惠・西村　秀樹
   田中　純一・藤本　　聡・中川　琢麿
   藤本　啓治

３． ヘパリン治療中に両下肢麻痺をきたした１例
  大阪大学整形外科
   冨田　裕彦・山下　和夫・江原　宗平
   藤原　桂樹・小野　啓郎

４． 腰部脊柱管狭窄により神経症状を来した achondro-
plasia の１例

  大阪労災病院整形外科
   安藤　健夫・土井　照夫・天野　敬一

５． 上位胸椎に発生し両下肢麻痺を呈した良性骨芽細胞腫
の１例

  松下記念病院整形外科
   高　謙一郎・浅井　　浩・奥田　良樹
   湯浅　勝則・森戸　俊典
  京都府立医科大学整形外科
   茶谷　賢一
  済生会滋賀県病院整形外科
   西尾　直子

６． ２度の再発をみた胸椎孤立性骨軟骨腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   諸賀己喜夫・金丸満喜夫・藤田　資文
   緒方　正雄・福田　眞輔

７． Hyperphalangism の１例とその亜型と考えられる１
例について

  大阪市立大学整形外科
   福岡　慎一・楠　　正敬・山田　純司
   香月　憲一・島津　　晃

８． 遠位橈尺関節外傷性掌側脱臼の１例
  県立加古川病院整形外科
   増田　真造・藤田　久夫・竹内　一喜
   田中　和具・三井　俊博・山本　英明
  大森整形外科
   大森　明夫

９． 多発性骨髄腫のアミロイドーシスによる両側手根管症
候群の１例

  奈良県立三室病院整形外科
   中川　　信・小野　浩史・杉山　友悦
   船内　正恒
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宣夫・玉井　　進

10． IgA 欠損症を伴った RA 患者における手術例
  京都大学整形外科
   石井　真介・清水　和也・奥村　秀雄
   上尾　豊二・山室　隆夫
  京都大学第１内科
   加納　　正

11． 看過ごされていた年長児肘内障の一症例
  大阪医科大学整形外科
   陵本　清剛・小林　一朗・土居　宗算
   森下　　忍・阿部　宗昭・小野村敏信

12． 前腕に発生した extraskeletal mesenchymal chondro-
sarcoma の一例

  西脇病院整形外科
   工藤　俊男・菊本喜代司・園田　万史

13． 足部に発生した結核性関節炎の３症例
  京都市立病院整形外科
   吉田　正弘・若林　　詔・田口　保志
   名倉　良一・吉田　成仁・大辻　孝昭
   小池　和広・森　　英吾
  京都市立病院臨床検査科
   鷹巣　晃昌

14． 左第１中足骨頭壊死を来した糖尿病患者の１症例
  神戸大学整形外科
   米倉　雅之・小林　大介・高島　孝之
   松原　　司・水野　耕作・廣畑　和志

15． 内側円板状半月の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   小味　克巳・大西　純二・桜井　　隆
   徳丸　　弘・北野　継弐・荻野　　洋
  八尾市民病院整形外科
   右近　良治

16． 単発性骨 Paget 病の下腿変形に対し楔状骨切り術を施
行した１例

  近畿大学整形外科
   北本　克則・菊池　　啓・福田　寛二
   富原　光雄・田中　清介

17． 腎透析治療中，両股関節に著しい石灰沈着をきたした
一症例

  京都府立医科大学整形外科
   志賀　俊樹・久保　俊一・片山　義敬
   森　　裕展・榊田喜三郎
  公立南丹病院内科
   梶田　芳弘
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18． 股関節における軟骨ならびに周囲組織の分化機能の発
現について

  大阪市立大学整形外科
   油谷　安孝・宮内　　晃・喜多　義将
   浅田　莞爾・島津　　晃
  大阪大学歯学部生化学教室
   滝川　正春・鈴木不二男
  関西医科大学第一生理学教室
   大森浩一郎
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第238回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年４月23日　午後２時30分
当 番 幹 事：近畿大学医学部整形外科教室　田中　清介
会　　　場：住友ビル　11階

１． Extra-abdominal desmoid の１例
  近畿大学整形外科
   三浦　光也・北本　克則・山崎　晴彦
   喜多　　寛・梁瀬　義章・田中　清介

２． 最近経験した頸髄砂時計腫の１例
  関西医科大学整形外科
   日下部育男・小川　亮惠・森　　良樹
   田中　純一・二宮　俊憲・堀田　武志
  関西医科大学中検病理
   泉　　春暁

３． 放射線照射後に橈骨骨肉腫を発生した massive 
osteolysis（hemangiomatosis）の１例

  京都大学整形外科
   中井　一成・奥村　秀雄・鹿江　　寛
   上羽　康夫・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

４． 染色体異常を伴った Holt-Oram 症候群の１例
  大阪市立大学整形外科
   姜　　宗三・楠　　正敬・香月　憲一
   姜　　秀宗・島津　　晃

５． 頸椎後縦靱帯骨化症を合併した術後性副甲状腺機能低
下症の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   中本耕一郎・吉田　宗人・川上　　守
   松浦　伸一・上好　昭孝・玉置　哲也

６． 急性化膿性腸腰筋炎の１例
  大阪医科大学整形外科
   梁　　裕昭・森下　　忍・宮地　芳樹
   小野村敏信

７． 距舟関節脱臼骨折と誤った足根骨結核の１例
  滋賀医科大学整形外科
   小堀　肇彦・福田　眞輔・葦原　　滋
   大井　憲二・藤田　資文・今中　　徹
   諸賀巳喜夫・畑　　正樹

８． 中手骨，足指基節骨および脛骨に病巣を有し，多発性
骨結核症と診断された１例

  京都第二赤十字病院整形外科
   逸見総一郎
  京都府立医科大学整形外科
   山下　文治・楠崎　克之　榊田喜三郎

９． 腎移植後に合併した抗酸菌性滑膜炎による屈筋腱断裂
の１例

  大阪大学整形外科
   中川　滋人・正富　　隆・政田　和洋
   小野　啓郎

10． 腎透析患者に発生した大腿四頭筋断裂の２例
  健康保険滋賀病院整形外科
   田中　富弥・東　　吉明・松本豊一郎
  済生会泉尾病院整形外科
   高　　英卓

11． 橈骨神経深枝麻痺の１治験例
  兵庫医科大学整形外科
   柳田　博美・田中　寿一・美崎　　晋
   中野　利彦・山下　仁司・根来　秀明
   中野　謙吾
  陸上自衛隊阪神地区病院整形外科
   小田　孝明・土屋　武彦・水野　　謙

12． 両側スミス骨折の１例
  神戸大学整形外科
   阿部　修治・橋本　　淳・加東　　武
   水野　耕作・廣畑　和志

13． 仙骨骨折による坐骨神経痛の１症例
  京都市立病院整形外科
   名倉　良一・若林　　詔・吉田　成仁
   大辻　孝昭・田口　保志・吉田　正弘
   小池　和広・森　　英吾

14． 両側腓骨に引き続き右大腿骨にも疲労骨折を生じた１
例

  天理病院整形外科
   安田　　義・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・安田　　厚・村上　仁志
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第239回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年５月28日　午後２時30分
当 番 幹 事：滋賀医科大学整形外科教室　福田　眞輔
会　　　場：住友ビル　11階

１． 前腕のリンパ浮腫を伴った RA の１例
  滋賀医科大学整形外科
   今中　　徹・西岡　淳一・松田　孝士
   村上　元庸・藤田　資文・井上　康二
   福田　眞輔

２． 肩及び肘関節炎を生じた Sweet 症候群（急性熱性好
中球皮膚症 Acute febrile neutrophilic dermatosis）の
１例

  市立堺病院整形外科
   岸本　成人・三谷　英夫・亀田　浩司
   遠田　秀起・本郷　一郎

３． 大転子結核の１例
  松阪中央病院整形外科
   吉川　隆章・浅野　正文・森下　　亨
   桝田　義英・藤田　　烈
  奈良県立医科大学整形外科
   増原　建二

４． 著名な関節破壊を来たし RA を合併したと思われる 
PSS の１例

  兵庫医科大学整形外科
   辻　　　寿・立石　博臣・楊　　鴻生
   丸岡　　隆・麩谷　博之・森田　宗志
   中野　謙吾

５． 両膝全人工関節置換術を行ったアルカプトン尿症性膝
関節症の１例

  神戸大学整形外科
   板倉　良友・川井　和夫・陳　　隆明
   高橋　信男・黒坂　昌弘・廣畑　和志

６． MRI が有用であった大腿骨顆部骨壊死の１例
  大阪医科大学整形外科
   濱本　　浩・岸本　郁男・森下　　忍
   森田　純弘・小野村敏信

７． 大腿骨骨幹部骨折に対する Brooker Wills 釘の使用経
験

  友紘会病院整形外科
   三木　正士・大島　正義・野々村　淳
   中野　晋吾・磯貝　隆幸

８． 第５中手手根関節脱臼骨折の１例
  近畿大学整形外科
   保脇　淳之・松村　文典・山崎　晴彦
   中野　彰夫・梁瀬　義章・田中　清介

９． 関節鏡視下半月板縫合術後に治癒を確認した半月板辺
縁損傷の１例

  大阪大学整形外科
   中川　滋人・史野　根生・井上　雅裕
   小野　啓郎

10． 仙骨部褥創に対する両側大腿筋皮弁術の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   小味　克己・大西　純二・桜井　　隆
   徳丸　　弘・東　　文造・大村　宗久
   細井　　憲・北野　継弐・岩瀬　六郎
   荻野　　洋

11． 頸椎黄色靱帯石灰化症の１手術例
  京都府立医科大学整形外科
   川原林顕昌・長谷　　斉・景山　直人
   茶谷　賢一・榊田喜三郎

12． 再発性頸髄砂時計腫の１例
  京都大学整形外科
   小林　雅彦・四方　實彦・清水　克時
   小野　講三・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

13． 当初診断に難渋した馬尾神経腫瘍の１例
  神戸労災病院整形外科
   久保　仁志・栗原　　章・山崎　京子
   田中　　康・津村　暢宏・岩崎　安伸
   岡部　　聡・澤村　　悟

14． 硬膜背側に脱出した腰椎々間板ヘルニアの１例
  関西医科大学整形外科
   田辺　隆敏・小川　亮惠・森　　良樹
   藤本　　聡・田中　純一・二宮　俊憲

15． 仙骨骨折による坐骨神経痛の１症例
  京都市立病院整形外科
   名倉　良一・若林　　詔・吉田　成仁
   大辻　孝昭・田口　保志・吉田　正弘
   小池　和広・森　　英吾

16． 乳幼児期にみられた脊椎炎の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   橋本　吉弘・浜崎　広洋・寺尾　賢秀
   吉田　宗人・川上　　守・岩橋　俊幸
   夏見　和完・星野　　潤・大浦　晴夫
   玉置　哲也
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第240回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年６月18日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪大学医学部整形外科教室　小野　啓郎
会　　　場：住友ビル　11階

１． 足関節内側型離断性骨軟骨炎の２例
  大阪大学整形外科
   中村　宣雄・多賀　一郎・清水　信幸
   廣島　和夫・小野　啓郎
  多根病院整形外科
   中矢　正光
  東大阪市立病院整形外科
   梅垣　修三・田中　康仁

２． 高度の尖足拘縮をきたした Charcot-Marie-Tooth 病の
１例

  京都大学整形外科
   高橋　　真・岩崎　廉平・高木　治樹
   杉田　　光・山室　隆夫

３． 舟状骨無腐性壊死の１例
  大阪医科大学整形外科
   神原　清人・土肥　恒夫・阿部　宗昭
   木下　光雄・土居　宗算・小野村敏信

４． 新しい遊離皮弁の経験
  石川島播磨病院整形外科
   姜　　寿学
  筑波大学形成外科
   光嶋　　勲

５． Spondyloepiphyseal dysplasia に伴った股関節症の同
胞例

  近畿大学整形外科
   松村　文典・北本　克則・保脇　淳之
   富原　光雄・梁瀬　義章・田中　清介

６． 頸椎椎間板ヘルニアを合併し診断に難渋した上肢 
Buerger 病の１例

  滋賀医科大学整形外科
   小宮　靖弘・西岡　淳一・村上　元庸
   井上　康二・福田　眞輔
  彦根中央病院整形外科
   山内　栄二
  大阪労災病院リウマチ科
   谷　　仁孝

７． 診断に難渋した胸椎部クモ膜憩室の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   大西　純二・小味　克己・桜井　　隆
   徳丸　　弘・東　　文造・大村　宗久
   細井　　憲・北野　継弐・岩瀬　六郎
   荻野　　洋
  大阪労災病院整形外科
   浜田　茂幸

８． 腹部大動脈瘤に伴った椎間板炎と思われた１症例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   村上　仁志・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・安田　　厚・中山　富貴
  天理よろづ相談所病院心臓血管外科
   楠原　健嗣

９． 脊髄症を呈した頸椎黄靱帯石灰化症の２手術例
  大阪労災病院整形外科
   松峯　昭彦・三岡　智規・天野　敬一
   土井　照夫
  沢井病院整形外科
   増田　宗義

10． 先天性梅毒の１例
  那智勝浦町立温泉病院整形外科
   森　　茂樹・豊山　広治・室田　靖輔

11． 膝窩部に巨大な腫瘤を形成した膝 Pigmented 
Villonodular Synovitis の１例

  京都府立医科大学整形外科
   田村　裕二・須津　富鵬・片山　義敬
   榊田喜三郎

12． Multiple Lipoma により腕神経叢麻痺をきたした１例
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   新庄　浩成・杉本　茂之・高井　信朗
   川上　　登
  京都府立医科大学整形外科
   斎藤　義郎

13． 有鉤骨に発生した孤立性骨囊腫の１例
  関西医科大学整形外科
   戸田　佳孝・小川　亮惠・西川　正治
   藤本　　聡・児島　　新・浦川　正人

14． 脛骨遠位骨端部に発生した osteoid osteoma の１例
  姫路赤十字病院整形外科
   藤田　　悟・増田　達之・目黒　雄治
   松下　誠司・細谷　　徹

15． 頸椎部椎間孔内神経鞘腫の１例
  国立呉病院整形外科
   原田　憲正・重野　陽一・石田　通暁
   福島　美歳
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本利美雄

16． 興味ある脊髄腫瘍の２例
  国立奈良病院整形外科
   稲田　有史・立松　昌隆・糸原　弘道
   村田　　茂・幅田　　孝

17． MRI が診断に有効であった脛骨 MFH の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   青木　雅昭・桜井　啓一・笠松　　望
   岩橋　俊幸・大浦　晴夫・玉置　哲也
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18． 指骨転移を生じた肺癌の１例
  榛原町立病院整形外科
   長岡　正人・奥田　寿夫・青木　　孝
   熊井　　司・村田　　茂
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進

19． 小児に発生した骨悪性リンパ腫の１例
  兵庫医科大学整形外科
   木下嚴太郎・前田　昌穂・高岩　　均
   柳田　博美・高村　　学・中野　謙吾
  兵庫医科大学第二病理
   西上　隆之・松岡　孝昌
  兵庫医科大学病院病理
   植松　邦夫
  兵庫医科大学小児科
   井上貴美子・杉原加寿子・和田　博義
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第241回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年７月16日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都大学医学部整形外科教室　山室　隆夫
会　　　場：住友ビル　11階

１． 上腕骨小頭骨折の整復固定について
  京都府立医科大学整形外科
   一色　哲志・藤田　隆生・榊田喜三郎

２． 手根管症候を呈した手根骨脱臼骨折の１例
  関西医科大学整形外科
   浦川　正人・小川　亮惠・西川　正治
   菅野　　博・児島　　新・戸田　佳孝
   宮島　茂夫

３． 神経内血管腫による手根管症候群の１例
  大阪府済生会茨木病院整形外科
   岡本　雅雄・安永　　博・松居　孝一
   速水　英夫・有原　康次
  大阪医科大学整形外科
   土肥　恒夫

４． 肩甲軌音症の１治験例
  岸和田市民病院整形外科
   加藤　勇司・飯田　寛和・百名　克文
   笹井　邦彦

５． 胸鎖関節後方脱臼の１治験例
  関西医科大学洛西ニュータウン病院整形外科
   飯田　洋介・堀田　　衛
  岸和田市民病院整形外科
   飯田　寛和・百名　克文・加藤　勇司
   笹井　邦彦

６． 鎖骨骨折を伴った両側胸鎖関節脱臼の１例
  近畿大学整形外科
   丹　　彰浩・貴島　浩二・菊池　　啓
   松倉　　登・宮原　光雄・梁瀬　義章
   田中　清介

７． ６歳男児に発生した両大腿骨頭辷り症の１例
  阪南中央病院整形外科
   大谷　卓弘・広田　茂明・墳本　敏彦
  大阪大学整形外科
   広島　和夫

８． 腹部腫瘤が誘因となった THR 後肺血栓塞栓症の１例
  大阪大学整形外科
   山崎　勇二・斎藤　正伸・大園　健二
   増原　建作・清水　信幸・高岡　邦夫
   小野　啓郎
  住友病院整形外科
   西塔　　進

９． 上肢の運動麻痺と Honer 症候群をきたした帯状疱疹
の１例

  滋賀医科大学整形外科
   金　祐一郎・松本　圭司・小宮　靖弘
   斎藤　　潤・福田　眞輔

10． Ellis-van Creveld 病　̶高度外反膝変形に対する 
TKR

  京都大学整形外科
   秋山　治彦・岩崎　廉平・高木　治樹
   石井　真介・上尾　豊二・山室　隆夫

11． 腰椎椎間板ヘルニア摘出術後経過中に生じた下関節突
起骨折

  神戸大学整形外科
   辻本　和雄・原田　義昭・島崎　和久
   廣畑　和志

12． 遠位型頸椎症性筋萎縮症の１手術例
  兵庫医科大学整形外科
   前田　　章・圓尾　宗司・松本　　学
   谷口　　睦・前田　智雄・小林　紀郎
   青木　康夫・中野　謙吾

13． 骨粗鬆症圧迫骨折後の下肢麻痺に CDI を用いた１例
  荻原整形外科病院
   寺沢　栄一・庄司　公平・荻原　一輝
  三島救命救急センター
   山本　　定

14． 外傷性腸腰筋血腫による大腿神経麻痺の二例
  八幡中央病院整形外科
   真鍋克次郎
  静岡県立総合病院整形外科
   武田　信已
  京都市立病院整形外科
   吉田　成人・森　　英吾

15． 両側第１肋骨骨折の１例
  宝塚市立病院整形外科
   別所　康生・桜井　　修・和田　剛正
   大塚　誠治・山本　勝彦

16． 未治療低リン血症性ビタミン D 抵抗性くる病に合併
した脊柱靱帯骨化症の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   松浦　伸一・玉置　哲也・上好　昭孝
   浜崎　広洋・吉田　宗人・夏見　和完

17． 偽性血小板減少症を合併した慢性関節リウマチの１例
  国立白浜温泉病院整形外科
   宮本　　洋・藤原　邦高・膳　　棟造
   西野　　稔
  阪和泉北病院
   冨士　正夫

18． 明らかな炎症所見がなく診断に難渋した小児踵骨々髄
炎の１例

  公立宍粟郡民病院整形外科
   西山　茂敏・井口　哲弘・小林　　勝
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第242回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年９月17日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪市立大学医学部整形外科教室
　　　　　　島津　　晃
会　　　場：住友ビル　11階

１． Rubinstein-Taybi 症候群の１例
  大阪市立大学整形外科
   安田　匡孝・楠　　正敬・中本　俊毅
   香月　憲一・島津　　晃

２． 手舟状骨単独脱臼の一経験
  阪本蒼生会蒼生病院整形外科
   阪本　弘彦・田村　　功・茂松　茂人

３． 小児に発生した筋肉内脂肪腫の１例
  泉大津市立病院整形外科
   丸岡　　顕・平井三千夫

４． 第１趾 MP 関節に生じた Synovial osteochondromato-
sis の１例

  大阪医科大学整形外科
   加藤　　洋・小野村敏信・阿部　宗昭
   木下　光雄・岩井　宏次

５． 腫瘍塞栓を伴った腸骨軟骨肉腫の１例
  大阪大学整形外科
   墳本　敏彦・藤田　　悟・上田　孝文
   吉川　秀樹・内田　淳正・小野　啓郎

６． 足関節部に発生した悪性血管外皮腫の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   大浦　晴夫・青木　雅昭・笠松　　望
   桜井　啓一・楠本　幸弘・玉置　哲也

７． Periosteal Osteosarcoma の１例
  滋賀医科大学整形外科
   森　　孝憲・松本　圭司・斎藤　　潤
   村上　元庸・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊
  泉類整形外科
   泉類　博明

８． Surface Osteosarcoma の２例
  京都大学整形外科
   新井　達也・岩崎　廉平・高木　治樹
   笠原　勝幸・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   樋口佳代子

９． 極めて稀な手指皮下腫瘤型サルコイドーシスの１例
  兵庫医科大学整形外科
   福西　成男・田中　寿一・美崎　　晋
   中野　利彦・中野　啓三・中野　謙吾
  兵庫医科大学第３内科
   土田　哲雄

10． 腫瘤型筋サルコイドーシスの１症例
  近畿大学整形外科
   貴島　浩二・富原　光雄・山崎　晴彦
   神谷　正人・梁瀬　義章・田中　清介
  大阪府立病院内科
   立花　暉夫

11． 術後偽膜性大腸炎をきたした２例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   安田　　厚・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・村上　仁志・中山　富貴

12． Schanz 骨切り術後に LORD 型全人工股関節置換術を
施行した１例

  京都府立医科大学整形外科
   清水　長司・久保　俊一・堀井　基行
   榊田喜三郎

13． Fanconi 症候群に伴った両側大腿骨頸部疲労骨折の１
例

  市立豊中病院整形外科
   夫　　俊彦・鼓　　敏光・三村　和博
   浅井　達郎・前中　孝文
  市立豊中病院中央検査科
   花田　正人
  国立白浜温泉病院整形外科
   辻林　啓幸
  大阪大学第２内科
   平野　賢一

14． 外傷後高度の手指屈曲拘縮をきたした１例
  関西医科大学整形外科
   中村　誠也・小川　亮惠・西川　正治
   菅野　　博・児島　　新・川北　浩史
   田辺　隆敏

15． 足根管症候群と足関節の運動制限を伴った踵骨骨性隆
起の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   秋山　晃一・高倉　義典・三井　宣夫
   宮内　義純・杉本　和也・大月　秀昭
   増原　建二

16． 膝窩部囊腫と Fabella の圧迫による腓骨神経麻痺の１
症例

  関西医科大学附属香里病院整形外科
   松木　　宏・濱田　　彰・浅田　雄一
   坂井田　稔・藤本　啓治
  関西医科大学整形外科
   名村　臣夫

17． RA に合併した Morton 病の１症例
  奈良県立医科大学整形外科
   中川　庸治・玉井　　進・水木　　茂
   黄　　文欽・金沢あつ子・高倉　義典
   増原　建二
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18． ９年間放置された肘関節脱臼に発生した遅発性尺骨神
経麻痺の１例

  神戸大学整形外科
   尾崎　昭洋・裏辻　雅章・水野　耕作
   廣畑　和志

19． Aberrant lumbrical muscle による手根管症候群の１
例

  松下記念病院整形外科
   湯浅　勝則・奥田　良樹・浅井　　浩
   森戸　俊典・吉岡　慎二
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第243回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年10月22日　午後２時30分
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科教室　榊田喜三郎
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． Calcinosis universalis の２例の検討
  京都府立医科大学整形外科
   澤田　恒平・日下　義章・山下　文治
   榊田喜三郎
  宇治病院整形外科
   藤井　博之・西岡　真人
  健康保険鞍馬口病院整形外科
   下野　広俊

２． Methotrexate が著効を奏した Multicentric Reticulo-
histiocytosis の１例

  大阪大学整形外科
   中村　憲正・政田　和洋・木村　友厚
   大脇　　肇・脇谷　滋之・越智　隆弘
   小野　啓郎

３． 多発性骨壊死を合併した強皮症の１例
  兵庫医科大学整形外科
   夫　　徳秀・立石　博臣・塩田　　誠
   楊　　鴻生・丸岡　　隆・辻　　　寿
   中野　謙吾

４． 慢性関節リウマチに伴った Trigger wrist の１例
  近畿大学整形外科
   中村　　孝・喜多　　寛・梁瀬　義章
   山崎　晴彦・野中　藤吾・葭井　健男
   田中　清介

５． 特発性汎下垂体機能低下症に伴った大腿骨頭辷り症の
１例

  滋賀医科大学整形外科
   本城　　昌・大井　憲二・福田　眞輔
   葦原　　滋
  近江八幡市民病院整形外科
   今中　　徹
  田中整形外科
   田中　武夫
  滋賀医科大学小児科
   大矢　紀昭・戸祭　由子・山本　　尚

６． 長腓骨筋に発生したガングリオンの１例
  関西医科大学整形外科
   中島　　哲・小川　亮惠・西川　正治
   中川　琢麿・川北　浩史・山口　俊哉

７． 足背部に発生するガングリオンについて　̶その文献
的考察を中心に̶

  神戸大学整形外科
   石川　徹也・臼井　康雄・松原　　司
   鵜飼　和浩・水野　耕作・廣畑　和志

８． 高校陸上競技部のチームドクターの小経験よりの一考
察

  大阪市立大学整形外科
   辻　　貴史・大久保　衛・上野　憲司
   島津　　晃

９． 糖尿病性壊疽の治療成績
  大阪府立病院整形外科
   平山　直樹・中井　　毅・石山　照二
   細野　　昇・山下　和夫・久保　雅敬
   冨士　武史・濱田　秀樹

10． 足関節骨折後に発症した Rhabdomyolysi の１例
  八尾市立病院整形外科
   綿谷　勝博・右近　良治・林原　　卓
   中田　　研
  八尾市立病院内科
   高野　真美・中林　才治

11． 鎖骨下動脈損傷に続発した腕神経叢麻痺の１例
  平井病院整形外科
   木佐貫　修・玉井　　昭
  奈良県立医科大学整形外科
   水本　　茂・尾崎　二郎・玉井　　進

12． 胸髄髄内脂肪腫の１例
  京都大学整形外科
   木本　光俊・四方　實彦・清水　克時
   松末　吉隆・清水　和也・山室　隆夫
  京都大学脳神経外科
   森竹　浩三
  京都大学中検病理
   豊國　伸也・山辺　博彦

13． 腰椎椎間板ヘルニア様症状を呈した Falx meningioma 
の１例

  国保日高総合病院整形外科
   西田　仁丸・穴原　克宏・森本　高史
  国保日高総合病院脳神経外科
   森脇　　宏
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　哲也

14． 脊髄硬膜外膿瘍の１例
  市立豊中病院整形外科
   浅井　達郎・皷　　敏光・三村　和博
   夫　　俊彦・前中　孝之
  国立白浜温泉病院整形外科
   辻林　啓幸

15． 馬尾神経に発生した Epidermoid cyst の１例
  松阪中央総合病院整形外科
   藤田　　烈・高岡　孝典・吉川　隆章
   桝田　義英・森下　　亨・浅野　正文
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第244回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年11月19日　午後２時30分
当 番 幹 事：奈良県立医科大学整形外科教室　増原　建二
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． 足関節外側靱帯損傷に踵骨前方突起骨折を合併した２
例

  奈良県立医科大学整形外科
   大月　秀昭・高倉　義典・杉本　和也
   青木　　孝・秋山　晃一・増原　建二

２． 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー症に対する肩甲胸郭
固定の経験

  大阪医科大学整形外科
   成山　雅昭・小林　一朗・土居　宗算
   阿部　宗昭・小野村敏信

３． 手部の腱鞘巨細胞腫について
  関西医科大学整形外科
   山口　康二・小川　亮惠・西川　正治
   名村　臣夫・岩本　斗伸

４． 手指に著名な変形をきたした多発性外骨腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   北浦　俊哉・勝見　泰和・中村紳一郎
   平澤　泰介・榊田喜三郎

５． 四肢末梢の転移性骨腫瘍
  大阪府立成人病センター整形外科
   山崎　勇二・青木　康彰・能勢　和政
   織戸　弘行・小松原良雄
  大阪鉄道病院整形外科
   山岡　　淳

６． 長管骨に発生した好酸性肉芽腫の２例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   村上　仁志・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・安田　　厚・中山　富貴

７． 背部に発生した巨大囊胞の１例
  神戸大学整形外科
   芝　　昌彦・一山　茂樹・臼井　康雄
   水野　耕作　廣畑　和志
  兵庫県立成人病センター
   鵜飼　和浩
  灘金沢病院
   池田　正則

８． 第７胸椎に発生した骨巨細胞腫の１例
  大阪市立大学整形外科
   坂和　　明・松田　英雄・中田　信昭
   柳井　尚浩・乗上　　啓・宮内　　晃
   石田　俊武・島津　　晃
  城北市民病院整形外科
   広瀬　　保

９． 腱黄色腫症に合併した多発性脊髄腫瘍の１例
  滋賀医科大学整形外科
   樽本　　龍・石澤　命仁・大井　憲二
   松本　圭司・緒方　正雄・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊
  滋賀医科大学第３内科
   原田　直樹
  滋賀医科大学皮膚科
   田中　荘一・早川　広樹

10． 脊柱管内 Epidermoid cyst の２例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   桜井　　隆・阿部　邦美・小味　克己
   徳丸　　弘・宮本　　洋・永野　重郎
   東　　文造・大村　宗久・北野　継弐
   荻野　　洋

11． 脊髄硬膜外血腫の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   松本　朋子・浜崎　広洋・寺尾　賢秀
   吉田　宗人・川上　　守・岩崎　俊幸
   夏見　和完・橋本　吉弘・玉置　哲也

12． 脊柱後弯変形に対し transpedicular screw system を使
用した Achondroplasia の１例

  京都府立医科大学整形外科
   北條　達也・景山　直人・榊田喜三郎
   長谷　　斉・茶谷　賢一

13． Polyostotic fibrous dysplasia に合併した後側弯変形の
１例

  京都大学整形外科
   秋山　治彦・四方　實彦・清水　和也
   清水　克時・石井　真介・山室　隆夫

14． Cord tethering により足変形が悪化した二分脊椎の１
例

  大阪大学整形外科
   中瀬　尚長・清水　信幸・多賀　一郎
   廣島　和夫・小野　啓郎

15． 大腿骨骨折後，脂肪塞栓症候群となった２症例
  奈良救命救急センター
   石田　仁志・島岡　宏行・植田　康夫
   青山　信房・土井　康司

16． 股関節に発生した軟骨腫症と骨軟骨腫症の２症例
  市立豊中病院整形外科
   前中　孝文・皷　　敏光・三村　和博
   浅井　達郎・夫　　俊彦
  市立豊中病院中央検査科
   花田　正人

17． 下部食道，噴門側胃切除後，比較的早期に発症した骨
軟化症の１例

  兵庫医科大学整形外科
   横山　　浩・中野　啓三・楊　　鴻生
   辻　　　寿・立石　博臣・中野　謙吾



- 285 -

18． 小児脛骨に発生した非定型抗酸菌症を疑った１例
  近畿大学整形外科
   野中　藤吾・三浦　光也・葭井　健夫
   喜多　　寛・梁瀬　義章・田中　清介

19． 腓骨頭外骨腫により腓骨神経麻痺をきたした１症例
  八尾市立病院整形外科
   林原　　卓・右近　良治・綿谷　勝博
   中田　　研
  川西市民病院整形外科
   岸本　成人

20． Generalized Joint Laxity と 距 骨 下 関 節 の Hyper-
mobility について

  大阪労災病院整形外科
   井上　芳則・浜田　茂幸・天野　敬一
   土井　照夫

21． 母趾種子骨の無腐性壊死の１例
  共和病院整形外科
   猿橋　康雄・添田　晴雄
  草津中央病院整形外科
   森本　　茂
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第245回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：昭和63年12月17日　午後２時30分
当 番 幹 事：大阪医科大学整形外科教室　小野村敏信
会　　　場：住友ビル　11階

１． 長期透析患者に発生した Destructive Spondyloarthro-
pathy の１例

  兵庫医科大学整形外科
   青木　康夫・圓尾　宗司・松本　　学
   前田　　章・福井　康二・波多野　希
   楊　　鴻生・辻　　　寿・中野　謙吾

２． 頸部外傷後遅発性に両下肢麻痺を生じた１例
  関西医科大学整形外科
   菅　　俊光・小川　亮惠・森　　良樹
   児島　　新・徳永　裕彦・岩本　斗伸
   中村　誠也

３． 局所性後弯により胸髄不全麻痺をきたした１例
  奈良県立医科大学整形外科
   亀田　光二・植田百合人・西山　茂晴
   増原　建二
  奈良県心身障害者リハビリセンター
   岩崎　洋明
  松阪中央病院
   浅野　正文

４． 腰部脊髄硬膜外膿瘍の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   桝田　研一・浜崎　広洋・寺尾　賢秀
   吉田　宗人・川上　　守・岩橋　俊幸
   夏見　和完・青木　雅昭・林　　信宏
   中本耕一郎・玉置　哲也

５． 靱帯骨化と骨腫との鑑別が困難であった環椎骨腫瘤の
１例

  滋賀医科大学整形外科
   柿本　明博・大井　憲二・松田　孝士
   本城　　昌・松本　圭司・緒方　正雄
   福田　眞輔

６． 胸部脊椎管内に発生した Cavernous Hemangioma の
１例

  大阪大学整形外科
   中　　紀文・藤原　桂樹・米延　策雄
   江原　宗平・小野　啓郎

７． 弾性線維腫の１例
  多根病院整形外科
   白木　隆士・藤田　秀隆・山崎　敏之
   中矢　正光

８． 大腿伸筋群と屈筋群の等速性筋力測定評価の比較につ
いて

  京都府立医科大学整形外科
   滝本　欣暢・常岡　秀行・須津　富鵬
   山下　文治・榊田喜三郎
  京都教育大学体育学科
   山際　哲夫

９． 右膝脛骨内顆骨壊死に骨折を合併した１症例
  神戸大学整形外科
   西川　哲夫・木村　真二・黒坂　昌弘
   川井　和夫・廣畑　和志

10． Dacron を用いた烏口鎖骨靱帯再建術後，鎖骨骨折を
来した１症例

  大阪労災病院整形外科
   竹中　稔幸・西上　茂樹・広瀬　一史
   天野　敬一・土井　照夫

11． 肩 MRI の検討
  多根病院整形外科
   藤田　秀隆・白木　隆士・山崎　敏之
   中矢　正光

12． 肩峰下滑液包側にも病変が認められた腱板深層不全断
裂の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   平井　利幸・尾崎　二郎・増原　建二
  国立奈良病院整形外科
   桜井　悟良

13． 肩関節の Osteochondromatosis の１治療経験
  京都大学整形外科
   西原　秀紀・西島　直城・瀬戸　洋一
   戸口田淳也・岩崎　廉平・山室　隆夫

14． 稀な小指 MP 関節背側脱臼の１例
  阪本蒼生会蒼生病院整形外科
   田村　　功・茂松　茂人・阪本　弘彦

15． 結核性の腱鞘炎と手関節炎を伴った慢性関節リウマチ
の１例

  近畿大学整形外科
   川端　　力・森本　周平・広藤　栄一
   田中　清介

16． Pisiform Hamate Fusion の１例
  市立川西病院整形外科
   村井　正和・辻井　　潔・小亀　正春
   岸本　成人・日高　康博

17． 先天性総指伸筋発育不全の１例
  大阪医科大学整形外科
   南　　龍也・阿部　宗昭・木下　光雄
   土肥　恒夫・土居　宗算・加藤　　洋
   小野村敏信

18． 足根骨癒合症にガングリオンを伴った足根管症候群の
１症例

  厚生連松阪中央総合病院整形外科
   高岡　孝典・藤田　　烈・桝田　義英
   森下　　亨・浅野　正文
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19． 下 腿 deep posterior compartment 筋 群 に 生 じ た 
Volkmann 拘縮の１例

  東長原病院整形外科
   土手友太郎・森川　潤一・大坂　芳明
   中島　幹雄
  大阪医科大学整形外科
   木下　光雄
  今井整形外科
   今井　　秀
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第246回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年１月21日　午後２時30分
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科教室　廣畑　和志
会　　　場：住友ビル　11階

１． 腕尺関節癒合を示した pterygium cubitale の１例
  大阪大学整形外科
   冨田　哲也・正富　　隆・政田　和洋
   小野　啓郎

２． Holt Oram Syndrome と思われる１症例
  近畿大学整形外科
   近藤　了嗣・貴島　浩二・中野　彰夫
   保脇　淳之・松倉　　登・梁瀬　義幸
   田中　清介

３． 橈側列形成不全に合併して手舟状骨壊死をきたした１
症例

  大阪労災病院整形外科
   松谷　常弘・松峯　昭彦・露口　雄一
   土井　照夫

４． 最近経験した心因性の歩行障害例について
  関西医科大学整形外科
   大成　浩征・小川　亮惠・森　　良樹
   岩本　斗伸・中島　　哲

５． 左下肢運動麻痺にて発症した傍矢状洞髄膜腫の１例
  天理病院整形外科
   中山　富貴・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・安田　　厚・村上　仁志

６． 妊娠経過中に高度の骨粗鬆症と脊髄横断麻痺を合併し
た Cushing 症候群の１例

  神戸海星病院整形外科
   板倉　良友・平中　崇文・西川　光博
   渡辺　秀雄
  神戸大学整形外科
   廣畑　和志

７． Salmonella typhi による右大腿骨髄炎の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   生田　進一・萩野　哲也・後藤　義人
   三井　俊博・竹内　一喜・藤田　久夫

８． 足関節炎を伴った距骨 Osteoid osteoma と思われる１
例

  神戸大学整形外科
   冨岡　正雄・川井　和夫・山本　哲司
   水野　耕作・廣畑　和志

９． 手掌部に発生した多発性神経鞘腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   中西　源和・中村紳一郎・勝見　泰和
   平澤　泰介・榊田喜三郎

10． 膝蓋骨に発生した骨巨細胞腫の１例
  大阪府立病院整形外科
   石山　照二・広田　茂明・中井　　毅
   平山　直樹・山下　和久・久保　雅敬
   冨士　武司・濱田　秀樹

11． 筋肉内に転移をきたした epithelioid sarcoma の１例
  京都大学整形外科
   元津　雅彦・高木　治樹・岩崎　廉平
   笠原　勝幸・西島　直城・琴浦　良彦
   山室　隆夫

12． 大腿骨内顆部腫瘤を呈したメニスクスガングリオンの
１例

  兵庫県立西宮病院整形外科
   向井　　宏・島崎　和久・武尾　良己
  兵庫県立西宮病院病理
   興梠　　隆

13． 手舟状骨の囊腫様病変に手術を行った２例
  愛染橋病院整形外科
   中岡　則和・田中　治和

14． 基節骨変形をきたした小指 epidermoid cyst の１例
  三菱神戸病院整形外科
   桜井　敦志・益子　秀久・橋本　　靖

15． 大腿静脈合併損傷により亜急性に虚血症状を呈し下腿
壊死に陥りかけた１例について

  祐生会みどりヶ丘病院整形外科
   康原　正弘・河野　誠三・柏木　政哉
   甲斐　敏晴・柏木喜美子・浪江　和生

16． 骨盤骨折に合併した上殿動脈外傷性偽性動脈瘤の１症
例

  京都第二赤十字病院整形外科
   逸見聡一郎・岡田　　皖・日下部虎夫
   万波　健二・大樋　信之・竹下　秀之
   盛房　周平・寺脇　　稔・志賀　俊樹

17． 軟部腫瘍を疑わせた巨大な大腿骨骨膜下血腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   守田　康司・中村紳一郎・勝見　泰和
   榊田喜三郎

18． 膝靱帯損傷を伴った膝蓋靱帯皮下断裂の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   小島　博嗣・上好　昭孝・木浦　賀文
   佐々木俊二・小椋　廣次・船岡　信彦
   栗本　公博・角谷　英樹・玉置　哲也

19． RA 患者に発生した大腿骨頸部 spontaneous fracture 
の２症例

  滋賀医科大学整形外科
   喜多　貞夫・勝浦　章知・柿本　明博
   森　　孝憲・樽本　　龍・仲谷　吉記
   西岡　淳一・福田　眞輔
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20． 稀な骨折型を示し，非観血的整復が困難であった第６
頸椎脱臼骨折の１例

  大阪医科大学整形外科
   小田　幸作・渡辺　秀男・宮地　芳樹
   田中真一郎・小林　一朗・井上　　隆
   小野村敏信
  東和会病院
   白井　久也・飯田　　稔

21． 後骨間神経が橈骨頭の整復障害因子となった 
Monteggia lesion の１例

  松下記念病院整形外科
   湯浅　勝則・奥田　良樹・浅井　　浩
   森戸　俊典・吉岡　慎二

22． 観血的整復を要した第１趾指節間関節背側脱臼の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   安田　　義・田村　　清・大寺　和満
   高矢　康幸・池田　　登・藤原　正利
   長谷川良一・藤尾　圭司・谷沢　　紳
   早川　健司

23． Von Recklinghausen 病 に 合 併 し た Malignant 
Schwannoma の１例

  兵庫医科大学整形外科
   福岡　　衛・山田　　博・木下厳太郎
   岩田　康男・高岩　　均・前田　昌穂
   立石　博臣・中野　謙吾
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第247回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年２月18日　午後２時30分
当 番 幹 事：関西医科大学整形外科教室　小川　亮惠
会　　　場：住友ビル　11階

１． 下位腰神経根刺激症状を呈した第一腰椎後方すべり症
の２例

  関西医科大学整形外科
   坂本美也子・名村　臣夫・西川　正治
   森　　良樹・西村　秀樹・小川　亮惠

２． 神経内血管腫の１例
  神戸大学整形外科
   木村　琢也・山本　哲司・臼井　康雄
   水野　耕作・廣畑　和志

３． 中手骨に発生した骨肉腫の１例
  大阪府立病院整形外科
   中井　　毅・広田　茂明・平山　直樹
   石山　照二・山下　和夫・久保　雅敬
   冨士　武史・濱田　秀樹

４． 慢性化膿性骨髄炎に続発した扁平上皮癌の２例
  市立西脇病院整形外科
   菊本喜代司・福島　充也・園田　万史

５． 乳児の鎖骨骨髄炎の１例
  国立京都病院整形外科
   小林　雅彦・石田　勝正・藤田　十佐
   水谷　正巳・大谷　　碧
  国立京都病院小児科
   西角　　淳

６． 軽微な外傷によって生じた第一，第二楔状骨間離開の
１例

  京都府立医科大学整形外科
   千保　一幸・原　　浩史・榊田喜三郎
   山下　文治・常岡　秀行

７． 後方へ転位した距骨滑車後内側部骨折の１例
  公立宍粟郡民病院整形外科
   丸井　　隆・井口　哲弘・西山　茂敏
   野田　光昭・小林　　勝
  神戸大学整形外科
   廣畑　和志

８． 鎖骨骨折に対する経皮ピンニング法（安永法）の検討
  北摂病院整形外科
   吉田悌三郎・小林　一朗・磯貝　隆幸
   栁農　浩右・安川　　剛

９． 脛骨遠位部 Triplane Fracture ４例の治療経験
  三菱神戸病院整形外科
   芝　　昌彦・益子　秀久・橋本　　靖
  灘金沢病院
   池田　正則・佐藤　啓三
  神戸大学整形外科
   松原　　司・水野　耕作

10． ベートマン人工骨頭置換術後，ベアリング・インサー
トの破損により脱臼をきたした１症例

  京都市立病院整形外科
   小池　和広・若林　　詔・吉田　成仁
   田口　保志・大辻　孝昭・岡田　　温
   高橋　　真・葛岡　達司
  久野病院
   久野　成人

11． 全人工股関節置換術後の脱臼症例の検討
  大阪労災病院整形外科
   乾　健太郎・頼　　　功・鍵山　博士
   松谷　常弘・山口　拓嗣・土井　照夫

12． ガス産生をともなった化膿性脊髄炎の１症例
  大津市民病院整形外科
   岩波　寿子・今江　道宜・村上　　剛
   小倉　　卓・南谷　哲司・藤戸　完典
  京都府立医科大学整形外科
   長谷　　斉・榊田喜三郎

13． 頸椎脊柱管拡大術後に右網膜中心動脈閉塞をきたした
１例

  大阪鉄道病院整形外科
   加川　明彦・横山　裕志・広岡　　淳
   大田　　寛

14． 脊髄 Glioblastoma の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   中河　庸治・西山　茂晴・植田百合夫
   三井　宣夫・玉井　　進

15． 第１肋骨～胸椎巨細胞腫の１例
  京都大学整形外科
   秋山　治彦・四方　實彦・清水　和也
   清水　克時・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   樋口佳代子

16． 膝関節の外反動揺を併発した前十字靱帯単独損傷の１
例

  大阪大学整形外科
   清水　広太・井上　雅裕・史野　根生
   小野　啓郎

17． 骨折を伴わない近位脛腓関節脱臼の１例
  湖北総合病院整形外科
   鎌田　圭司・黒川　正夫・金　　郁喆
   三浦　清司
  京都府立医科大学整形外科
   山下　文治・榊田喜三郎

18． 両側脛骨近位端骨端線損傷の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   角谷　英樹・上好　昭孝・木浦　賀文
   佐々木俊二・小椋　広次・星野　　潤
   栗本　公博・船岡　信彦・小島　博嗣
   玉置　哲也
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19． 初診時に右膝関節特発性骨壊死と診断され，高位脛骨
骨切り術を受けた神経障害性関節症患者の長期経過

  浩生会舞子台病院整形外科
   赤松　俊浩・荒堀弥須男・司馬　良一
  神戸大学整形外科
   廣畑　和志

20． 摘出骨片が完全な骨壊死所見を呈した分裂膝蓋骨の１
例

  滋賀医科大学整形外科
   喜多　貞夫・藤田　資文・葦原　　滋
   松本　圭司・福田　眞輔

21． 長期間放置されていた原発性上皮小体機能亢進症の１
例

  日生病院整形外科
   篠塚　宗徹・玉田　善雄・石川　博通
   正岡　　悟・奥野　宏道
  大阪市立大学整形外科
   柴田　和弥

22． 肘関節部ガングリオンによる橈骨神経深枝麻痺の１例
  近畿大学整形外科
   段　　秀和・野中　藤吾・山崎　晴彦
   中野　彰夫・保脇　淳之・梁瀬　義章
   田中　清介

23． 橈骨月状骨間関節固定術による１治経例
  兵庫医科大学整形外科
   寺脇　英二・田中　寿一・根来　秀明
   松本　　学・中野　利彦・美崎　　晋
   中野　謙吾
  小野市民病院整形外科
   横山　正博
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開催年月日：平成元年３月18日　午後２時
当 番 幹 事：和歌山県立医科大学整形外科教室
　　　　　　玉置　哲也
会　　　場：住友ビル　11階

１． 頸椎黄色靱帯石灰化症の２例
  京都市立病院整形外科
   葛岡　達司・若林　　詔・吉田　成仁
   大辻　孝昭・田口　保志・岡田　　温
   小池　和広・高橋　　真
  久野病院
   久野　成人

２． 小児大腿骨に発生した Osteoid Osteoma と思われる
一例　̶ Benign Osteoblastoma との鑑別̶

  京都大学整形外科
   杉田　　光・岩崎　廉平・笠原　勝幸
   琴浦　良彦・山室　隆夫

３． 術中輸血が原因と考えられた移植片対宿主反応
（GVHR）の一例

  和歌山県立医科大学整形外科
   林　　信宏・玉置　哲也・浜崎　広洋
   吉田　宗人・川上　　守・岩橋　俊幸
  和歌山県立医科大学第二病理学
   前田　博幸・斎藤　晃治

４． 頸部リンパ節生検後の副神経損傷の一治療経験
  西宮市立中央病院整形外科
   山本　隆文・中村　昌弘・古野　雅彦
   森　　茂樹・松盛　昭吾
  堀木整形外科
   堀木　　篤

５． Transpedicular screw system により完全な矯正位が得
られた成人腰椎側弯症の１例

  京都府立医科大学整形外科
   荒井　義之・景山　直人・長谷　　斉
   榊田喜三郎・茶谷　賢一・三上　靖夫
   藤岡　幹浩

６． 分離すべり椎間に発生した脱出ヘルニアの１例
  三木市民病院整形外科
   岩木　稔裕・橋本　　淳・佐藤　　進
   有田　親史

７． 硬膜内に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  関西医科大学整形外科
   宮島　茂夫・山本　　学・二宮　俊憲
   児島　　新・菅野　　博・西川　正治
   森　　良樹・小川　亮惠

８． 脊柱管内 ganglion cyst の１例
  兵庫県立柏原病院整形外科
   増田　真造・南　　久雄・田中　　康
   鈴木　里美

９． 第１胸椎に発生した動脈瘤様骨囊腫の１例
  近畿大学整形外科
   葭井　健男・段　　秀和・菊池　　啓
   富原　光雄・田中　清介

10． 両下肢麻痺を呈した胸椎グロームス腫瘍の一例
  国立神戸病院整形外科
   別所　康生・庄　　智矢・片岡　　治
  国立神戸病院病理部
   北沢　荘平
  神戸大学病院病理部
   岡田　　聡

11． 脊椎カリエスによる後弯変形に合併した胸髄髄内腫瘍
の１例

  大阪医科大学整形外科
   福井　浩一・小野村敏信・渡辺　秀男
   木下　光雄・宮地　芳樹
  大阪医科大学病理学教室
   前田　　環

12． 両下肢麻痺を呈した神経芽細胞腫（dumb-bell 型）の
一手術例

  兵庫医科大学整形外科
   張　　居適・松本　　学・福井　康二
   波多野　希・圓尾　宗司・中野　謙吾
  兵庫医科大学第一外科
   豊坂　昭弘

13． 手の外科領域におけるパワードステープルシステムの
使用経験

  大阪市立大学整形外科
   浦勇　武志・楠　　正敬・中本　俊毅
   香月　憲一・福嶋　賢三・島津　　晃

14． レスリング選手にみられた前方関節包に骨化を伴う習
慣性肩関節亜脱臼の１例

  神戸大学整形外科
   廣野　正邦・橋村　正隆・黒坂　昌弘
   水野　耕作・廣畑　和志

15． 肩甲骨烏口突起単独骨端線離開の１手術例
  榛原町立病院整形外科
   仲川　喜之・熊井　　司・青木　　孝
   国重　義文・奥田　寿夫
  奈良県立医科大学整形外科
   尾崎　二郎・玉井　　進

16． 大腿骨内顆部の osteochondral fracture に対するフィ
ブリン接着剤の使用経験

  宍粟郡民病院整形外科
   野田　光昭・小林　　勝・藤井　正憲
   石川　徹也・井口　晋司
  神戸大学整形外科
   井口　哲弘・丸井　　隆
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17． 足関節外側々副靱帯損傷を合併した外傷性腓骨筋腱脱
臼の１例

  天理市立病院整形外科
   三浦　修一・藤原　　博・面川　庄平
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典・玉井　　進

18． 距骨後突起骨折の一症例
  八尾徳州会病院整形外科
   藤本　啓治・長谷川　潔

19． 母趾基節骨近位部の疲労骨折の２例
  ㈶甲南病院整形外科
   藤岡　宏幸・宮崎　誠一・渡辺　康司
   木村　　浩

20． 骨端線を越えた brodie 骨膿瘍の１例
  大阪済生会野江病院整形外科
   矢形　義近・長嶋　哲夫・岩瀬　方人

21． 緩慢な経過をとった手舟状骨々髄炎の１例
  大和高田市立病院整形外科
   宮本　雅夫・川端　　強・松島　理郎
  南平整形外科
   南平　克積

22． カンジダによる人工股関節置換術後感染の１例
  大阪大学整形外科
   中川　滋人・斎藤　正伸・大園　健二
   増原　建作・高岡　邦夫・小野　啓郎
  住友病院整形外科
   西塔　　進
  市立堺病院整形外科
   原田　武雄

23． 20年を経過した人工股関節が回盲部腫瘤（Iliopsoas 
bursitis）を誘発した１例

  滋賀医科大学整形外科
   藤田　豊久・松本　圭司・西岡　淳一
   村上　元庸・金　裕一郎・福田　眞輔

24． M/G 型人工膝関節膝蓋骨コンポーネント破損の一例
  京都第一赤十字病院整形外科
   葛原　　啓・今井　　亮・宮本　達也
   城守　国斗・呉　　世昌・塩見　　朗
   福本　和生

25． 強直性脊椎炎の股関節強直に対する両側全人工股関節
置換術の一経験

  京都第二赤十字病院整形外科
   志賀　俊樹・日下部虎夫・万波　健二
   大樋　信之・竹下　秀之・盛房　周平
   寺脇　　稔・逸見総一郎・岡田　　皖
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開催年月日：平成元年４月22日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　中野　謙吾
会　　　場：住友ビル　11階

１． Stickler 症候群の１例
  京都大学整形外科
   牧　　恭彦・瀬戸　洋一・浜西　千秋
   西島　直城・上羽　康夫・山室　隆夫

２． 右大腿部に発生した Peripheral neuroepithelioma の一
例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤尾　圭司・田村　　清・中村　孝志
   大寺　和満・高矢　康幸・藤原　正利
   池田　　登・長谷川良一・安田　　義
   谷沢　　紳・早川　健司

３． 頸椎伸展拘縮の１例
  京都大学整形外科
   小竹　俊郎・清水　克時・四方　實彦
   新井　達也・西原　秀紀・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   樋口佳代子

４． ヨード過敏症のため MRI 診断が有用であった脊髄 
Hemangioblastoma（von Hippel-Lindau 病）の一例

  和歌山県立医科大学整形外科
   中本耕一郎・玉置　哲也・佐々木俊二
   岩橋　俊幸・船岡　信彦・角谷　英樹
   増田　研一

５． 硬膜背側にまで脱出した老人の高位腰部椎間板ヘルニ
アの一例

  大阪医科大学整形外科
   安田　稔人・小野村敏信・渡辺　秀男
   宮地　芳樹・田中真一郎・井上　　隆
   林　　孝乾・稲毛　昭彦

６． 若年者に発生した第１腰椎骨巨細胞腫の一例
  大阪府立病院整形外科
   平山　直樹・中井　　毅・石山　照二
   山下　和夫・広田　茂明・久保　雅敬
   冨士　武史・濱田　秀樹
  大阪府立病院病理科
   虎頭　　廉

７． 多発性外骨腫症と脱髄性末梢神経疾患を合併した一家
系

  大阪大学整形外科
   松本　憲尚・多賀　一郎・広島　和夫
   清水　信幸・小島　　朗・中瀬　尚長
   小野　啓郎

８． 肩峰下滑液包に発生した骨軟骨腫症と思われた一例
  近畿大学整形外科
   野中　藤吾・保脇　淳之・喜多　　寛
   梁瀬　義章・田中　清介

９． 肩峰下滑液包に発生した synovial osteochondromato-
sis の一例

  滋賀医科大学整形外科
   本城　　昌・福田　眞輔・西岡　淳一
   大井　憲二・松本　圭司・樽本　　龍

10． 両大腿骨内外顆および両肘に離断性骨軟骨炎を認めた
一例

  神戸大学整形外科
   桜井　敦志・井口　哲弘・黒坂　昌弘
   廣畑　和志

11． 大腿骨頭と上腕骨頭に発症した特発性骨壊死の一例
  兵庫医科大学整形外科
   山田　　博・安永　　斉・塩田　　誠
   丸岡　　隆・楊　　鴻生・立石　博臣

12． 非定形抗酸菌による右示指屈筋腱腱鞘炎の一例
  関西医科大学整形外科
   山本　　学・児島　　新・小川　亮惠
  関西医科大学微生物学
   山本　典已・大山　照夫
  関西医科大学中検病理
   井上　　昇

13． 好酸球性筋膜炎（Eosinophilic Fasciitis）の一例
  榛原町立病院整形外科
   熊井　　司・仲川　喜之・青木　　孝
   國重　義文・奥田　寿夫
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進

14． 半膜様筋内にみられた筋肉内ガングリオンの一例
  西脇市立西脇病院整形外科
   福島　充也・菊本喜代司・園田　万史

15． Empty sella 症候群を合併した大腿骨頭辷り症の一例
  天理病院整形外科
   安田　　厚・宮崎　和躬・多田　健治
   松田　康孝・村上　仁志・中山　富喜

16． 視床下部性性腺機能低下症に伴った大腿骨頭辷り症の
一症例

  国立加古川病院整形外科
   山本　英明・西林　保朗・北　　　潔
   水口　龍次・水野　保幸
  国立加古川病院内科
   塩澤　和子

17． 術後，偽膜性腸炎の４症例
  国立大阪南病院整形外科
   西澤　　徹・大西　啓靖・村田　紀和
   櫛谷　昭一・青野　充志・目黒　雄治
   増田　　博・原田　　潔・北川　　修
   佐々木　聡
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18． 人工股関節再々置換術後に真菌感染症が生じた一例
  京都府立医科大学整形外科
   久保　恭臣・久保　俊一・今泉　佳宣
  京都府立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

   岩破　康博
  京都第二赤十字病院整形外科
   日下部虎夫

19． 骨形成不全症に術後，過剰化骨形成を来した一例
  国立大阪南病院整形外科
   原田　　潔・青野　充志・大西　啓靖
   村田　紀和・櫛谷　昭一・増田　　博
   目黒　雄治・西澤　　徹・北川　　修
   佐々木　聡・前田　　晃
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第250回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年６月10日　午後２時30分
当 番 幹 事：近畿大学医学部整形外科教室　田中　清介
会　　　場：住友ビル　11階

１． Achondroplasia に合併した下腿後弯症の２例
  大阪医科大学整形外科
   村尾　　浩・瀬本　喜啓・小野村敏信
   阿部　宗昭・土居　宗算・長谷川利雄

２． 胸背部不快感を主症状とした胸椎椎間板ヘルニアの１
例

  滋賀医科大学整形外科
   樽本　　龍・石澤　命仁・勝浦　章知
   緒方　正雄・福田　眞輔
  江南病院整形外科
   内賀嶋英明

３． 対麻痺を免れた第５胸椎脱臼骨折の１例
  関西医科大学整形外科
   加藤　勇司・山本　　学・菅野　　博
   森　　良樹・小川　亮惠

４． PIP 関節掌側脱臼骨折の骨接合術
  泉大津市立病院整形外科
   村井　正和・平井三千夫

５． 両側同時大腿骨頸部骨折の１例
  奈良県立三室病院整形外科
   吉川　隆章・小野　浩史・中川　　信
   船内　正恒

６． 軸椎 Chondroma に対し total spondylectomy を施行
した１例

  京都大学整形外科
   新井　達也・四方　實彦・清水　和也
   清水　克時・西原　秀紀・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   樋口佳代子

７． 甲状腺癌転移性脊椎腫瘍の１例
  市立泉佐野病院整形外科
   浅野　雅敏・船渡　朋久・岡山　　孝

８． NSE が高値を示した右手中手骨 Ewing 肉腫の１例
  大阪大学整形外科
   清水　広太・上田　孝文・荒木　信人
   吉川　秀樹・加藤　次男・内田　淳正
   小野　啓郎

９． 人工材料で胸郭再建術をおこなった胸骨軟骨肉腫の１
例

  兵庫県立塚口病院整形外科
   濱淵　正延・村上　仁志
  兵庫県立塚口病院呼吸器科
   中川　正清・吉田　　仁
  関西医科大学中検病理
   岡村　明治
  京都大学医用高分子研究センター
   清水　慶彦・琴浦　良彦

10． 腰部脊柱管内に発生した軟骨腫の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   長谷川克純・植田百合人・西山　茂晴
   玉井　　進

11． 脛骨近位部に発生した骨内ガングリオンの１例
  京都府立医科大学整形外科
   城倉　雅次・日下　義章・中村紳一郎
   山下　文治・森田　康司

12． 第１中足骨に発生した類腱線維腫（Desmoplastic 
fibroma）の１例

  大阪市立大学整形外科
   家口　　尚・石田　俊武・高見　勝次
   坂本　和彦・調子　和則・中土　　保
   島津　　晃

13． 滑膜肉腫切除後における post-irradiation sarcoma の
１例

  大阪府立成人病センター整形外科
   織戸　弘行・青木　康彰・小松原良雄
   能勢　和政・山崎　勇二

14． 大腿骨骨幹部骨折を来した骨 Paget 氏病の１例
  兵庫医科大学整形外科
   山本　勝彦・辻　　　寿・楊　　鴻生
   岩田　康男・夫　　徳秀・富永　浩司
   立石　博臣・圓尾　宗司

15． 乳児期に floppiness を呈した筋ジストロフィー症の１
例

  淀川キリスト教病院整形外科
   姜　　秀宗・吉岡　秀夫・矢野　裕一
   金井　秀彰
  淀川キリスト教病院臨床病理
   武田　善樹

16． スプレンゲル変形に合併した悪性過高熱の１例
  西宮市立中央病院整形外科
   森　　茂樹・中村　昌弘・古野　雅彦
   山本　隆文

17． Dissociated motor loss を呈した頸椎椎間板ヘルニア
の２例

  神戸労災病院整形外科
   吉川　　淳・栗原　　章・裏辻　雅章
   辻　　充男・正田　悦朗・三岡　智規
   澤村　　悟・水野　敏行

18． MRI により診断が容易であった腰部椎間板正中脱出
型ヘルニアの２例

  神戸大学整形外科
   山川　隆由・原田　義昭・一山　茂樹
   清水　富男・廣畑　和志
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19． MRI で髄内変化を経時的に追えた外傷性頸髄損傷の
１例

  シミズ病院整形外科
   成田　光男・横山　晴一・稲尾　昭彦
   奥田　龍三・永田　裕人

20． 長腓骨筋腱皮下断裂の１例
  住友病院整形外科
   菅野　伸彦・松井　　稔・津田　隆之
   中嶋　　洋・西塔　　進

21． 放射線照射後に発症した大腿骨頭すべり症の１例
  大阪市立大学整形外科
   福岡　慎一・町井　義和・神原　俊和
   中土　　保・島津　　晃
  鹿屋体育大学
   廣橋　賢次

22． シャルコー膝関節様病像を呈した精神分裂病患者に対
する血管柄付骨移植を用いた関節固定術

  藍野病院整形外科
   土手友太郎・津田　精一
  茨木済生会病院整形外科
   安永　　博
  大阪医科大学整形外科
   石津　恒彦
  西大阪病院整形外科
   森本　法生

23． Os acetabuli に対して手術を要した１例
  近畿大学整形外科
   松村　文典・菊池　　啓・富原　光雄
   田中　清介


