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第251回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年７月15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． 股関節に生じた Synovial osteochondromatosis の１症
例

  滋賀医科大学整形外科
   今井　晋二・緒方　正雄・石澤　命仁
   藤田　豊久・松本　圭司・福田　眞輔

２． 術後６年９ヶ月経過し，臨床成績良好なセラミック・
カップ関節形成術の１例

  市立池田病院整形外科
   小野興三郎
  大阪市立大学整形外科
   浅田　莞爾・吉田研二郎・島津　　晃

３． 腸腰筋内血腫により大腿神経麻痺を生じた一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   河村　禎人・仁科　哲彦・山本利美雄

４． 肩関節直立脱臼の一手術例
  榛原町立病院整形外科
   長谷川克純・仲川　喜之・熊井　　司
   青木　　孝・國重　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

５． 膝蓋骨脱臼を伴った膝前十字靱帯損傷の一例
  京都府立医科大学整形外科
   吉野　信之・須津　富鵬・平澤　泰介
   荒井　義之
  北村整形外科
   北村　修一

６． 大腿骨前方顆部の稀な骨折型の１例
  神戸大学整形外科
   坪田　次郎・山本　哲司・澤村　　悟
   水野　耕作・廣畑　和志

７． 高齢者に発生した胸椎々間板ヘルニアの１例
  六地蔵総合病院整形外科
   中山　治樹・橋本　秀輝
  京都府立医科大学整形外科
   長谷　　斉・平澤　泰介
  公立南丹病院整形外科
   鈴木　雅清

８． 頸部砂時計腫摘出術後に著名な頸椎後弯変形をきたし
た１例

  京都府立医科大学整形外科
   藤岡　幹浩・長谷　　斉・平澤　泰介
   景山　直人・茶谷　賢一・三上　靖夫
   北條　達也

９． メチシリン耐性ブドウ１球菌（MRSA）による手部
屈筋腱腱鞘炎

  関西医科大学整形外科
   山本　　学・児島　　新・西川　正治
   森　　良樹・小川　亮惠
  関西医科大学微生物学
   山本　典已・大山　昭夫

10． 化膿性膝関節炎鎮静後高齢発症 RA を合併し診断に
難渋した一症例

  大阪大学整形外科
   渋谷　亮一・広岡　　淳・大脇　　肇
   木村　友厚・越智　隆弘・小野　哲郎

11． Primary Biliary Cirrhosis を合併し膝窩部囊腫と対側
に骨内囊腫を呈した RA の一例

  大阪鉄道病院整形外科
   横山　裕志
  大阪逓信病院整形外科
   栗崎　英二・稲岡　正裕・中村　博行

12． 肩甲骨頸部に発生した骨内ガングリオンと診断された
１例

  京都大学整形外科
   牧　　恭彦・瀬戸　洋一・西島　直城
   山室　隆夫
  京都大学中検病理
   浜崎　周次・樋口佳代子・中島　安彬

13． 多発性内軟骨腫症による17cmの脚短縮に対し脚延長
術を行った一症例

  近畿大学整形外科
   保脇　淳之・戸谷　由樹・松村　文典
   山崎　晴彦・中野　彰夫・富原　光雄
   濱西　千秋・田中　清介

14． 腓骨に発生した Peroseal Chondroma の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   早川　健司・田村　　清・中村　孝志
   大寺　和満・高矢　康幸・池田　　登
   藤原　正利・長谷川良一・藤尾　圭司
   安田　　義・谷沢　　紳

15． 距骨に発生した Chondrosarcoma の一例
  兵庫医科大学整形外科
   上田　敏之・山田　　博・高岩　　均
   木下厳太郎・立石　博臣・圓尾　宗司

16． 中指爪縁に発生した MFH の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   岡畑　芳樹・檀上　茂人・寺尾　賢秀
   嶋　　公大・梁瀬　能三・上好　昭孝
   玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・青木　雅昭
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17． 内側前腕皮神経に原発したと考えられる非ホジキンリ
ンパ腫の一症例

  京都大橋総合病院整形外科
   宮原　敦夫・川北　 三
  京都府立医科大学整形外科
   平澤　泰介
  京都府立医科大学第２内科
   島崎　千尋・中川　雅夫

18． 合併奇形を認めない先天性膝蓋骨欠損の１例
  松下記念病院整形外科
   森戸　俊典・奥田　良樹・浅井　　浩
   吉岡　慎二・清水　浩幸

19． 近位脛腓間骨癒合症の一例
  大阪医科大学整形外科
   加納　敬庸・森下　　忍・木下　光雄
   小野村敏信
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第252回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年９月16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． 脚延長を施行した Cleidocranial dysostosis の１例
  大阪大学整形外科
   平林　伸治・谷上　　信・児島　　朗
   多賀　一郎・清水　信幸・廣島　和夫

２． Maffucci 症候群の１例
  京都大学整形外科
   古川　泰三・瀬戸　洋一・戸田口淳也
   岩崎　廉平・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学医療技術短期大学
   上羽　康夫
  京都大学病院中検病理
   中嶋　安彬

３． 反復性肘関節脱臼の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   谷沢　　紳・田村　　清・中村　孝志
   大寺　和満・高矢　康幸・池田　　登
   藤原　正利・長谷川良一・藤尾　圭司
   安田　　義・片山　武史・早川　健司
  堀医院
   堀　　康郎

４． 骨癒合部近傍に骨折を来した symphalangism の１例
  三菱神戸病院整形外科
   荒巻　忠道・橋本　　靖・益子　秀久

５． 手指回旋変形をきたした横軸アーチの破綻例
  和歌山県立医科大学整形外科
   山田　　宏・檀上　茂人・嶋　　公大
   江川　弘光・谷口　泰徳・岡畑　朋子
   玉置　哲也
  瀬藤病院整形外科
   武山　辰夫

６． 慢性関節リウマチに plasmacytoma を合併した１症例
  近畿大学整形外科
   嶋田　　亘・宗円　　聡・久保田　恭
   山崎　晴彦・三嶋　昭彦・田中　清介

７． RA 患者に発生したアキレス腱断裂の１症例
  滋賀医科大学整形外科
   浅嶌　周造・石澤　命仁・松本　圭司
   西岡　淳一・福田　眞輔

８． 両側膝伸展機構の断裂を来した腎性骨異栄養症の２例
  八尾徳洲会病院整形外科
   田辺　隆敏・長谷川　潔

９． 指伸筋腱皮下断裂をきたした Kienboc̈k 病の１例
  兵庫医科大学整形外科
   駒井　正彦・田中　寿一・山下　仁司
   中野　利彦・美崎　　晋・寺脇　英二
   夫　　徳秀・圓尾　宗司

10． 骨接合材料による手指屈筋腱断裂の１例
  関西医科大学整形外科
   渡辺　治彦・岩崎　　徹・二宮　俊憲
   中川　琢磨・児島　　新・菅野　　博
   亀山　　修・小川　亮惠

11． Intravenous pyogenic granuloma の１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   姜　　秀宗・吉岡　秀夫・天野　祐一
   金井　秀彰
  淀川キリスト教病院臨床病理
   武田　善樹

12． 深部に発生した多発性黄色肉芽腫の１例
  大阪医科大学整形外科
   池原　成和・木下　光雄・森下　　忍
   森田　純弘・安田　稔人・小野村敏信
  大阪医科大学第二病理
   上野　　浩・森　　浩志

13．骨傷を伴わない非開放性掌深動脈弓断裂の１例
  千船病院整形外科
   森田　宗志・木下厳太郎・松倉　光晴
   有澤　　修
  千船病院放射線科
   横川　修作

14． 大腿骨外顆部骨壊死の１例
  神戸大学整形外科
   朱　　康志・清水　富男・黒坂　昌弘
   廣畑　和志

15． 陸上競技選手に発生した大腿骨骨幹部疲労骨折の１例
  大阪市立大学整形外科
   大久保　衛・上野　憲司・吉田　　玄
   島津　　晃

16． 重度の軟部組織損傷を伴った膝関節周辺骨折
  大阪府立病院整形外科
   中井　　毅・広田　茂明・恵島　之彦
   中川　滋人・増原　建作・山下　和夫
   冨士　武史・濱田　秀樹

17． 大腿骨骨幹部骨折により大腿骨部分置換を行ったヒン
ジ型人工膝関節例

  近江八幡市民病院整形外科
   堂埜　秀文・榊田喜三郎・山本　龍二
   景山　直人・寺内　知樹
  京都府立医科大学整形外科
   平澤　泰介・山下　文治

18． 大腿骨転子間骨折に合併した脂肪塞栓症候群の１例
  京都府立医科大学整形外科
   山下　　琢・井上　　望・平澤　泰介
  京都府立与謝の海病院整形外科
   吉岡　　誠
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19． 大腿骨小転子単独骨折を初発症状とした転移性骨腫瘍
の２例

  榛原総合病院整形外科
   長谷川克純・仲川　喜之・青木　　孝
   國重　義文・奥田　寿夫
  東大阪市立中央病院整形外科
   梅垣　修三・広岡　靖隆
  吉川医院
   吉川　隆啓

20． 両足部変形を主訴とした lipomenigocele の１例
  天理病院整形外科
   中山　富貴・宮崎　和躬・多田　健治
   安田　　厚・村瀬　徹哉・元津　雅彦

21． 胸髄硬膜外血管脂肪腫の１例
  市立堺病院整形外科
   原田　武雄・原田　憲正・今中　　徹
   榎本　晃芳・本郷　一郎

22． 環軸椎化膿性脊椎炎が疑われた２症例
  大阪労災病院整形外科
   松谷　常弘・天野　敬一・村瀬　　剛
   逢坂　悟郎・土井　照夫

23． 胸膜炎を伴った胸椎化膿性脊椎炎の２例
  国立神戸病院整形外科
   石川　徹也・庄　　智矢・鷲見　正敏
   片岡　　治
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第253回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年10月21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． 肋骨 Hemangioendthelioma に続発した側弯症
  京都大学整形外科
   清水　宏之・清水　克時・四方　實彦
   岩崎　廉平・戸口田淳也・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

２． 先天性脛骨欠損症の一症例
  奈良県立医科大学整形外科
   山岡　伸行・水本　　茂・矢島　弘嗣
   黄　　文欽・朴木　寛弥・玉井　　進

３． Duvries 法施行後に弾発を生じた習慣性腓骨筋腱脱臼
の一例

  神戸大学整形外科
   柴沼　　均・西川　哲夫・水野　耕作
   廣畑　和志

４． 先天性内反母跂の一例
  関西医科大学整形外科
   岩崎　　徹・渡辺　治彦・二宮　俊憲
   田中　純一・赤木　　繁・菅野　　博
   小川　亮惠

５． 第５中足骨基部骨折に対する短靴型歩行ギブス
  千船病院整形外科
   松倉　光晴・有澤　　修・木下厳太郎
   森田　宗志

６． カンジダによる肋骨骨髄炎の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   毛保　浩明・上好　昭孝・檀上　茂人
   川上　　守・小椋　廣次・星野　　潤
   橋本　吉弘・加藤　　健・玉置　哲也

７． 組織球性壊死性リンパ節炎（Kikuchi’s disease）の一
症例

  市立豊中病院整形外科
   三村　和博・皷　　敏光・浅井　達郎
   藤原　邦高・松本　憲尚
  市立豊中病院病理検査科
   花田　正人

８． 小児多発性骨結核の一例
  大阪大学整形外科
   藤田　秀隆・光延　策雄・江原　宗平
   細野　　昇・小野　啓郎
  結核予防会大阪病院整形外科
   原田　　茂

９． 骨 Paget 病の一例
  大阪医科大学整形外科
   福井　浩一・小野村敏信・阿部　宗昭
   岩井　宏次・辰井　　光

10． 小指・手掌・手根管部に発生した腱鞘巨細胞腫の一例
  京都府立医科大学整形外科
   藤原　靖大・勝見　泰和・中村紳一郎
   玉井　和夫・阪本　厚人・平澤　泰介

11． 上腕二頭筋長頭腱の嵌頓が整復障害因子となった肩関
節前方脱臼の一例

  滋賀医科大学整形外科
   浦川　　潤・井上　康二・緒方　正雄
   松田　孝士・畑　　正樹・藤田　資文
   斎藤　　潤・福田眞輔

12． 半月板摘出術後に発症したファベラによる腓骨神経麻
痺の一例

  宇治徳洲会病院整形外科
   中村　誠也・小野沢敏弘

13． 脛骨コンポーネント後部に損傷を来したマーマー型片
側置換の二例

  兵庫医科大学整形外科
   黒田　　均・立石　博臣・牧浦　正之
   楊　　鴻生・丸岡　　隆・趙　　南日
   圓尾　宗司

14． 環軸椎々弓間の骨化による頸髄症の一例
  市立岸和田市民病院整形外科
   笹井　邦彦・飯田　寛和・百名　克文
   大成　浩征
  関西医科大学整形外科
   加藤　勇司

15． Keller 型環椎奇形の一例
  近畿大学整形外科
   山口　真一・嶋田　　亘・段　　秀和
   丹　　彰浩・中野　彰夫・保脇　淳之
   広藤　栄一・田中　清介

16． 高齢者の脊椎骨粗鬆症に伴う圧迫骨折により両下肢不
全麻痺を呈した二例

  国立京都病院整形外科
   小林　雅彦・水谷　正已・大谷　　碧
   石田　勝正・藤田　十佐・木本　光俊
  京都市立病院整形外科
   四方　實彦
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第254回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年11月18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． Monteggia 骨折と Galeazzi 骨折の合併例
  大阪市立大学整形外科
   釜野　雅行・楠　　正敬・中本　俊毅
   香月　憲一・島津　晃

２． 神経線維腫症に合併した腱断裂の１症例
  大阪大学整形外科
   中田　活也・川端　秀彦・河井　秀夫
   政田　和洋・正富　　隆・小野　啓郎

３． 手指に発生した peritendinitis calcarea の１例
  愛仁会高槻病院整形外科
   棚瀬　嘉宏・濱西　宏次・西山　茂敏
   吉田　和也・白石　英典

４． ２才女児の示指に発生した Ewing 肉腫の１例
  阪南中央病院整形外科
   久田原郁夫・白木　隆士・天野　正昭
   広瀬　一史
  大阪府立病院整形外科
   広田　茂明

５． 有鉤骨体部骨折の１例
  愛染橋病院整形外科
   尾川　義政・中岡　則和・田中　治和

６． Periosteal chondroma の１症例
  阪南中央病院整形外科
   白木　隆士・久田原郁夫・天野　正昭
   広瀬　一史
  大阪府立病院整形外科
   広田　茂明

７． 股関臼蓋部の osteoid osteoma の１例
  京都大学整形外科
   山本　博史・岩崎　廉平・琴浦　良彦
   Praveen Kumar・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

８． 足背に発生した腱鞘線維腫（Fibroma of Tendon 
Sheath）の１例

  千船病院整形外科
   木下厳太郎・有澤　　修・森田　宗志
   松倉　光晴
  兵庫医科大学整形外科
   岩田　康男・高岩　　均・山田　　博
   立石　博臣・圓尾　宗司

９． きわめてまれな腓骨外顆部の結核腫の１例
  近畿大学整形外科
   岡田　成弘・萱沢比呂志・森本　周平
   松倉　　登・広藤　栄一・田中　清介

10． 膝関節に発生した限局性結節性滑膜炎の１例
  国立白浜温泉病院整形外科
   冨田　裕彦・辻林　啓幸・勝部　博之
   膳　　棟造

11． 早期梅毒患者に発症した脛骨骨髄炎の１例
  天理市立病院整形外科
   面川　庄平・柿花　　剛・藤原　　博
  国立奈良病院整形外科
   三浦　修一
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進・三井　宣夫・宮内　義純

12． 前足根管症候群の１例
  大阪医科大学整形外科
   下　　裕司・農　　浩右・富永　通裕
   小野村敏信

13． 多発性外骨腫に合併した習慣性腓骨筋腱脱臼のまれな
１例

  神戸大学整形外科
   尾崎　琢磨・山田　昌弘・水野　耕作
   廣畑　和志

14． 多発性の spontaneous fracture をきたした１症例
  滋賀医科大学整形外科
   小林　昌明・斎藤　　潤・石澤　命仁
   松田　孝士・緒方　正雄・喜多　貞夫
   福田　眞輔

15． Subcoracoid impingement をともなった肩甲下筋腱単
独断裂の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   藤井　唯誌・尾崎　二郎・冨田　恭治
   玉井　　進

16． 甲状腺腫瘍を合併した骨型原発性上皮小体機能亢進症
の１例

  兵庫医科大学整形外科
   松原　康秀・楊　　鴻生・辻　　　寿
   水野　保幸・立石　博臣・圓尾　宗司
  吉良整形外科
   吉良　貞伸

17． 急性硬膜外膿瘍による対麻痺の１例
  神戸労災病院整形外科
   三岡　智規・栗岡　　章・辻　　充男
   正田　悦朗・木村　琢也

18． 頸椎棘突起に発生した parosteal lipoma の１例
  京都府立医科大学整形外科
   池田　文一・長谷　　斉・平澤　泰介
   中村紳一郎・荒井　義之
  京都府立医科大学第一病理
   土橋　康成
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19． 脊髄に発生した Anaplastic astrocytoma の１例
  関西医科大学整形外科
   吉栖　和仁・徳永　裕彦・西川　正治
   森　　良樹・小川　亮惠

20． 脊柱管内刺創の１例
  大阪府三島救命救急センター
   速水　英夫・土肥　恒夫・福井　浩一
   田邊　浩之
  東和病院整形外科
   成田　光男

21． 先天性皮膚洞による脊髄係留症候群の１例
  京都府立医科大学整形外科
   久保　恭臣・長谷　　斉・平澤　泰介
   景山　直人・三上　靖夫・城倉　雅次
  京都府立医科大学第一病理
   土橋　康成

22． 巨大腰椎椎間板ヘルニアの検討
  和歌山県立医科大学整形外科
   加藤　　健・玉置　哲也・浜崎　広洋
   寺尾　賢秀・川上　　守・岩橋　俊康
   林　　信宏・橋本　吉弘・毛保　浩明
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第255回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成元年12月16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　平澤　泰介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 肘関節における等速性トレーニングの効果について
  京都府立医科大学整形外科
   北田　一史・常岡　秀行・荒井　義之
   河原林顯昌・須津　富鵬・山下　文治
   平澤　泰介
  京都教育大学体育科
   山際　哲夫・玉置　　勝

２． 高度の外側転位を伴い可動域制限を来した膝蓋骨縦骨
折の一例

  神戸大学整形外科
   大森　　裕・清水　富男・黒坂　昌弘
   水野　耕作・廣畑　和志
  中谷整形外科
   中谷　正臣

３． 肩鎖関節後方脱臼の一症例
  榛原総合病院整形外科
   長谷川克純・仲川　喜之・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

４． Maffucci 症候群の一例
  大阪逓信病院整形外科
   中村　博行・稲岡　正裕・石田　通暁
   栗崎　英二

５． 胸椎硬膜外 angiolipoma の一例
  大阪府立病院整形外科
   中井　　毅・山下　和夫・冨士　武史
   恵島　之彦・中川　滋人・増原　建作
   広田　茂明・濱田　秀樹
  大阪府立病院病理科
   虎頭　　廉

６． 腰部に発生した硬膜内表皮様腫の二例
  大阪労災病院整形外科
   乾　健太郎・天野　敬一・西上　茂樹
   宮脇　裕二・前　　憲作・逢坂　吾郎
   岡崎　雄一・土井　照夫

７． 腰椎および骨盤に発生した二次性軟骨肉腫の一例
  京都大学整形外科
   西口　　滋・岩崎　廉平・清水　克時
   琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

８． 電気診断が有用であった Multiple Operated Back の
一例

  大阪市立大学整形外科
   岸本　正文・松田　英雄・舟越　晃一
   中土　　保・島津　　晃

９． 対麻痺を生じた破壊性脊椎関節症の一手術例
  兵庫医科大学整形外科
   濱名　傳平・松本　　学・楊　　鴻生
   岩田　康男・福井　康二・圓尾　宗司

10． 頸髄内に迷入した伏鍼の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   井本　一彦・太田　信彦・大和田哲雄
   山本利美雄

11． 上腕に発生した特発性骨梗塞の一例
  阪南中央病院整形外科
   天野　正昭・久田原郁夫・白木　隆士
   広瀬　一史

12． 尺側手根中手関節脱臼の一例
  近畿大学整形外科
   萱澤比呂志・松倉　　登・森本　周平
   岡田　成弘・保脇　淳之・広藤　栄一
   田中　清介

13． 上肢における外傷性仮性動脈瘤の二例
  和歌山県立医科大学整形外科
   中谷　如希・玉置　哲也・松崎　交作
   嶋　　公大・江川　弘光・岩崎　俊幸
   谷口　泰徳・橋本　吉弘・加藤　　健

14． 骨系統疾患にみられた膝関節軟骨剝離の一例
  大阪大学整形外科
   冨田　哲也・井上　雅裕・史野　根生
   小野　啓郎

15． 膝蓋骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の一例
  済生会和歌山病院整形外科
   青木　雅昭・島　　欽也・桜井　啓一
  和歌山県立医科大学整形外科
   星野　　潤・玉置　哲也
  寺下病院
   寺下　浩彰

16． 脛骨慢性骨髄炎より発生した扁平上皮癌に対する患肢
温存手術の一症例

  奈良県立医科大学整形外科
   荻田　恭也・矢島　弘嗣・稲田　有史
   川西　弘一・宮内　義純・三井　宣夫
   玉井　　進

17． 疼痛をきたした第三腓骨筋破格の一例
  大阪医科大学整形外科
   荒木　雅人・土居　宗算・森下　　忍
   木下　光雄・小野村敏信
  大阪医科大学第二解剖学
   渡辺　正仁

18． 距骨に発生した骨内ガングリオンの一症例
  滋賀医科大学整形外科
   西野　嘉人・石澤　命仁・岩崎　　淳
   大井　憲二・松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊
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19． 小児踵骨骨折の治療経験
  関西医科大学整形外科
   松原　基子・坂根　正則・森本　忠信
   赤木　繁夫・小川　亮惠

20． 小児に発生した踵骨完全脱臼骨折の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   佐本　憲宏・杉本　和也・富田　直秀
   高倉　義典・玉井　　進

21． 珍しい異物を伴った足部異物肉芽腫の一例
  千船病院整形外科
   森田　宗志・木下厳太郎・有澤　　修
   松倉　光晴
  兵庫医科大学整形外科
   岩田　康男
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第256回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年１月13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　玉井　　進
会　　　場：住友ビル　11階

１． 著名な ADL 障害をきたした股関節部異所性骨化の一
例

  済生会中和病院整形外科
   島岡　宏行・上野　裕三・森下　　亨
   北田　　力
  天理市立病院整形外科
   藤原　　博

２． 関節裂隙の狭小化を主徴とした大腿骨頭壊死症の一例
  京都府立医科大学整形外科
   岡島誠一郎・久保　俊一・藤岡　幹浩
   北田　一史・平澤　泰介

３． 転子下伸展骨切り術・脚延長術を行った高度内反股の
一例

  近畿大学整形外科
   竹中　幸治・林　　　晃・戸谷　由樹
   宮原　光雄・浜西　千秋・田中　清介

４． ベートマン型人工骨頭設置例におけるベアリングイン
サート切損の一例

  藤井寺市民病院整形外科
   広谷　高志・斎藤　英雄
  千本病院整形外科
   安倍　治郎
  日生病院整形外科
   正岡　　悟

５． Freeman 型 Neck preservation stem の使用経験
  大阪市立大学整形外科
   調子　和則・浅田　莞爾・吉田研二郎
   油谷　安孝・浦勇　武志・安原　良典
   島津　　晃

６． 馬尾神経部に発生した cavernous hemangioma の一症
例

  奈良県立医科大学整形外科
   中井　敏幸・植田百合人・西山　茂晴
   亀田　光二・金森　行男・三井　宣夫
   玉井　　進

７． 広範囲切除術後に軟部に２度再発をきたした橈骨末端
骨巨細胞腫の一例

  千船病院整形外科
   木下厳太郎・有澤　　修・松倉　光晴
   森田　宗志・寺脇　英二
  兵庫医科大学整形外科
   岩田　康男・高岩　　均・山田　　博
   立石　博臣・圓尾　宗司

８． 対麻痺をきたした Burkitt lymphoma の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   中谷　如希・岩橋　俊幸・川上　　守
   木浦　賀文・玉置　哲也
  和歌山県立医科大学小児科
   南　　弘一・宮下　律子

９． 前腕における troublesome lipoma の一症例
  京都大学整形外科
   加藤　弘文・西島　直城・瀬戸　洋一
   清水　宏之・山本　博史・山室　隆夫
  京都大学病理部
   樋口佳代子

10． ガングリオンによる橈骨神経深枝麻痺の一例
  天理よろづ病院整形外科
   元津　雅彦・宮崎　和躬・多田　健治
   安田　　厚・村瀬　俊哉・中山　富貴

11． 先天性 a2-Antiplasmin 欠損症患者にみられた多発性
骨髄内血腫の一例

  奈良県立医科大学整形外科
   青木　　誠・宮内　義純・三井　宣夫
   玉井　　進
  奈良県立医科大学小児科
   高橋　幸博・福井　　弘

12． Kasabach-Merritt 症候群に対する抗凝固療法中に発
生した大腿神経麻痺の一例

  大阪大学整形外科
   鳥塚　之嘉・多賀　一郎・中原　治彦
   大脇　　肇・広岡　　淳・小野　啓郎

13． 薄筋腱による腱性弾発膝の一例
  滋賀医科大学整形外科
   小林　昌明・畑　　正樹・岩崎　　淳
   斎藤　　潤・松本　圭司・福田　眞輔

14． HTLV-1 Associated Arthropathy の一例
  宇治病院整形外科
   西岡　真人・原　　浩史・藤井　博之
  宇治病院内科
   中田　哲雄
  京都府立医科大学整形外科
   山下　文治

15． 膝関節炎を伴った潰瘍性大腸炎の一例
  兵庫医科大学整形外科
   松本　八彦・山田　　博・岩田　康男
   丸岡　　隆・楊　　鴻生・立石　博臣
   圓尾　宗司

16． 奇々怪々な膝部難治性潰瘍
  京都大学整形外科
   西島　直城・瀬戸　洋一・田中　千晶
   濱本　尚志・長　　嗣麿・山室　隆夫
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17． 左下肢に生じた壊死性筋膜炎の一例
  榛原総合病院整形外科
   長谷川克純・仲川　喜之・青木　　孝
   国重　義文・奥田　寿夫
  奈良県救命救急センター
   土井　康司・中山正一郎・岩井　　誠
   西川　　学

18． Plantar fibromatosis の治療経験
  関西医科大学整形外科
   坂根　正則・小川　亮惠・赤木　繁夫
   菅野　　博・西川　正治
  阪和病院
   阪本　雅司

19． 家族性に見られた先天性橈骨頭脱臼
  神戸大学整形外科
   香山　幸造・臼井　康雄・黒坂　昌弘
   水野　耕作・廣畑　和志

20． 肩甲骨烏口突起骨折の二例
  明和病院整形外科
   青木　康夫・吉矢　晋一・西川　哲夫
   赤松　俊浩・松下　　績
  伊熊整形外科
   伊熊　貢秀
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第257回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年２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． 多発性脊椎動脈瘤様骨囊腫を疑わせた１例
  近畿大学整形外科
   味八木郁雄・田中　清介・広藤　栄一
   菊池　　啓・丹　　彰浩・葭井　健男
  近畿大学病理学
   佐藤　隆夫・橋本　重夫

２． 外傷性脊髄空洞症の治療経験
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   三谷　高史・小味　克己・桜井　　隆
   藤田　秀隆・永野　重郎・徳丸　　弘
   多賀　一郎・東　　文造・藤原　桂樹
   北野　継弐・荻野　　洋

３． S-S シャントが有効であった脊髄腫瘍に合併した脊髄
空洞症の１例

  神戸大学整形外科
   長野　正憲・原田　義昭・臼井　康雄
   山田　昌弘・廣畑　和志

４． 興味ある所見を示した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  大阪赤十字病院整形外科
   林　　　修・森竹　財三・北野　安衛
   石井　真介・中島　　哲・大庭　　健

５． シェーグレン症候群を合併した女性の強直性脊椎炎の
１症例

  滋賀医科大学整形外科
   廣田　茂永・西岡　淳一・井上　康二
   斎藤　　潤・小宮　靖弘・福田　眞輔

６． 当科で経験した Pachydermoperiostosis の１症例
  関西医科大学整形外科
   高山　成信・小川　亮惠・森　　良樹
   西川　正治
  関西医科大学皮膚科
   朝田　康夫
  関西医科大学第Ⅲ内科
   須永　匡彦

７． 全身23カ所にみられた多発性骨壊死の１症例
  大阪大学整形外科
   西井　　孝・大園　健二・斎藤　正伸
   高岡　邦夫・小野　啓郎

８． 原発性無月経を合併した大腿骨頭すべり症の１症例
  六地蔵総合病院整形外科
   川原林顯昌・橋本　秀輝・中山　治樹
  京都府立医科大学整形外科
   平澤　泰介

９． ハムストリング起始部皮下断裂の１例
  三菱神戸病院整形外科
   平山　健一・橋本　　靖・益子　秀久

10． semimembranosus bursa に生じた bursal osteochon-
dromatosis の１例

  松下記念病院整形外科
   吉岡　慎二・浅井　　浩・清水　浩幸
   柴田　節子・奥田　良樹

11． 舟状骨・第一楔状骨間癒合症について
  奈良県立医科大学整形外科
   藤井　唯誌・熊井　　司・田中　康仁
   杉本　和也・宮内　義純・高倉　義典
   玉井　　進

12． 第二趾中足趾節関節に発生した滑膜軟骨腫症の１例
  京都府立医科大学整形外科
   山口　佳彦・中村紳一郎・楠崎　克之
   平澤　泰介
  祐生会みどりヶ丘病院整形外科
   野村　嘉彦

13． 長母趾屈筋腱皮下断裂の１症例
  和歌山県立医科大学整形外科
   橋爪　　洋・上好　昭孝・嶋　　公大
   江川　弘光・星野　　潤・松本　朋子
   玉置　哲也

14． アーチェリーにより両上腕骨骨頭離断性骨軟骨炎をき
たした１症例

  舞子台病院整形外科
   澤村　　悟・草別　一成・荒堀弥須男
   司馬　良一

15． 肩人工関節再置換術の１例
  京都大学整形外科
   松岡　秀明・西島　直城・松末　吉隆
   瀬戸　洋一・秋山　治彦・中村　孝志
   山室　隆夫
  安立病院
   安立　良治

16． 肩甲上神経麻痺の２例
  兵庫医科大学整形外科
   永井　琢己・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・中野　利彦・尾上　　徹
   横山　　浩・駒井　正彦・圓尾　宗司

17． 銃弾による上腕部正中神経貫通創に対する funicular 
nerve graft の１例

  大三輪病院整形外科
   峯　　孝子・福井　顕宏・前田　昌己
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進・千福　健夫・稲田　有史
  奈良県身障者リハビリセンター
   藤井　繁昌

18． 極めて稀な病態を呈した外傷性橈骨頭単独脱臼の１例
  済生会茨木病院整形外科
   加藤　　洋・安永　　博・福井　　浩
   小山　茂和・安川　　剛・有原　康次
  梅原整形外科
   梅原　　稔
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19． 骨内ガングリオンの１例
  済生会和歌山病院整形外科
   島　　欽也・桜井　啓一・青木　雅昭
  済生会有田病院整形外科
   檀上　茂人・小島　博嗣

20． 前腕に発生した巨大 Schwann 細胞腫の１例
  大阪医科大学整形外科
   藤本　勝久・阿部　宗昭・宮地　芳樹
   土居　宗算・井上　　隆・河端　博也
   小野村敏信
  大阪医科大学中央検査部
   堤　　　啓
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第258回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年３月10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． Postradiation osteosarcoma の１例
  京都大学整形外科
   清水　基行・岩崎　廉平・西島　直城
   山室　隆夫
  京都大学医用高分子研究センター
   琴浦　良彦・清水　慶彦

２． TKA を施行したアルカプトン尿症性関節症の１例
  京都第一赤十字病院整形外科
   福本　和生・今井　　亮・宮本　達也
   葛原　　啓・城守　国斗・塩見　　朗
   中西　源和
  京都大橋総合病院整形外科
   川北　 三
  京都府立医科大学第一病理
   浦田　洋二

３． 転移性馬尾腫瘍の１例
  京都第一赤十字病院整形外科
   塩見　　朗・宮本　達也・葛原　　啓
   城守　国斗・福本　和生・中西　源和
   今井　　亮

４． 環指末節に発生し骨病変を伴った軟骨腫の１例
  市立堺病院整形外科
   榎本　晃芳・今中　　徹・原田　武雄
   原田　憲正・本郷　一郎

５． 胸椎への骨増殖性骨転移により対麻痺をきたした前立
腺癌の１例

  西宮市立中央病院整形外科
   和田　英路・山本　隆文・古野　雅彦
   中村　昌弘
  大阪大学整形外科
   米延　策雄

６． 後方進入によって全摘出しえた頸部砂時計腫の１例
  富田林病院整形外科
   石橋　　治・神原　幹司・黄　　文欽
   宮田　重樹・定　　直行・根元　成佳
   石崎　嘉孝

７． 仙骨部に発生した neuroblastoma の１成人例
  大阪医科大学整形外科
   谷内　幹弘・小野村敏信・渡辺　秀男
   宮地　芳樹・福井　浩一
  大阪医科大学第一病理
   中田　勝次
  高槻赤十字病院
   栗本　一孝

８． 脊柱管内に侵入した後腹膜奇形腫の１例
  松下記念病院整形外科
   清水　浩幸・浅井　　浩・吉岡　慎二
   柴田　節子・奥田　良樹

９． 胸椎に発生した骨巨細胞腫の１例
  関西医科大学整形外科
   松本　圭二・小川　亮惠・森　　良樹
   亀山　　修・西川　正治・岩本　和峻
  関西医科大学病態検査
   岡本　明治

10． 多発性腰椎分離症（L3, 4, 5）の１治験例
  和歌山県立医科大学整形外科
   松本　吉弘・浜崎　広洋・川上　　守
   佐々木俊二・夏見　和完・船岡　信彦
   中元耕一郎・角谷　英樹・玉置　哲也

11． 環椎後頭関節固定術を施行した頭蓋頸椎骨性斜頸の１
例

  大阪厚生年金病院整形外科
   大和田哲雄・太田　信彦・能勢　和政
   山本利美雄
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   長谷川　洋

12． 両側性，外傷性股関節後方脱臼骨折の１例
  富士原病院整形外科
   岩崎　安伸
  神戸大学整形外科
   藤田　直己・水野　耕作・廣畑　和志

13． 肘部軟部腫瘍との鑑別を要した猫ひっかき病の１例
  愛生会山科病院整形外科
   徳永　大作・滝本　欣暢・糸井　　恵
   菅　　知行

14． 最近経験した三角筋拘縮症の１手術例
  大阪労災病院整形外科
   逢坂　悟郎・浜田　雅之・西上　茂樹
   岡崎　雄一・土井　照夫

15． 下腿巨大神経線維腫内に大量出血をおこした Von 
Recklinghausen 氏病の１例

  淀川キリスト教病院整形外科
   武田　伸二・姜　　秀宗・金井　秀彰
   天野　祐一・吉岡　秀夫
  淀川キリスト教病院病理学
   武田　善樹

16． 肝硬変患者の右小指再接着后抗凝固療法中に発生した
腸腰筋内出血の１症例

  市立舞鶴市民病院整形外科
   柿木　良介・川東　直樹・一坂　　章
  京都大学整形外科
   西島　直城
  市立舞鶴市民病院外科
   中野　正人
  市立舞鶴市民病院内科
   金地　研二

17． 炎症症状のみられた頸椎黄色靱帯石灰化症の１例
  滋賀医科大学整形外科
   今井　晋二・緒方　正雄・松本　圭司
   石澤　命仁・福田　眞輔
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18． 右大腿部に発生したインターロイキン６（IL-6）産生
軟部腫瘍の１例

  大阪大学整形外科
   田中　正道・荒木　信人・神藤　佳孝
   吉川　秀樹・加藤　次男・内田　淳正
   小野　啓郎

19． 膝関節炎を伴った反復性多発軟骨炎の１例
  兵庫医科大学整形外科
   牧浦　正之・立石　博臣・岩田　康男
   楊　　鴻生・丸岡　　隆・濱名　傳平
   圓尾　宗司
  兵庫医科大学耳鼻科
   岸本　　勝

20． クル病性内反膝に両側性膝関節離断性骨軟骨炎を認め
た１例

  舞子台病院整形外科
   草別　一成・澤村　　悟・荒堀弥須男
   司馬　良一
  兵庫県立こども病院整形外科
   藤井　正司

21． Gaucher 病により股関節離断術を行った１症例
  大阪市立大学整形外科
   安田　匡孝・町井　義和・福嶋　賢三
   浦勇　武志・島津　　晃
  大阪市立大学第二病理
   三橋　武弘

22． 建築用ボルト射入後20数年で発症した下腿骨髄炎の
１例

  大津市民病院整形外科
   佐藤　弘明・今江　道宣・村上　　剛
   盛房　周平・藤戸　完典・岩波　寿子

23． 上腕骨内反症に基づく短縮に対して骨延長を行った１
例

  近畿大学整形外科
   戸谷　由樹・田中　清介・浜西　千秋
   保脇　淳之・菊池　　啓・中野　彰夫
   丹　　彰浩・岡　　貴史

24． 骨端線損傷後の膝外反変形の治療に対する一考察
  神戸大学整形外科
   鍋島　祐次・藤田　直己・黒坂　昌弘
   水野　耕作・廣畑　和志

25． 野球による肘頭疲労骨折遷延治癒の１例
  京都府立医科大学整形外科
   藤井　敏之・玉井　和夫・久保　俊一
   平澤　泰介
  西陣健康会堀川病院整形外科
   河本　　功

26． 小児膝蓋骨 Sleeve fracture の２症例
  市立豊中病院整形外科
   松本　憲尚・皷　　敏光・三村　和博
   浅井　達郎・藤原　邦高

27． 種子骨嵌入を伴った母趾趾節間関節背側脱臼の５例
  明石市立市民病院整形外科
   中　　康匡・大浦　五郎・四方　義朗
   今泉　佳宣
  京都大橋総合病院整形外科
   川北　 三
  長整形外科病院
   長　　靖麿

28． 最近経験した Floating knee fracture の治療経験
  中谷整形外科病院
   長尾　憲孝・荒巻　忠道・中谷　正臣
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第259回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年４月21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． 上腕三頭筋単独麻痺の１例
  神戸大学整形外科
   藤田　健司・山田　昌弘・水野　耕作
   廣畑　和志
  佐野病院整形外科
   横山　良治

２． 股関節周辺の不顕性骨折に対する早期診断
  住友病院整形外科
   中村　宣雄・菅野　伸彦・津田　隆之
   中嶋　　洋・西塔　　進

３． RA の薬物療法中に再生不良性貧血をきたした１例
  京都府立医科大学整形外科
   中島慎一郎・寺内　知樹・山下　文治
   日下　義章・山口　佳彦・平澤　泰介
  京都府立医科大学第三内科
   織田　　正・奥田　　司・三澤　信一

４． 手関節尺側の障害を生じた尺骨茎状突起骨折の２例
  厚生連松阪中央総合病院整形外科
   藤田　　烈・秋山　晃一・高岡　孝典
   植田　康夫・枡田　義英・杉本　和也
  あさの整形外科
   浅野　正文

５． 手関節変形に対する骨端離開・矯正術の１例
  市立川西病院整形外科
   岸本　成人・辻井　　潔・森井　章司
   田村　友彦・福田　和也

６． 治療に難渋した RA 頸部脊髄症の１手術症例について
  兵庫医科大学整形外科
   福井　康二・松本　八彦・駒井　正彦
   鮫島　志朗・宮崎　博史・松本　　学
   立石　博臣・圓尾　宗司

７． 手術と塞栓を併用した脊髄動静脈奇形
  京都大学整形外科
   堀口　　誠・清水　克時・岩崎　廉平
   西口　　滋・山室　隆夫
  京都大学脳神経外科
   橋本　信夫
  京都大学放射線科
   永田　　靖
  吉川病院
   吉川　順介

８． von Recklinghausen 病に合併した多発性脊髄腫瘍
  京都大学整形外科
   坂本　　啓・清水　克時・岩崎　廉平
   清水　基行・山室　隆夫
  国立療養所宇多野病院整形外科
   高田　秀彰

９． リュックサック麻痺との鑑別に苦慮した Keegan 型頸
椎症の１例

  滋賀医科大学整形外科
   浦川　　潤・勝浦　章知・緒方　正雄
   井上　康二・遠田　秀起・福田　眞輔

10． 小指基節骨に発生した骨膜性軟骨腫の１例
  関西医科大学整形外科
   坂本美也子・小川　亮惠・亀山　　修
   西川　正治・菅野　　博・松原　基子
  関西医科大学中検病理
   岡村　明治

11． 橈骨遠位端に生じた類骨腫の１例
  自衛隊阪神病院整形外科
   佐竹　一彦・新行内義博・小田　孝明
  兵庫医科大学整形外科
   田中　寿一・高岩　　均・圓尾　宗司

12． CT にて蜂巣状の病変画像を呈した大腿筋膜張筋筋肉
内脂肪腫の１例

  京都市立病院整形外科
   大辻　孝昭・四方　實彦・吉田　成仁
   田口　保志・岡田　　温・葛原　達司
   高橋　　真
  京都市立病院病理
   金　　栄治

13． 再発した Myxopapillary ependymoma の１例
  高槻赤十字病院整形外科
   熊野　穂積・岸本　郁男・松居　孝一
   磯貝　隆幸・梁　　裕昭
  栗本整形外科
   栗本　一孝
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

14． 大腿部の脂肪腫に併発した Desmoid と考えられる１
症例

  近畿大学整形外科
   斎藤　正克・田中　清介・喜多　　寛
   宗圓　　聡・山崎　晴彦・嶋田　　亘
  近畿大学第二病理
   橋本　重夫

15． 上腕内側に両側発生をみた木村氏病の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   中谷　如希・川上　　守・嶋　　公大
   江川　弘光・玉置　哲也
  紀南病院整形外科
   谷口　泰徳

16． 老人性整形外科疾患における合併症としての急性閉塞
性化膿性胆管炎

  宇治徳洲会病院整形外科
   吉栖　和仁・小野沢敏広・中村　誠也
  宇治徳洲会病院外科
   仲井　　理・遠藤　　清
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17． 特発性大腿骨頭骨萎縮経過中に大腿骨頸部骨折を起こ
した１症例

  奈良県立医科大学整形外科
   佐本　憲宏・大根田　豊・五島　　淳
   玉井　　進

18． 大腿四頭筋腱断裂をきたした分裂膝蓋骨の１例
  市立小野市民病院整形外科
   武藤　　力・丸岡　　隆・前田　　章
   福岡　　守

19． 透析患者にみられた両側アキレス腱皮下断裂の１例
  松下記念病院整形外科
   吉岡　慎二・浅井　　浩・奥田　良樹
   柴田　節子・清水　浩幸

20． 慢性関節リウマチに対する TKR 後の patellar clunk 
syndrome の小経験

  大阪大学整形外科
   田野　確郎・大脇　　肇・広岡　　淳
   木村　友厚・越智　隆弘・小野　啓郎

21． 前腕部圧挫によるフォルクマン拘縮の１例
  中谷整形外科病院
   荒巻　忠道・長尾　憲孝・中谷　正臣

22． 両側に発生した meralgia paraesthetica の１症例
  市立加西病院整形外科
   芝　　昌彦・戸田　　誠・橋本　　規
   木村　真二・矢野　　悟
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開催年月日：平成２年６月16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． 脊髄腫瘍術後 MRI の false positive の一例
  和歌山県立医科大学整形外科
   山田　　宏・玉置　哲也・木浦　賀文
   川上　　守・木下　裕文・岩橋　俊幸
   中谷　如希
  和歌山県立医科大学小児科
   青柳　憲幸

２． 喉頭癌放射線治療後の食道瘻に合併した頸椎化膿性脊
椎炎の一例

  大阪府立病院整形外科
   田中　正道・中井　　毅・恵島　之彦
   中川　滋人・増原　建作・広田　茂明
   冨士　武史・浜田　秀樹
  大阪府立成人病センター整形外科
   山下　和夫

３． 移動した遊離脂肪移植片により馬尾神経圧迫を認めた
一例

  京都市立病院整形外科
   高橋　　真・四方　實彦・吉田　成仁
   大辻　孝昭・田口　保志・岡田　　温
   葛岡　達司

４． 鎖骨骨折後変形治癒により生じた胸郭出口症候群の一
例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   三谷　高史・小味　克己・桜井　　隆
   藤田　秀隆・徳丸　　弘・永野　重郎
   多賀　一郎・東　　文造・藤原　桂樹
   北野　継弐・荻野　　洋・上野　良三

５． 超音波検査が有用であったガングリオンによる肩甲上
神経障害の一例

  彦根中央病院整形外科
   樽本　　龍・村上　元庸・星川　宏之
  滋賀医科大学整形外科
   畑　　正樹・福田　眞輔

６． 前骨間神経・後骨間神経麻痺に対する治療経験
  京都大学整形外科
   松島　正弘・西島　直城・小野　講三
   瀬戸　洋一・中山　富貴・藤田　　裕
   牧　　恭彦・山室　隆夫

７． 上肢に発生した骨関節結核の三例
  大阪府立病院整形外科
   恵島　之彦・増原　建作・中井　　毅
   中川　滋人・田中　正道・廣田　茂明
   冨士　武史・濱田　秀樹

８． 烏口突起骨折を伴った肩鎖関節脱臼の一例
  関西医科大学整形外科
   田辺　隆敏・坂本美也子・二宮　俊憲
   赤木　繁夫・菅野　　博・小川　亮惠

９． 小児前腕に生じた traumatic plastic bowing の一症例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   水野　敏行・清家　重郷・小林　大介
   生田　進一・謝　　典穎・細見新次郎
   金原　宏之

10． 後骨間神経の絞扼性神経炎の症状を伴った弾発性肘の
一例

  滋賀医科大学整形外科
   小林　昌明・松田　孝士・斎藤　　潤
   畑　　正樹・松本　圭司・緒方　正雄
   福田　眞輔

11． 手指伸筋腱脱臼の二例
  松下記念病院整形外科
   清水　浩幸・柴田　節子・藤戸　完典
   井上　重洋・浅井　　浩
  京都府立医科大学整形外科
   奥田　良樹

12． 診断に難渋した胸肋鎖骨異常骨化症と思われる一例
  大阪労災病院整形外科
   松谷　常弘・天野　敬一・山口　拓嗣
   土井　照夫
  行岡病院整形外科
   七川　歓次

13． Membranous Lipodystrophy の一例
  大阪市立大学整形外科
   小西　定彦・松田　昌弘・高見　勝次
   石田　俊武・島津　　晃

14． 骨巨細胞腫を合併した強皮症の一例
  兵庫医科大学整形外科
   山田　　博・高岩　　均・夫　　徳秀
   青木　康夫・立石　博臣・圓尾　宗司

15． 踵骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の一例
  京都市立病院整形外科
   大辻　孝昭・四方　實彦・吉田　成仁
   田口　保志・岡田　　温・葛原　達司
   高橋　　真
  京都市立病院病理
   金　　栄治

16． 化学療法が著効を示した腺癌上腕骨転移の一例
  大阪医科大学整形外科
   馬場　一郎・森下　　忍・井上　　隆
   辰井　　光・阿部　宗昭・小野村敏信
  大阪医科大学第一内科
   閔　　庚燁・小泉　直人
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17． 手掌部に発生した Schwannoma の一例
  近畿大学整形外科
   岡　　貴史・田中　清助・広藤　栄一
   保脇　淳之・中野　彰夫・山根　敏彦
   丹　　彰浩・勝久　敬太・高山　正文
   堀越　正智

18． 踵部に発生し石灰化を伴った平滑筋腫の一例
  神戸大学整形外科
   角田　雅也・高島　孝之・水野　耕作
   廣畑　和志

19． 大転子骨折を合併した股関節前方脱臼の一症例
  市立芦屋病院整形外科
   中　　紀文・丸岡　　顕・藤崎　隆司
  大阪大学整形外科
   斎藤　正伸
  市立吹田市民病院整形外科
   平木　秀樹
  千里救命救急センター
   当麻　美樹

20． 膝関節周辺の広範囲深達性３度熱傷患者の治療経験
  神戸朝日病院整形外科
   高　　富彦
  長吉総合病院整形外科
   河合　栄蔵・島田比呂志・川満　正之
   吉田　昌司
  長吉総合病院院長
   杉田　道治
  矢木外科病院外科
   矢木　崇善
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

21． 外側円板状半月に合併した離断性骨軟骨炎の四症例
  京都第一赤十字病院整形外科
   吾妻　隆久
  京都府立医科大学整形外科
   渡部　欣忍・須津　富鵬・平澤　泰介

22． 両側に発生した膝蓋骨離断性骨軟骨炎の一例
  市立西脇病院整形外科
   土井　良一・立花　敏弘・園田　万史

23． 第１趾の末節骨骨折に合併した種子骨の IP 関節内嵌
入の一例

  奈良県立医科大学整形外科
   佐本　憲宏・田中　康仁・植田百合人
   高倉　義典・玉井　　進

24． 左第４足趾 MP 関節背側脱臼の一例
  東長原病院整形外科
   仙田　正俊・中島　幹雄
  大阪医科大学整形外科
   木下　光雄

25． 先天性膝蓋骨脱臼　̶合併する内反足治療中に整復さ
れた一例

  大阪大学整形外科
   西井　　孝・小島　　朗・中原　治彦
   平林　伸治・小野　啓郎

26． 先天性垂直距骨の治療経験　̶ Grice-Green 法を施
行した一例̶

  姫路聖マリア病院整形外科
   小村　　孝・藤井　英夫・佐藤　　進
   工藤　俊男・土井田　稔

27． 徒手矯正された先天性内反足における距骨変形につい
て

  関西電力病院整形外科
   池田　　清・中山裕一郎・石井　眞介

28． 前腕回外制限をきたした上腕二頭筋橈骨付着部石灰化
の一例

  大阪労災病院整形外科
   村瀬　　剛・露口　雄一・日高　典昭
   松谷　常弘・逢坂　悟郎・土井　照夫
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開催年月日：平成２年７月21日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　圓尾　宗司
会　　　場：住友ビル　11階

１． 骨粗鬆症による破裂骨折に伴った脊髄麻痺に対する一
治療経験

  兵庫医科大学整形外科
   鮫島　志郎・福井　康二・松本　　学
   宮崎　博史・楊　　鴻生・松本　八彦
   圓尾　宗司
  兵庫医科大学病院病理
   植松　邦夫

２． 仙骨部硬膜外囊腫の一手術例
  京都府立医科大学整形外科
   岡田　　哲・長谷　　斉・平澤　泰介
   岩破　康博・阪本　厚人
  健保鞍馬口病院整形外科
   下野　広俊

３． 掌蹠膿胞症を伴った胸腰椎椎体骨髄炎の一例
  東大阪市立中央病院整形外科
   山岡　茂雄・廣岡　靖隆・五島　　淳
   佐々木裕次・大村　哲司
  榛原総合病院整形外科
   梅垣　修三

４． 外傷性後頭環椎脱臼の一生存例
  大阪大学整形外科
   川越　一慶・細野　　昇・米延　策雄
   江原　宗平・小野　啓郎
  千里救命救急センター
   平山　直樹

５． L-P シャント術が有効であった巨大な脊髄硬膜外囊腫
  京都大学整形外科
   西口　　滋・岩崎　廉平・笠井　隆一
   山室　隆夫
  京都大学脳神経外科
   橋本　信夫

６． Cleidocranial dysplasia の鎖骨部分欠損に対する一治
験例

  和歌山県立医科大学整形外科
   山田　　宏・玉置　哲也・檀上　茂人
   嶋　　公大・江川　弘光・林　　信宏
  和歌山県立医科大学脳神経外科
   木下　泰伸

７． 後側方固定術を併用した顕微鏡下髄核摘出術の経験
  近畿大学整形外科
   宮武　昭三・田中　清介・浜西　千秋
   広藤　栄一・富原　光雄・福田　寛二
   岡　　貴史

８． 神経根引き抜き損傷に合併した Brown-Séquard 症候
群の一例

  大阪市立大学整形外科
   安原　良典・松田　英雄・陳　　統一
   宮内　　晃・坂中　秀樹・浦勇　武志
   吉村　光央・島津　　晃
  大阪社会医療センター
   大向　孝良・中田　信昭・舟越　晃一

９． 尺骨神経深枝に発生した神経内ガングリオンの一症例
  大阪労災病院整形外科
   前　　憲作・宮脇　裕二・岡崎　雄一
   土井　照夫

10． 右中指に生じた tumoral calcinosis の１例
  近畿中央病院整形外科
   中瀬　尚長・久保原郁夫・川津　伸夫
  近畿中央病院臨床検査科
   山下　憲一

11． 第１中手骨骨折後に母指と示指の独立運動障害を生じ
た一例

  京都大橋総合病院整形外科
   堂埜　秀文・川北　 三
  京都府立医科大学整形外科
   宮原　敦夫・平澤　泰介
  明治鍼灸大学整形外科
   勝見　泰和

12． ヘルペス脳炎後に尺骨神経麻痺を伴う肘の異所性骨化
を呈した一例

  滋賀医科大学整形外科
   難波江正造・浅嶌　周造・石澤　命仁
   藤田　資文・松本　圭司・福田　眞輔

13． 手術的療法を要した梨状筋症候群について（梨状筋が
索状を呈した２例）

  関西医科大学整形外科
   山本　　康・玉置　譲二・西川　正治
   亀山　　修・小川　亮惠

14． 若年者の膝に骨病変を伴って発症した色素性絨毛結節
性滑膜炎の一例

  八尾市立病院整形外科
   竹本　勝一・綿谷　勝博・水野　　謙
   右近　良治

15． 結核性股関節炎と思われる一症例に対する治療経験
  神戸大学整形外科
   戸祭　正喜・清水　富男・角田　雅也
   井口　哲弘・廣畑　和志
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開催年月日：平成２年９月22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． 小児手背にみられた石灰沈着性軟部腫瘍（calcifing 
aponeurotic fibroma の疑い）の１例

  大阪労災病院整形外科
   中　　紀文・岡崎　雄一・山口　拓嗣
   日高　典昭・露口　雄一・土井　照夫

２． 硬膜外脂肪組織の化骨性増殖を伴った脊柱管内砂時計
状骨軟骨腫の１例

  近畿大学整形外科
   堀越　正智・段　　秀和・中野　彰夫
   保脇　淳之・富原　光雄・田中　清介

３． Klippel-Feil 症候群の成人例において肩甲脊椎骨を摘
出した１例

  京都府立医科大学整形外科
   福録　　潤・奥田　良樹・中島慎一郎
   渡部　欣忍・玉井　和夫・長谷　　斉
   平澤　泰介

４． Albright 症候群の１例
  兵庫医科大学整形外科
   濱名　傳平・楊　　鴻生・木村　一雄
   牧浦　正之・吉本　明弘・山内　伸一
   立石　博臣・圓尾　宗司

５． Ancient schwannoma と考えられた大後頭孔腫瘍の１例
  近江八幡市民病院整形外科
   新庄　浩成・景山　直人・榊田喜三郎
   水谷　　昭・森戸　俊典・藤田　豊久

６． 後腹膜腔に発生した神経鞘腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   茶野　徳宏・斎藤　　潤・石澤　命仁
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

７． 腰仙椎カリエスに対する Zielke sacral rod の使用経験
  兵庫県立西宮病院整形外科
   臼井　康雄・島崎　和久・武尾　良己
  神戸大学整形外科
   中野圭一郎

８． Tuberculosis of the bicipital radial bursa の１例
  大阪市立大学整形外科
   釜野　雅行・楠　　正敬・石田　俊武
   吉田　　玄・国重　昌彦・島津　　晃
  馬場記念病院整形外科
   中本　俊毅

９． Septic shock に陥った RA における人工足関節の late 
infection 例

  大阪市立大学整形外科
   安田　匡孝・浅田　莞爾・吉田研二郎
   油谷　安孝・阪根　　寛・吉中　康高
   島津　　晃

10． 術後持続する発熱に対する創部局所洗浄の効果につい
て

  和歌山県立医科大学整形外科
   増田　研一・玉置　哲也・川上　　守

11． 臼蓋部骨移植を併用した Bateman 型人工骨頭置換術
後に生じた metallosis の１例

  京都大学整形外科
   保坂　泰介・山室　隆夫・奥村　秀雄
   笠井　隆一・松末　吉隆・松田　康孝
   清水　宏之
  京都大学中検病理
   綿谷　茂樹

12． 肩甲骨烏口突起単独骨折の１例
  高槻病院整形外科
   岡田　純典・浜西　宏次・吉田　和也
   山崎　京子・白石　英典

13． 上腕骨顆上骨折に対する経皮ピンニングによって生じ
た尺骨神経損傷の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   西出　正人・稲田　有史・小野　浩史
   川西　弘一・矢島　弘嗣・玉井　　進

14． 画像診断上離断性骨軟骨炎を示した早期 Kienboeck 
病の１例

  大阪大学整形外科
   西井　　孝・正富　　隆・河井　秀夫
   川端　秀彦・島田　幸造・小野　啓郎

15． 母指 CM 関節内に発生した遊離体の１例
  神戸大学整形外科
   片岡　健夫・高島　孝之・藤田　直己
   水野　耕作・廣畑　和志
  神戸大学中検病理
   岡田　　聡

16． 膝関節遊離対となった限局性結節性滑膜炎の１例
  荻原整形外科病院整形外科
   庄司　公平・荻原　一輝・梁　　健治
   寺沢　栄一・藤本　　誠・渡辺　　知

17． 同側膝関節および足関節に発生した osteochondral 
fracture の１例

  関西医科大学整形外科
   和田　孝彦・小川　亮惠・赤木　繁夫
   児島　　新・山田　一夫・三島　克之

18． 両膝関節炎を初発とし，アミロイドーシスを合併した 
seronegative spondyloarthropathy の１例

  天理よろづ相談所病院整形外科
   近藤　了嗣・宮崎　和躬・広藤　栄一
   多田　健治・村瀬　徹哉・元津　雅彦
   西口　　滋
  天理よろづ相談所病院内科
   津森　道弘・八田　和大・今中　弘信
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19． 整形外科領域における各組織の音速について
  大阪医科大学整形外科
   瀬本　喜啓・小野村敏信・木下　光雄
   森田　純弘・河端　博也・長岡　孝恭

20． 血管拡張性骨肉腫の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   日野　高睦・片岡　健夫・北澤　久也
   後藤　義人・竹内　一喜・藤田　久夫
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第263回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年10月27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． 大腿骨頭前方回転骨切り術と Kramer 変法を施行した
高度大腿骨頭辷り症の１例

  京都府立医科大学整形外科
   高橋　謙治・久保　俊一・池田　文一
   大塚　悟朗・山添　勝一・井上　重洋
   平澤　泰介

２． 両側先天性長母指屈筋欠損の１例
  京都大学整形外科
   笠井宗一郎・山室　隆夫・上羽　康夫
   脇田　重明・瀬戸　洋一・多田　晴彦

３． 外傷後腓骨顆部位置異状にもとづく疼痛について
  大阪労災病院整形外科
   岡崎　雄一・濱田　茂幸・中　　紀文
   土井　照夫

４． Fabella による腓骨神経麻痺の２例
  兵庫医科大学整形外科
   藤島　宣彦・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・松本　八彦・圓尾　宗司

５． 広範囲腱板断裂をともなった特発性肩関節血腫の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   藤田　勝也・尾崎　二郎・冨田　恭治
   玉井　　進

６． 膝関節屈曲拘縮に対する Ilizarov 創外固定器の使用経
験

  大阪市立大学整形外科
   國重　昌彦・町井　義和・宮内　　晃
   島津　　晃

７． 陳旧性正中神経反回枝損傷に対する一治験例
  奈良県立医科大学整形外科
   西川　　学・矢島　弘嗣・小野　浩史
   稲田　有史・川西　弘一・玉井　　進

８． ADL 障害に対して手術的治療を行った中年の骨形成
不全症の一例

  滋賀医科大学整形外科
   田中　伸明・西岡　淳一・岩崎　　淳
   井上　康二・福田　眞輔

９． 下腿皮膚症状をともなう骨肥厚性病変の７例
  大阪大学整形外科
   浅野　雅敏・中原　治彦・広岡　　淳
   小島　　朗・新藤　佳孝・吉川　秀樹
   内田　淳正・小野　啓郎
  大阪警察病院整形外科
   水島　哲也

10． 左示指に発生した Osteoid osteoma の一例
  関西医科大学整形外科
   三島　克之・小川　亮惠・和田　孝彦
   中尾　浩志・田辺　隆敏・赤木　繁夫
   西川　正治

11． 腫瘤型筋サルコイドージスの１例
  八尾徳洲会病院整形外科
   山口　康二・名島　将浩・長谷川　潔
  八尾徳洲会病院内科
   原田　博雅
  八尾徳洲会病院放射線科
   津島　寿一
  関西医科大学整形外科
   西川　正治・小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   岡村　明治

12． 骨化アキレス腱断裂の１例
  宝塚市立病院整形外科
   松原　康秀・大塚　誠治・井石　　聡
   大石　卓夫・桜井　　修
  兵庫医科大学整形外科
   楊　　鴻生

13． 歩行中に発症した前脛骨筋腱皮下断裂の１例
  八尾市立病院整形外科
   綿谷　勝博・水野　　謙・大槻　高弘
   右近　良治

14． 変形治癒した距骨頭部骨折の治療経験
  大阪医科大学整形外科
   市村　善宣・木下　光雄・奥田　龍三
   石田　龍吉・森田　純弘・小野村敏信

15． 弾撥母趾の１例
  近畿大学整形外科
   薩摩　　博・野中　藤吾・福田　寛二
   保脇　淳之・宗円　　聡・田中　清介

16． 先天性腰椎すべり症に合併した若年性椎間板ヘルニア
の１例

  神戸大学整形外科
   金谷　貴子・原田　俊彦・宇野　耕吉
   井口　哲弘・廣畑　和志

17． 血管造影時に破裂した頸髄血管奇形の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   林　　信宏・玉置　哲也・嶋　　公大
   増田　研一・橋爪　　洋

18． 脊椎カリエス治癒後腰椎すべり症をきたした１例（特
にそのすべりの機序について）

  神戸労災病院整形外科
   宇野　耕吉・裏辻　雅章・栗原　　章
   辻　　充男・岩崎　安伸・野田　光昭
   大西　英生・尾崎　琢磨・寺下　徹弥
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19． 胸椎部肥厚性脊髄硬膜炎の１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   姜　　秀宗・吉岡　秀夫・天野　祐一
   金井　秀彰
  淀川キリスト教病院臨床病理
   武田　善樹
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第264回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年11月24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：住友製薬道修町ビル　７階

１． 手指における結核性腱鞘炎の１例
  近畿大学整形外科
   高山　正文・山根　敏彦・西本　慎作
   福田　寛二・保脇　淳之・田中　清介

２． 診断に苦慮した外傷後の手指屈曲障害
  関西医科大学整形外科
   田中　康之・小川　亮惠・亀山　　修
   児島　　新・神部　賢一・大野　博史

３． 手舟状骨偽関節に合併した長母指伸筋腱断裂の１例
  京都府立医科大学整形外科
   斎藤　令馬・玉井　和夫・奥田　良樹
   平澤　泰介

４． 肘頭骨折テンションバンドワイヤリングに対する一工
夫（有頭 K ワイヤー使用）

  関西労災病院整形外科
   赤堀　　脩・北野　公造・原田　一孝
   飯田伊佐男・金沢　淳則

５． 完全骨折にいたった脛骨跳躍型疲労骨折の１例
  大阪市立大学整形外科
   湊　　康行・浦勇　武志・上野　憲司
   吉田　　玄・大久保　衛・島津　　晃

６． 人工手関節置換術後10年で前腕切断に至った，橈骨
遠位端骨巨細胞腫の１例

  神戸大学整形外科
   田村　和哉・片岡　健夫・高島　孝之
   藤田　直己・水野　耕作・廣畑　和志
  兵庫県立成人病センター
   鵜飼　和浩

７． 右環指末節骨に発生した転移性骨腫瘍の１例
  紀南綜合病院整形外科
   楠本　幸弘・植山　雅博・船岡　信彦
   吉田　宗人
  紀南綜合病院病理
   田中　智之

８． 鎖骨下仮性動脈瘤を伴った20年来の鎖骨偽関節の１
例

  和歌山県立医科大学整形外科
   谷　　智弘・玉置　哲也・川上　　守
   木下　裕文・栗本　公博・松山　明彦
  和歌山県立医科大学胸部外科
   駒井　宏好

９． 胸郭出口症候群を呈した第１肋骨外骨腫の１例
  紀南綜合病院整形外科
   島　　欽也・吉田　宗人・船岡　信彦
   谷口　泰徳・池田　芳樹

10． 右第８肋骨に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  京都市立病院整形外科
   古川　泰三・四方　實彦・吉田　成仁
   田口　保志・岡田　　温・多田　弘史
   葛岡　達司
  京都市立病院臨床検査病理
   鷹巣　晃昌・金　　榮治

11． 軟骨石灰化症に伴う頸椎椎間関節炎による頸髄症の１
例

  滋賀医科大学整形外科
   大村喜久雄・浦川　　潤・駒井　　理
   井上　康二・勝浦　章知・松本　圭司
   西岡　淳一・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

12． Mycobacterium Szulgai による肺感染症を合併した頸
椎カリエスの１症例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   小味　克巳・藤原　桂樹・浅野　雅敏
   柴田　　徹・桜井　　隆・藤田　秀隆
   吉田　竹志・長野　重郎・多賀　一郎
   東　　文造・北野　継弐・荻野　　洋

13． 18才に発症した胸椎黄色靱帯骨化症
  京都大学整形外科
   栗原　康雄・岩崎　廉平・清水　克時
   岡田　欣文・山室　隆夫

14． 腰椎々間ヘルニアを伴った後方偶角解離による下肢麻
痺の１例

  舞子台病院整形外科
   高橋　信男・司馬　良一・荒堀弥須男

15． 外傷性両側股関節脱臼の１症例
  奈良県立医科大学整形外科
   前田　　学・川手　健次・井上　恵介
   大串　　始・大根田　豊・玉井　　進
  奈良県立医科大学救急医学
   宮本　誠司

16． Herbert screw で固定した大腿骨頭骨折の２例
  兵庫医科大学整形外科
   丹野　雅彦・楊　　鴻生・田中　寿一
   根来　秀明・荒川　　晃・立石　博臣
   圓尾　宗司

17． 嵌頓し変形した半月に対する縫合術の１例
  大阪大学整形外科
   松本　憲尚・井上　雅裕・前田　　朗
   中川　滋人・史野　根生・小野　啓郎
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第265回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成２年12月15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． 三次元動作解析装置を用いた投球動作分析
  京都府立医科大学整形外科
   河野　　茂・常岡　秀行・高井　信朗
   玉井　和夫・奥田　良樹・平澤　泰介
  京都府立医科大学病院リハビリテーション科
   畠中　泰彦
  京都教育大学体育学科
   山際　哲夫

２． 左前腕と左下腿に発生した多発性神経鞘腫の１例
  兵庫医科大学整形外科
   荒川　　晃・山田　　博・立石　博臣
   田中　寿一・山下　仁司・永井　琢已
   丹野　雅彦・高岩　　均・圓尾　宗司

３． Kallmann 症候群に伴った大腿骨頭すべり症の１例
  那智勝浦町立温泉病院整形外科
   山崎　勇二・二宮　晴夫・室田　靖輔
  那智勝浦町立温泉病院内科
   森田　　一

４． 長母指伸筋腱，長橈側手根伸筋腱，伸筋支帯間の破格
腱の１例

  社会保険紀南綜合病院整形外科
   谷口　泰徳・池田　芳樹・島　　欽也
   船岡　信彦・吉田　宗人

５． 磁気刺激による体性感覚誘発電位が手術適応決定に有
用であった腕神経叢損傷の１例

  関西医科大学整形外科
   大野　博史・小川　亮惠・亀山　　修
   児島　　新・斎藤　貴徳・松原　基子
   坂本美也子

６． 両足底に生じた Dupuytren 型線維腫症の１例
  滋賀医科大学整形外科
   冨士居和之・猿橋　康雄・藤田　資文
   前野　幹幸・岩崎　　淳・福田　眞輔

７． 膝関節部に発生した弾性線維腫の１例
  大阪医科大学整形外科
   桶田　正成・森田　純弘・森下　　忍
   小野村敏信
  大阪医科大学附属病院中検病理
   堤　　　啓

８． 局所再発をくり返した背部デスモイドの１例
  大阪労災病院整形外科
   中　　紀文・山口　拓嗣・広川　容子
   浜田　茂幸・土井　照夫

９． 頸部に発生した Pseudomalignant Myositis Ossificans 
の１例

  大阪逓信病院整形外科
   藤田　　悟・中村　博行・石田　通暁
   大澤　　傑
  大阪府立成人病センター整形外科
   上田　孝文

10． 半月板損傷を伴い膝部に強い疼痛を訴えた脛骨骨端部
類骨骨腫の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   松山　明彦・玉置　哲也・木浦　賀文
   川上　　守・木下　裕文・谷　　智弘
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・青木　雅昭・北裏　清剛

11． 大腿骨骨折手術中に発症した悪性高熱症候群の１例
  大津赤十字病院整形外科
   小竹　俊郎・光野　一郎・井戸　一博
   采野　　進・𣳾永　　募・藤田　　仁

12． 下肢単純横骨折に合併した脂肪塞栓症候群の２例
  行岡病院整形外科
   岩本研次郎・速水　泰彦・豊山　広治
   山内　栄二・村井　正和・松本　憲尚
   行岡　正雄・七川　歓次

13． 慢性関節リウマチにみられた肘外上顆滑液包炎の１例
  行岡病院リウマチ科
   井川　　宣・行岡　正雄・七川　歓次
  大阪大学医学部病理病態
   伏見　博彰

14． 第１中足骨結核の１例
  宇治徳洲会病院整形外科
   菅　　俊光・小野澤敏弘・岩本　和峻
  関西医科大学整形外科
   小川　亮惠

15． Migratory Osteolysis of the Lower Extremities の１例
  大阪大学整形外科
   鳥塚　之嘉・菅野　伸彦・斎藤　正伸
   大園　健二・高岡　邦夫・小野　啓郎

16． 外傷性上腕骨遠位骨欠損に対し人工肘関節置換を施行
した１例

  近畿大学整形外科
   野瀬　　優・大江　久之・久保田　恭
   中野　彰夫・保脇　淳之・富原　光雄
   濱西　千秋・田中　清介
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17． 足背部に発生し，非特異的部位に転移をきたした軟骨
肉腫の１例

  神戸大学整形外科
   箱木　知也・高島　孝之・井口　哲弘
   水野　耕作・廣畑　和志
  神戸大学中検病理部
   岡田　　聰
  神戸大学第２外科
   木花　鋭一・石井　　昇

18． 右腸骨に発生せる Low grade intraosseous osteosar-
coma の１症例

  大阪市立大学整形外科
   家口　　尚・高見　勝次・松田　昌弘
   石田　俊武

19． 腰椎に発生した aneurysmal bone cyst の２例
  大阪厚生年金病院整形外科
   西野　　稔・能勢　和政・大和田哲雄
   稲岡　正裕・山本利美雄

20． 腰椎下関節突起形成異常の３例
  関西電力病院整形外科
   石井　真介・池田　　清・中山裕一郎

21． 腰椎椎間板ヘルニアに伴う反射性交感神経萎縮症の１
例

  紀南綜合病院整形外科
   池田　芳樹・吉田　宗人・船岡　信彦
   谷口　泰徳・島　　欽也
  玉置病院
   中城　忠孝

22． 経口的軸椎除圧術が有効であった脊髄空洞症の１例
  京都大学整形外科
   清水　　真・清水　克時・岩崎　廉平
   坂本　　啓・山室　隆夫



- 325 -

第266回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年１月19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． 多椎間にわたり硬膜外腔及び神経根に浸潤した 
meningioma の１例

  大阪市立大学整形外科
   豊川　英樹・松田　英雄・陳　　統一
   坂中　秀樹・安田　匡孝・宮内　　晃
   保川　英一・吉村　光央・島津　　晃

２． 画像上髄内腫瘍を疑わせた脊髄炎の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   城戸　　顕・植田百合人・西山　茂晴
   松山　悦啓・宮内　義純・三井　宜夫
   玉井　　進

３． Candida tropicalis による腰椎脊椎炎の１例
  八尾徳洲会病院整形外科
   名島　将浩・山口　康二・長谷川　　潔
  八尾徳洲会病院外科
   岡田　　廣
  八尾徳洲会病院内科
   原田　博雅

４． 平山病に対する頸椎前方固定術の１症例
  兵庫医科大学整形外科
   小笠　智嗣・谷口　　睦・松本　　学
   前田　　章・鮫島　志郎・黒田　　均
   圓尾　宗司

５． 軸椎分離症の１例
  三菱神戸病院整形外科
   梁　　昌鳳・鍋島　祐次・益子　秀久
  吉川病院整形外科
   橋本　　靖

６． 頸部脊髄症患者に発生した甘草による Rhabdomyolysis 
の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   西浦　弘晃・玉置　哲也・木下　裕文
   星野　　潤・西田　宗弘
  和歌山県立医科大学神経病研究部
   吉田　宗平

７． 特発性一過性大腿骨頭骨萎縮の１例
  東住吉森本病院整形外科
   調子　和則・猪瀬　正美・淵田　昌克
   辻　　康之・勝山　真介
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

８． IgA 欠損症を伴う MRA に対して自家血輸血（エリス
ロポエチン併用）により TKR を施行した１例

  京都大学整形外科
   笠井宗一郎・笠井　隆一・山室　隆夫
  京都大学輸血部
   則岡美保子・伊藤　和彦

９． 坐骨神経を巻き込んだ大腿部 fibromatosis の１例
  京都府立医科大学整形外科
   阪本　厚人・楠崎　克之・中村紳一郎
   式田　年晴・平澤　泰介
  公立南丹病院整形外科
   吉野　信之

10． 骨肉腫の鼠径部リンパ節転移を疑わせた金属粉による
反応性リンパ節腫瘤の１例

  大阪大学整形外科
   神藤　佳孝・内田　淳正・吉川　秀樹
   加藤　次男・小野　啓郎

11． 神経症状により発症した悪性リンパ腫
  関西医科大学整形外科
   中尾　浩志・小川　亮惠・西川　正治
   菅野　　博・徳永　裕彦

12． 左心房より転移したと考えられる右大腿部 MFH の１
例

  近畿大学整形外科
   大江　久之・田中　清介・宗円　　聡
   中野　彰夫・久保　　恭・西本　慎作
   山根　敏彦・野瀬　　優

13． 肺転移を生じた骨巨細胞腫の２例
  京都府立医科大学整形外科
   吉野　信之・楠崎　克之・山口　佳彦
   式田　年晴・中村紳一郎・平澤　泰介

14． 肋骨に発生した脱分化型軟骨肉腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   土肥　潤二・石澤　命仁・井上　康二
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊
  滋賀県立成人病センター
   田縁　千景

15． 仙骨部骨巨細胞腫と腱鞘巨細胞腫が同時に発症した１
例

  京都市立病院整形外科
   岡田　　温・四方　實彦・吉田　成仁
   田口　保志・多田　弘史・葛岡　達司
   古川　泰三

16． 陳旧性手舟状骨単独脱臼の１例
  国立舞鶴病院整形外科
   杉本　茂之・大橋　正一・柳川　哲二

17． 高齢者の裂手症に対して手術を施行した１症例
  大阪労災病院整形外科
   前　　憲作・日高　典昭・露口　雄一
   山口　拓嗣・土井　照夫

18． ギプスによる前腕阻血性壊死に橈骨，正中，尺骨神経
麻痺を合併した１例

  神戸大学整形外科
   黒田　良祐・中野圭一郎・水野　耕作
   廣畑　和志
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19． 上腕二頭筋腱付着部に生じた滑液包炎の１例
  大阪医科大学整形外科
   浜田　智志・阿部　宗昭・土居　宗算
   澄川　　司・小野村敏信

20． 上腕二頭筋長頭腱の亜脱臼を伴った肩甲下筋腱深層不
全断裂の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   横山　浩子・尾崎　二郎・冨田　恭治
   松倉　正晴・玉井　　進

21． 診断に難渋した骨化性筋炎の１例
  市立藤井寺市民病院整形外科
   広谷　高志・斎藤　英雄
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃
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第267回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年２月16日　午後２時
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科教室　平澤　泰介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 膝蓋骨コンポーネントの破損を来した TKA（M/G 型）
の２例

  京都府立医科大学整形外科
   杉田　　誠・高井　信朗・西浦　　博
   須津　富鵬・井上　　望・山下　文治
   平澤　泰介
  神戸海岸病院整形外科
   葛原　　啓

２． 慢性アルコール中毒患者の骨代謝
  和歌山県立医科大学整形外科
   峠　　　康・玉置　哲也・上好　昭孝
   浜崎　広洋・木浦　賀文・木下　裕文
   嶋　　公大・栗原　公博・山田　　宏

３． 手根管症候群に合併したギオン管症候群の１例
  社会保険紀南綜合病院整形外科
   池田　芳樹・吉田　宗人・船岡　信彦
   谷口　泰徳・島　　欽也
  社会保険紀南綜合病院病理
   田中　智之

４． 手根管症候群で発症した慢性関節リウマチの２症例
  大阪大学整形外科
   松井　好人・東　　文造・林田　賢治
   村井　正和・島田　幸造・河井　秀夫
   木村　友厚・越智　隆弘・小野　啓郎

５． 舟状骨亜脱臼を伴った陳旧性尺側手根中手関節骨側脱
臼の１例

  滋賀医科大学整形外科
   大村喜久雄・藤田　資文・斎藤　　潤
   駒井　　理・福田　眞輔

６． 頭蓋頸椎移行部奇形による斜頸に対する１手術例
  大阪医科大学整形外科
   佐藤　　敦・谷田　泰孝・石田　龍吉
   岩井　宏次・宮地　芳樹・渡辺　秀男
   小野村敏信

７． MRI が診断上有用であった特発性脊髄出血の１症例
  高槻赤十字病院整形外科
   小田　幸作・岸本　郁男・松居　孝一
   神原　清人・辻村　知行

８． 頸椎黄色靱帯石灰化症の１例
  社会保険紀南綜合病院整形外科
   島　　欽也・吉田　宗人・船岡　信彦
   谷口　泰徳・池田　芳樹
  社会保険紀南綜合病院病理
   田中　智之

９． 小児骨髄炎における MRI 画像診断と治療
  関西労災病院リハビリテーション診療科
   安原　良典・住田　幹男・光武　　宏
  関西労災病院整形外科
   北野　公造

10． MRSA による小児大腿骨骨髄炎に膿胸を併発した１
例

  京都大学整形外科
   村上　　弘・松末　吉隆・小野　講三
   大庭　真央・山室　隆夫
  京都大学小児科
   真弓　光文・浅井　康一

11． 膝蓋骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  関西医科大学整形外科
   竹内　賢治・小川　亮惠・西川　正治
   玉置　譲二・田中　康之
  関西医科大学中検病理
   岡村　明治

12． 大腿骨悪性腫瘍に対する Kotz 下肢再建システムを応
用した１例

  近畿大学整形外科
   宮城　一郎・田中　清介・富原　光雄
   林　　　晃・堀越　正智・野瀬　　優

13． 二胞性囊胞を形成した馬尾神経鞘腫の１例
  神戸大学整形外科
   宇野　耕吉・原田　俊彦・井口　哲弘
   廣畑　和志

14． 第５腰椎に広範な骨破壊を生じた巨大な神経鞘腫の１
例

  富田林病院整形外科
   光山　孝慶・神原　幹司・黄　　文欽
   定　　直行・根元　成佳

15． 急速に下肢対麻痺をきたした胸椎発生動脈瘤様骨囊腫
の１症例

  奈良県立医科大学整形外科
   亀井　　滋・植田百合人・西山　茂晴
   松山　悦啓・三井　宣夫・宮内　義純
   玉井　　進

16． 診断に難渋した国外人工股関節置換術後の股部痛
  大阪市立大学整形外科
   保川　英一・坂和　　明・油谷　安孝
   阪根　　寛・吉田研二郎・浅田　莞爾
   島津　　晃
  フジタ外科病院
   藤田　正躬

17． THR 後に生じた腸骨疲労骨折の２例
  兵庫医科大学整形外科
   山内　伸一・立石　博臣・楊　　鴻生
   根来　秀明・趙　　南日・牧浦　正之
   岩田　康男・中野　啓三・圓尾　宗司
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18． 仲井間法による踵骨骨折の治療経験
  済生会和歌山病院整形外科
   北裏　清剛・桜井　啓一・青木　雅昭
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　哲也
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第268回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年３月30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　玉井　　進
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． 治療に難渋した MRSA による骨・関節感染症の２例
  関西医科大学整形外科
   山本　　康・小川　亮惠・亀山　　修
   石田　尊啓・川北　浩史・玉置　譲二

２． サルモネラル菌によると考えられた多発性骨髄炎の１
症例

  京都府立医科大学整形外科
   辻原　隆是・井上　　望・楠崎　克之
   平澤　泰介
  京都府立医科大学小児科
   河村栄美子・松原　為人・杉本　　徹

３． 上腕骨頸部骨折に伴った腋窩動脈損傷の経験
  奈良県立医科大学整形外科
   前田　　学・矢島　弘嗣・奥田　亮宏
   玉井　　進
  奈良県立医科大学救急科
   井上　恵介・宮本　誠司

４． 肩関節拘縮症状を呈した Fibroma の１例
  大阪労災病院整形外科
   山口　拓嗣・露口　雄一・日高　典明
   土井　照夫
  国立療養所千石荘病院整形外科
   西上　茂樹
  大阪府立病院整形外科
   濱田　秀樹

５． 翼状肩甲骨に対して肩甲骨固定術を行った顔面肩甲上
腕型筋ジストロフィーの１例　̶ Leeds-Keio 人工靱
帯の使用経験̶

  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   香山　幸造・謝　　典潁・生田　進一
   清家　重郷・藤井　正司・原田　義昭

６． 肩関節脱臼骨折後変形治癒に対し人工骨頭置換術を施
行した１症例

  榛原総合病院整形外科
   建道　壽教・仲川　喜之・石橋　　治
   長谷川克純・奥田　寿夫・梅垣　修三

７． RA 患者におこった両側尺骨頭掌側脱臼の１例
  三菱神戸病院整形外科
   坂井　　毅・朱　　康志・鍋島　祐次
   益子　秀久

８． グロームス腫瘍に対する超音波断層法
  大阪医科大学整形外科
   大坂　芳明・阿部　宗昭・長谷川利雄
   石津　恒彦・土居　宗算・小野村敏信

９． 成人に達するまで治癒しなかった乳幼児母指バネ指の
３症例

  大阪市立大学整形外科
   釜野　雅行・楠　　正敬・中土　　保
   豊川　英樹・島津　　晃

10． Herbert screw による有頭骨骨折の治療経験
  兵庫医科大学整形外科
   吉本　明弘・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・松原　康秀・駒井　正彦
   圓尾　宗司

11． 膝関節前方に転位した脛骨顆部後方骨軟骨骨折の１例
  国立神戸病院整形外科
   木下　誠司・鷲見　正敏・庄　　智矢
   片岡　　治

12． 多発骨折を契機に発見された Secondary Osteoporosis 
の２例

  城北市民病院整形外科
   林　　成治・林　　卓夫・田中　一成
   原　　好延・鈴木　　孝・中本　達郎
  中本病院整形外科
   広瀬　　保

13． 術後投与された薬剤が発症原因と考えられた再生不良
性貧血の１例

  京都府立医科大学整形外科
   四方　秀人・寺内　知樹・久保　俊一
   高井　信朗・平澤　泰介
  京都府立医科大学第１内科
   坂根　直樹
  京都府立医科大学第１病理
   村田　晋一

14． 環軸椎形成不全に併発した骨性隆起により脊髄症状を
呈した１症例

  東大阪市立中央病院整形外科
   市居　幸彦・広岡　靖隆・五島　　淳
   大村　哲司・山岡　茂雄
  町立吉野病院整形外科
   佐々木裕次
  田中病院整形外科
   横田　英麿

15． 強直性脊椎炎の一例
  近畿大学整形外科
   勝久　敬太・田中　清介・浜西　千秋
   富原　光雄・宗円　　聡・山根　敏彦

16． 脊髄くも膜囊腫の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   森野　　統・玉置　哲也・寺尾　賢秀
   川上　　守・岩橋　俊幸・楠本　幸弘
   増田　研一・加藤　　健・木浦　賀文
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17． 成人発症の Tethered cord syndrome
  京都大学整形外科
   伊藤　　宣・岩崎　廉平・清水　克時
   西尾　　健・山室　隆夫

18． 他の骨盤環の損傷を伴わない両側仙腸関節脱臼骨折の
１例

  海南市民病院整形外科
   保田　賢展・九鬼　良行
  国保橋本市民病院整形外科
   河原　史郎・橋本　高史・榎本　晃芳
  堺市民病院整形外科
   山本　泰生
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　哲也

19． 股関節離断性骨軟骨炎の一治療経験
  公立宍粟郡民病院整形外科
   鈴木　里美
  兵庫県立柏原病院整形外科
   南　　久雄・田中　　康・和田　光知

20． 股関節後方脱臼を伴った寛骨臼後柱骨折の１例
  中谷整形外科病院整形外科
   丸井　　隆・村津　裕嗣・中谷　正臣
  神戸大学整形外科
   水野　耕作・廣畑　和志

21． 股関節に発生した巨大な石灰沈着性の１例
  京都市立病院整形外科
   葛岡　達司・四方　實彦・吉田　成仁
   田口　保志・岡田　　温・多田　弘史
   古川　泰三

22． 人工股関節再置換術後に生じた大腿骨骨幹部骨折に 
Mennen Plate を使用した１例

  京都大学整形外科
   上村　正樹・山室　隆夫・笠井　隆一
   清水　和也
  愛媛大学整形外科
   奥村　秀雄

23． 内側大腿回旋動脈の閉塞を認めた大腿骨頭壊死の１例
  滋賀医科大学整形外科
   土肥　潤二・井上　康二・岩崎　　淳
   斎藤　　潤・駒井　　理・浅嶌　周造
   西岡　淳一・福田　眞輔

24． 多発性外骨腫症における足関節外反変形の２例
  大阪大学整形外科
   松井誠一郎・小島　　朗・中原　治彦
   小野　啓郎

25． 特発性距骨無腐性壊死の１例
  神戸大学整形外科
   三束　武司・水野　耕作・佐浦　隆一
   廣畑　和志

26． 慢性化膿性骨髄炎に続発した悪性線維性組織球腫の１
症例

  岡波総合病院整形外科
   中河　庸治・荻田　恭也・青木　　孝
   海野　正登
  岡波総合病院中央検査部
   橋本　秀哉・白石　泰三
  奈良県立医科大学整形外科
   三井　宜夫・玉井　　進
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開催年月日：平成３年５月11日　午後２時
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． ポリオによる麻痺性肩関節脱臼に対し肩機能再建術を
行った１症例

  奈良県立医科大学整形外科
   門田　哲也・尾崎　二郎・冨田　恭治
   玉井　　進

２． 母趾の外側種子骨無腐性壊死の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   岡橋　達晃・高倉　義典・田中　康仁
   千福　健夫・玉井　　進

３． 内側楔舟関節脱臼の１例
  三菱神戸病院整形外科
   朱　　康志・益子　秀久

４． 大腿骨頸部骨折，骨折型と骨塩量の比較検討（QDR1000 
による BMD 測定）

  公立神崎総合病院整形外科
   井口　晋司・竹内　一喜・大野　憲一
  打村整形外科
   打村　昌一

５． Paragangliomas of the Cauda Equina
  大阪労災病院整形外科
   細井波留夫・天野　敬一・宮脇　裕二
   土井　照夫

６． 軸椎椎体に発生した類骨骨腫の１例
  大阪医科大学整形外科
   市場　厚志・石橋伊三郎・西本　雅彦
   宮地　芳樹・渡辺　秀男・小野村敏信
  枚方市民病院整形外科
   池田　克己・武田　勝雄

７． 胸椎椎体に発生した Osteoid Osteoma の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   簗瀬　能三・玉置　哲也・川上　　守
   中谷　如希・谷口　泰徳

８． 根症状を来した腰椎後縦靱帯骨化症の１例
  関西医科大学整形外科
   宮島　茂夫・坂本美也子・菅野　　博
   森　　良樹・小川　亮惠

９． 外傷性腰部椎間板ヘルニアの新鮮例
  高槻赤十字病院整形外科
   松居　孝一・岸本　郁男・神原　清人
   小田　幸作・辻村　知行

10． 原発性アミロイドーシスによる脊椎多発骨折の１例
  大阪大学整形外科
   松峯　昭彦・細野　　昇・米延　策雄
   小野　啓郎

11． 第11胸椎後方脱臼の１例
  大阪府立病院整形外科
   恵島　之彦・冨士　武史・田中　正道
   加藤　泰司・織戸　弘行・増原　建作
   廣田　茂明・濱田　秀樹
  南大阪療育園整形外科
   佐々木　哲

12． 乳癌脊椎転移に対する放射線療法
  大阪府立病院整形外科
   織戸　弘行・田中　正道・加藤　泰司
   恵島　之彦・増原　建作・廣田　茂明
   冨士　武史・濱田　秀樹
  大阪府立病院放射線治療科
   東　　　巌

13． Luque Rod Fixation による candida 脊椎炎の治療
  京都大学整形外科
   多田　晴彦・岩崎　廉平・清水　克時
   村上　　弘・山室　隆夫

14． 結核性胸鎖関節炎の３例
  京都府立医科大学整形外科
   阪本　厚人・小川　博之・日下　義章
   山下　文治・藤田　隆生・平澤　泰介

15． 神経線維腫症に伴う脊柱側弯症の１症例
  大阪市立大学整形外科
   湊　　康行・中村　博亮・坂和　　明
   島津　　晃
  済生会中津病院整形外科
   松田　英樹

16． 神経損傷を伴った仙骨骨折の１例
  市立岸和田市民病院整形外科
   渡邊　治彦・森竹　財三・百名　克文
   大成　浩征
  京都大学整形外科
   飯田　寛和

17． 乳児原発性腸腰筋膿瘍の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   和田　孝彦・多賀　一郎・北野　継弐
   藤原　桂樹・永野　重郎・藤田　秀隆
   藤本　眞弘・桜井　　隆・浅野　雅敏
   荻野　　洋・上野　良三

18． 14歳の先天性股関節脱臼症例に施行した Colonna 関
節形成術

  京都大学整形外科
   伊藤　　宣・山室　隆夫・脇田　重明
   瀬戸　洋一・清水　和也

19． 臼蓋形成術を併用したバイポーラ人工骨頭置換術後に
骨螺子の損傷をきたした１例

  神戸大学整形外科
   坂井　　毅・清水　富男・宇野　耕吉
   廣畑　和志
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20． 大腿骨頸部骨折例における術前の全身評価
  宇治徳洲会病院整形外科
   岩本　和峻・小野澤敏浩・菅　　俊光
   吉栖　和仁

21． 踵骨 multifocal ossification の２例
  姫路聖マリア病院整形外科
   向井　　宏・藤井　英夫・佐藤　　進
   工藤　俊男・上原　　香

22． 多発性神経鞘腫の１例
  公立学校共済組合整形外科
   中瀬　尚長・藤原　邦高・川津　伸夫
  近畿中央病院臨床検査科
   山下　憲一

23． 奇妙な骨転移を起こした胃癌の１剖検例
  兵庫医科大学整形外科
   長濱　史朗・楊　　鴻生・岩田　康男
   木村　一雄・中野　啓三・鮫島　志郎
   山田　　博・立石　博臣・圓尾　宗司

24． 妊娠を契機に発症した低リン性ビタミン D 抵抗性骨
軟骨症の１例

  滋賀医科大学整形外科
   金本　昌邦・斎藤　　潤・石澤　命仁
   福田　眞輔

25． 大腿四頭筋内ガングリオンの１例
  近畿大学整形外科
   葭井　健男・三島　昭彦・福田　寛二
   富原　光雄・田中　清介

26． ガングリオンが誘因と思われる de Quervain 病の１例
  大津赤十字病院整形外科
   小竹　俊郎・須藤　容章・光野　一郎
   采野　　進・井戸　一博・𣳾永　　募
   上村　正樹・藤田　　仁

27． 遠位橈尺関節尺骨掌側脱臼の１例
  市立西脇病院整形外科
   板倉　良友・立花　敏弘・園田　万史

28． 上腕骨骨折を伴った大理石病の１例
  社会保険大和郡山総合病院整形外科
   中山威知郎・角谷　慶明

29． 高齢発症した反復性肩関節前方脱臼の１例
  関西医科大学附属香里病院整形外科
   二宮　俊憲・坂根　正則・藤本　啓治
   日下部育男・濱田　　彰

30． 母指切断に対して仮骨延長術を行った１症例
  西大阪病院整形外科
   山崎　　久・小田　明彦・森本　法生
   斎ノ内二郎
  大阪医科大学整形外科
   阿部　宗昭
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開催年月日：平成３年６月29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：住友製薬道修町ビル　７階

１． 尾骨化膿性骨髄炎の１例
  神戸大学整形外科
   寺下　徹弥・三枝　康宏・水野　耕作
   廣畑　和志

２． 骨腫瘍との鑑別が困難であった骨髄炎の症例の経験
  大阪市立大学整形外科
   岸本　正文・石田　俊武・高見　勝次
   家口　　尚・島津　　晃

３． アミロイド関節症に合併した急性化膿性肩関節炎の一
例

  大阪医科大学整形外科
   堀口　泰輔・長谷川利雄・阿部　宗昭
   木下　光雄・土居　宗算・石津　恒彦
   小野村敏信

４． 両側に trigger wrist を発生した慢性関節リウマチの一
例

  関西医科大学香里病院整形外科
   坂根　正則・二宮　俊憲・藤本　啓治
   日下部育男・濱田　　彰

５． 膝窩筋腱付着部剝離骨折の一例
  大阪労災病院整形外科
   広川　容子・中　　紀文・浜田　雅之
   土井　照夫

６． 大腿骨骨幹部骨折を起こした Shiers type TKR の再置
換例

  京都大学整形外科
   栗原　康雄・山室　隆夫・笠井　隆一
   清水　和也・瀬戸　洋一・大庭　真央

７． 両側に発症した Sinding-Larsen Johansson 病の一例
  市立豊中病院整形外科
   井本　一彦・浅井　達郎・冨田　哲也
   金　　光成・皷　　敏光

８． 膝関節に発生したメロレオストーシスの一例
  京都府立医科大学整形外科
   斎藤　令馬・山下　文治・平澤　泰介
  宇治病院整形外科
   藤井　博之・原　　浩史・岡田　　哲

９． 仙腸関節亜脱臼及び恥骨結合離開を合併した大腿切断
例について

  兵庫県リハビリテーションセンター整形外科
   棚瀬　嘉宏・中島　咲哉・坂田　敏郎
   高田　正三・津村　暢宏・宇田　宙照
   澤村　誠志

10． 外傷性腕神経叢麻痺の術中電気診断　̶硬膜外脊髄誘
発電位の有用性について̶

  大阪大学整形外科
   中西　啓文・村瀬　　剛・河井　秀夫
   川端　秀彦・小野　啓郎

11． 大腿後部に発症した Posterior Compartment Synd-
rome の一症例

  奈良県救命救急センター整形外科
   宗安　昭佳・岩井　　誠・中山正一郎
   土井　康司
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進

12． 高圧注入損傷の２例
  吉本病院整形外科
   青山　賢治・藤本淳一郎・幅田　　孝
   吉本　恵則
  奈良県立医科大学整形外科
   矢島　弘嗣・川西　弘一・玉井　　進

13． 右大腿静脈閉塞を来した腸腰筋内リンパ血管腫の一例
  西宮市立中央病院整形外科
   寺田　幸生・中村　昌弘・山本　隆文
   竹本　勝一・天野　正昭
  西宮市立中央病院病理
   玉井　正光

14． 大腿軟部組織に発生した悪性顆粒細胞腫の一例
  兵庫医科大学整形外科
   熊野　栄治・山田　　博・高岩　　均
   濱名　傳平・立石　博臣・圓尾　宗司
  兵庫医科大学病理学教室
   西上　隆之・植松　邦夫

15． Low Grade Central Osteosarcoma の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   竹嶋　俊近・宮内　義純・三井　宜夫
   朴木　寛弥・玉井　　進

16． 幼児に発生した胸腰部神経節細胞腫の一例
  奈良県立医科大学整形外科
   亀井　　滋・植田百合人・西山　茂晴
   松山　悦啓・玉井　　進
  奈良県立医科大学小児科
   吉岡　　章
  奈良県立医科大学泌尿器科
   三馬　省二

17． 膝前十字靱帯部に発生した膝関節内ガングリオンの２
症例

  近畿大学整形外科
   段　　秀和・田中　清介・藤田　昌彦
   薩摩　　博・西本　慎作・辻本　晴俊
   菊地　　啓・宗円　　聡



- 334 -

18． 大腿四頭筋内に見られたガングリオンの２例
  高砂市民病院整形外科
   草別　一成・川井　和夫・池田　正則
   佐藤　啓三・戸田　　誠
  公立和田山病院整形外科
   山本　英明

19． 慢性骨髄炎に続発した瘻孔癌の一例
  国立白浜温泉病院整形外科
   安田　昌樹・冨田　哲也・辻林　啓幸
   津山研一郎・膳　　棟造

20． 慢性関節リウマチによる小指屈筋腱断裂の一例
  高槻赤十字病院整形外科
   辻村　知行・岸本　郁男・松居　孝一
   神原　清人・小田　幸作

21． PCA 型人工膝関節膝蓋骨コンポーネント破損の一例
  阪南中央病院整形外科
   小泉　寿章・増田　達之・松峯　昭彦
   前中　孝文

22． 仙椎部に発生した root sleeve dilatation により臀部痛
を来した一例

  新河端病院整形外科
   成山　雅昭・稲毛　昭彦
  大阪医科大学整形外科
   宮地　芳樹・瀬木　治郎・石津　恒彦
   河端　博也・小野村敏信

23． 外側円板状メニスクスに合併した大腿骨外側顆離断性
骨軟骨炎様変化の一例

  平井病院整形外科
   出目　　明・奥田　亮宏・桝田　義英

24． 陳旧性半腱様筋断裂の一例
  三木市民病院整形外科
   山川　隆由・有田　親史・阪田　賢吾
   増田　真造

25． 関節症状を初発症状とした Marie-Bamberger 症候群
の一例

  ベリタス病院整形外科
   加藤　　洋
  大阪府三島救命救急センター
   土肥　恒夫・福本　仁志
  大阪医科大学中央検査室
   黒川　　彰

26． 小児上腕骨内顆骨折の一例
  友紘会総合病院整形外科
   岡崎　辰也・田中　真一郎・岡本　雅雄
   福井　浩一
  武田病院
   陵本　清剛

27． Candida による腰椎椎間板炎の一例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   荒巻　忠道・角田　雅也・北澤　久也
   菊本喜代司・藤田　久夫

28． 妊婦に生じた右大腿骨転子下骨折の一例
  関西医科大学整形外科
   中村　誠也・小川　亮惠・西川　正治
   森本　忠信・神部　賢一

29． 最近経験した股関節強直に対する THR の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   竹島　良知・上好　昭孝・木下　裕文
   小椋　廣次・楠本　幸弘・栗本　公博
   橋爪　　洋・玉置　哲也
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第271回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年７月27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． Luqe instrumentation による後方固定をおこなった 
Down 症候群の環軸椎脱臼の２例

  和歌山県立医科大学整形外科
   山田　　宏・寺尾　賢秀・川上　　守
   玉置　哲也
  国保橋本市民病院整形外科
   浜崎　広洋
  和歌山労災病院整形外科
   佐々木俊二

２． 自然治癒した急性腰椎硬膜外血腫の一例
  住友病院整形外科
   勝部　博之・松本　憲尚・津田　隆之
   中嶋　　洋・西塔　　進

３． 第４腰椎に発生した類骨骨腫と思われた一症例
  兵庫医科大学整形外科
   李　　一浩・谷口　　睦・前田　　章
   山本　勝彦・木下厳太郎・別所　康生
   小林　紀郎・青木　康夫・圓尾　宗司
  兵庫医科大学病理部
   植松　邦夫

４． 第３腰椎椎体から椎間板腔へ発生した骨軟骨腫
  京都大学整形外科
   牛尾　一康・岩崎　廉平・清水　克時
   小野　講三・山室　隆夫
  京都大学病理部
   綿谷　茂樹

５． 項部に発生した神経鞘腫の１例
  京都市立病院整形外科
   古川　泰三・四方　實彦・多田　弘史
   田口　保志・田中　千晶・岡田　　温
   相馬　　靖・保坂　泰介
  京都市立病院臨床検査部
   金　　榮治

６． 烏口鎖骨間関節症に起因する胸郭出口症候群
  京都大学整形外科
   伊藤　　宣・濱　　弘道・松末　吉隆
   小野　講三・山室　隆夫
  京都大学病理部
   綿谷　茂樹
  長浜市立病院整形外科
   西松　秀和

７． Crush syndrome の２例
  城北市民病院整形外科
   朴　　正秀・林　　卓夫・原　　好延
   鈴木　　孝・中本　達郎
  城北市民病院麻酔科
   佐谷　　誠

８． 肘関節前後分散脱臼の一例
  弥栄町国民健康保険病院整形外科
   福嶋　賢三・長浜　信一・橋本　亮治
  藤井寺市民病院整形外科
   姜　　宗三

９． RA 長母指屈筋腱断裂の２例
  関西医科大学整形外科
   石本　哲也・山本　　学・菅野　　博
   南川　義隆・小川　亮惠

10． アルカプトン尿症性関節症の１例について
  近畿大学整形外科
   本吉　　寛・三嶋　昭彦・田中　清介

11． Olecranization of the patella による固定を併用した 
PCL 再建術の経験

  京都府立医科大学整形外科
   大槻　康雄・須津　富鵬・平澤　泰介
  公立南丹病院整形外科
   吉野　信之
  明治鍼灸大学整形外科
   山口　佳彦

12． 股関節に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の一例
  京都府立医科大学整形外科
   松尾　健志・大塚　悟朗・田久保興徳
   福録　　潤・久保　俊一・平澤　泰介

13． 膝嵌頓を呈した色素性絨毛結節性滑膜炎（PVS）の一
例

  大阪大学整形外科
   松井　好人・井上　雅裕・史野　根生
   小野　啓郎

14． 手関節に発生した滑膜軟骨腫症の１例
  舞子台病院整形外科
   戸祭　正喜・荒堀弥須男・司馬　良一

15． 全周性の腓骨遠位部 Chondromyxoid fibroma に対し
て同種皮質骨を用いて再建した一例

  市立豊中病院整形外科
   金　　光成・浅井　達郎・白木　隆士
   井本　一彦・鼓　　敏光
  市立豊中病院病理
   花田　正人
  大阪警察病院整形外科
   垣内　雅明

16． MTX 大量療法を併用し股関節離断後10年を経過した
骨肉腫の１例

  天理病院整形外科
   西口　　滋・多田　晴彦・近藤　了嗣
   村瀬　徹哉・広藤　栄一・宮崎　和躬
  京都大学医療技術短期大学部
   笠原　勝幸
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17． 距骨に発生した骨肉腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   江川　雅章・松本　圭司・石澤　命仁
   金本　昌邦・駒井　　理・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

18． 早期に多発骨転移をきたした骨肉腫の１例
  神戸大学整形外科
   藤田　郁夫・山本　哲司・高島　孝之
   水野　耕作・廣畑　和志
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第272回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年９月14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． MRI 及び電気生理学的検索が診断上有効であった腓
骨神経麻痺を来したガングリオンの１例

  関西医科大学整形外科
   玉置　譲二・小川　亮惠・西川　正治
   斎藤　貴徳
  新宮市立市民病院整形外科
   上川　英生

２． プロオートバイレーサーの手舟状骨偽関節に起こった
月状骨周囲脱臼の１例

  兵庫医科大学整形外科
   宮脇　淳志・田中　寿一・山下　仁司
   駒井　正彦・柳田　博美・美崎　　晋
   中野　利彦・圓尾　宗司
  かにえ整形外科
   蟹江　純一

３． 屈曲制限を主訴とした中指 MP 関節の Synovial chon-
dromatosis の１例

  大阪医科大学整形外科
   吉村　弘治・阿部　宗昭・中島　幹雄
   長谷川利雄・石津　恒彦・土居　宗算
   速水　英夫・小野村敏信
  大阪医科大学中央検査部
   堤　　　啓

４． 外傷性橈骨頭単独外側方脱臼の１例
  近畿大学整形外科
   板倉　寛昌・段　　秀和・永田　行男
   西本　慎作・菊池　　啓・保脇　淳之
   田中　清介

５． 有痛性手掌紅斑を伴った多発性筋炎の１例
  大阪大学整形外科
   小泉　雅彦・東　　文造・三岡　智規
   木村　友厚・林田　賢治・島岡　康則
   越智　隆弘・小野　啓郎

６． 肩鎖関節用装具の圧迫によると思われる前骨間神経麻
痺の１例

  大阪市立大学整形外科
   林　　成治・松田　英雄・陳　　統一
   坂中　秀樹・宮内　　晃・遠山　雅彦
   伊藤　陽一・島津　　晃
  大阪社会医療センター整形外科
   舟越　晃一・中田　信昭

７． 月状骨骨内ガングリオンの２例
  三菱神戸病院整形外科
   下奥　　靖・益子　秀久

８． 環指に発生した Chondrosarcoma と思われた１例
  大阪府立病院整形外科
   三岡　智規・広田　茂明・濱田　秀樹
   冨士　武史・田中　正道・小泉　寿章
   加藤　泰司・宮本　隆司

９． 多発結核を伴った胸鎖関節部結核の２例
  天理病院整形外科
   近藤　了嗣・宮崎　和躬・多田　晴彦
   西口　　滋・村瀬　徹哉・広藤　栄一

10． シャルコー関節と合併した多発性骨壊死の１例
  大阪逓信病院整形外科
   石田　通暁・渋谷　高明・藤田　　悟
   大澤　　傑

11． 梨状筋症候群の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・岡田　　温
   田口　保志・田中　千晶・多田　弘史
   相馬　　靖・古川　泰三

12． 腰部に発生した巨大な胞巣状軟部肉腫の１例
  京都大学整形外科
   清水　　真・飯田　寛和・琴浦　良彦
   清水　克時・岩崎　廉平・笠井宗一郎
   山室　隆夫

13． 無症候性に経過し健康診断で発見された巨大な胸椎部
神経節細胞腫の１症例

  奈良県立医科大学整形外科
   福井　　潤・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・玉井　　進
  奈良県立医科大学第三内科
   飯岡　壮吾

14． 胸腰椎移行部に発生した硬膜外結核性肉芽腫の一手術
例

  京都第一赤十字病院整形外科
   佐藤　弘明・宮本　達也・高　謙一郎
   清水　長司・中西　源和・小川　博之
   今井　　亮

15． Candida tropicalis による脊椎炎の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   中元耕一郎・玉置　哲也・寺尾　賢秀
   川上　　守・木下　裕文・栗本　公博
   夏見　和完
  済生会有田病院整形外科
   檀上　茂人

16． 交通外傷性頸部・腰部症候群の治療中に発症した 
HTLV-I associated myelopathy（HAM）の１症例

  榛原町立総合病院整形外科
   建道　寿教・仲川　善之・石橋　　治
   中井　敏幸・奥田　寿夫・梅垣　修三

17． 成人後に内反凹足変形・尿閉をきたして発症した脊髄
係留症候群の１例

  滋賀医科大学整形外科
   宮原健一郎・駒井　　理・勝浦　章知
   福田　眞輔
  滋賀医科大学泌尿器科
   椋本　一穂・若林　賢彦
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18． 明らかな外傷のない軸椎歯突起骨折により環軸関節脱
臼を生じた RA の１例

  京都府立医科大学整形外科
   藤原　浩芳・長谷　　斉・日下　義章
   山下　文治・平澤　泰介
  京都府立医科大学病理部
   植松　邦夫

19． 後縦靱帯骨化を伴った Pachydermoperiostosis の１例
  大阪労災病院整形外科
   柴田　敏弥・宮脇　裕二・天野　敬一
   土井　照夫

20． 川崎病による股関節炎の稀な１例
  国立神戸病院整形外科
   黒田　良祐・片岡　　治・鷲見　正敏
   南　　久雄・佃　　政憲・横山　　浩
   日野　高睦

21． 距舟関節に生じた骨化核癒合不全と考えられた１例
  神戸大学整形外科
   大内　聖士・赤松　俊浩・水野　耕作
   廣畑　和志
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第273回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年10月12日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　圓尾　宗司
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． MRI 所見により軟部腫瘍との鑑別を要した大腿筋膜
下血腫の１例

  京都府立医科大学整形外科
   細川　元男・常岡　秀行・楠崎　克之
   日下　義章・寺内　知樹・田久保興徳
   平澤　泰介

２． 下腿の Lateral compartment syndrome における超音
波診断法の有用性

  大阪医科大学整形外科
   瀬本　喜啓・小野村敏信・阿部　宗昭
   木下　光雄・森下　　忍・長岡　孝恭

３． 硬膜内脂肪腫を伴い成年発症した脊髄繋留症候群の１
例

  大阪厚生年金病院整形外科
   井澤　一隆・能勢　和政・稲岡　正裕
   清水　信幸・山本利美雄

４． 腰椎穿刺後に発生したと考えられる脊椎管内 
Epidermoid Cyst の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   高田　章弘・西野　　稔・大和田哲雄
   門脇　　徹・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   小林　　晏・川口　学永

５． 化膿性髄膜炎に対する外科的治療の１例
  天理病院整形外科
   近藤　了嗣・多田　晴彦・西口　　滋
   村瀬　徹哉・広藤　栄一・宮崎　和躬
  天理病院神経内科
   木下　彩栄・川村純一郎

６． 腰椎椎間板ヘルニアを合併した仙骨部硬膜外囊腫の１
例

  六地蔵総合病院整形外科
   藤井　敏之・中山　治樹・橋本　秀輝
  京都府立与謝の海病院整形外科
   張　　　京
  京都府立医科大学整形外科
   長谷　　斉

７． 骨化を伴った胸髄髄膜腫の２例
  国立神戸病院整形外科
   日野　高睦・片岡　　治・南　　久雄
   鷲見　正敏・佃　　正憲・横山　　浩
   黒田　良祐・飯尾　弘子

８． 一側肢に肥大・萎縮を同時発症した Klipper-
Trenaunay-Weber syndrome の１例

  大阪労災病院整形外科
   広川　容子・濱田　泰彦・中　　紀文
   濱田　茂幸・土井　照夫

９． 花火が手掌内に打ち込まれた症例
  京都大学整形外科
   坂本　武志・西島　直城・巌　　偉棋
   松末　吉隆・山室　隆夫

10． 上腕三頭筋長頭腱拘縮症の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   有山　信三・小野　浩史・矢島　弘嗣
   玉井　　進・尾崎　二郎

11． Sinking により Stem 先端が膝関節内に進入した人工
骨頭再置換の１例

  兵庫医科大学整形外科
   大迎　知宏・山田　　博・岩田　康男
   小倉健一郎・福西　成男・楊　　鴻生
   立石　博臣・圓尾　宗司
  明和病院整形外科
   松下　　績

12． 膵癌による皮下及び骨，関節内脂肪壊死の１例
  宇治徳洲会病院整形外科
   松木　　宏・菅　　俊光・小野沢敏弘

13． 殿部に発生した悪性血管外皮腫の１例
  近畿大学整形外科
   熊野　文雄・川端　　力・浜西　千秋
   田中　清介

14． 脛骨に発生した Adamantinoma の１例
  大阪府立病院整形外科
   小泉　寿章・広田　茂明・濱田　秀樹
   冨士　武史・三岡　智規・田中　正道
   加藤　泰司・宮本　隆司
  大阪府立病院病理科
   虎頭　　廉

15． Os sustentaculi により足根管症候群をきたした１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   井口　晋司・北澤　久也・井口　哲弘
   藤田　久夫

16． MRI が診断上有用であった足根管症候群の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   林　　誠之・高倉　義典・田中　康仁
   玉井　　進

17． 末端肥大症に発生した足関節内顆病的骨折の１例
  神戸大学整形外科
   山口　　基・高島　孝之・水野　耕作
   廣畑　和志

18． 人工膝関節再置換術直後の外傷性膝蓋腱断裂の１例
  関西医科大学整形外科
   今田　真紀・小川　亮惠・菅野　　博
   森本　忠信・竹村　清介
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19． 非定形抗酸菌による股関節炎の１例
  大阪大学整形外科
   松岡　孝志・菅野　伸彦・松井　　稔
   増原　建作・高岡　邦夫・小野　啓郎

20． Charcot 関節様の臨床所見を呈した MRSA による化
膿性肩関節炎の１例

  滋賀医科大学整形外科
   東阪　康志・前野　幹幸・森本　　茂
   松本　圭司・福田　眞輔

21． 抗生物質セメントブロックをスペーサーとして用いた
感染人工関節の治療経験

  大阪市立大学整形外科
   阪根　　寛・吉田研二郎・浅田　莞爾
   島津　　晃・大向　孝良
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第274回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年11月16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． 頸椎レベルに発生した enterogenous cyst の１例
  田附興風会北野病院整形外科
   堀口　　誠・梁瀬　義章・石井　正治
   石田　文明・岡　　貴史・栗原　康雄

２． 診断に難渋した頸部悪性腫瘍の１例
  大阪労災病院整形外科
   福田　文雄・濱田　茂幸・中　　紀文
   土井　照夫
  大阪労災病院病理部
   川野　　潔
  大阪大学整形外科
   内田　淳正

３． TKR 後に生じた Intra-Articular Fibrous Bands の２例
  住友病院整形外科
   松本　憲尚・西塔　　進・中嶋　　洋
   津田　隆之・勝部　博之

４． 足底部に生じた滑液包炎の１例
  関西医科大学整形外科
   市岡　直也・小川　亮惠・森　　良樹
   徳永　裕彦・戸田　佳孝

５． McBride 法施行後に生じた両内反母趾の１例
  住友病院整形外科
   勝部　博之・松本　憲尚・津田　隆之
   中嶋　　洋・西塔　　進

６． 側弯症矯正術を行った Ehlers-Danlos 症候群の１例
  京都大学整形外科
   川合　　準・清水　克時・松下　　睦
   脇田　重明・山室　隆夫

７． Werner 症候群の１例
  兵庫医科大学整形外科
   藤井　義宣・中野　啓三・楊　　鴻生
   牧野　雅彦・佐藤のり子・立石　博臣
   圓尾　宗司
  兵庫医科大学眼科
   田窪　一徳・正本千香子

８． AntithrombinⅢ（ATⅢ）欠損症に合併した大腿骨頭
壊死症の１例

  京都府立医科大学整形外科
   村田　博昭・久保　俊一・山添　勝一
   大塚　悟朗・平澤　泰介
  京都府立医科大学第二内科
   辻　　　肇

９． 化膿性腸腰筋炎の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   日吉　信之・三井　宣夫・水本　　茂
   福井　直人・高倉　義典・玉井　　進

10． 極小未熟児にみられた急性多発性化膿性関節炎の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   松本　卓二・玉置　哲也・上好　昭孝
   木浦　賀文・星野　　潤・井上　和久
  和歌山県立医科大学小児科
   岩橋　誠司・樋口　隆造

11． 後天性骨梅毒と思われる１例
  県立西宮病院整形外科
   宮本　裕史・島崎　和久・臼井　康雄
   興梠　　隆・武尾　良己
  神戸大学整形外科
   水野　清典・山本　哲司

12． 右手環指末節指に転移した胃癌の１例
  浅香山病院整形外科
   長山　　正・美延　幸保・和久　尅己
  浅香山病院内科
   高橋　　亮

13． Multifocal Osteosarcoma の１例
  大阪大学整形外科
   三木　秀宣・内田　淳正・吉川　秀樹
   加藤　次男・久田原郁夫・荒木　信人
   小野　啓朗
  東大阪病院整形外科
   森　　茂樹

14． 血清 ALP，g-GTP 及び LAP 活性の上昇をみた左大
腿横紋筋肉腫の１例

  姫路赤十字病院整形外科
   孫　　徳弘・墳本　敏彦・大坪　秀樹
   大野　充繁・大村　宗久・細谷　　徹
  姫路赤十字病院検査部病理
   荻野　哲也

15． 左手小指 MP 関節に発生した synovial osteochondro-
matosis の１例

  国立大阪病院整形外科
   山崎　　聡・尾原　善和・廣島　和夫

16． RA 膝に対する早期滑膜切除術後の長期経過の１例
  神戸大学整形外科
   松井　允三・松原　　司・廣畑　和志

17． 乾癬をともなった環軸椎不安定症の１例
  大阪医科大学整形外科
   藤田　晃史・宮地　芳樹・石橋伊三郎
   谷田　泰孝・金　　明博・小野村敏信

18． 腰椎黄色靱帯石灰化症の１例
  滋賀医科大学整形外科
   宮原健一郎・勝浦　章知・浅嶌　周造
   福田　眞輔

19． 髄内釘を用いて一期的脚延長を行った３例
  近畿大学整形外科
   杉山　近彦・菊池　　啓・熊野　文雄
   浜西　千秋・田中　清介
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20． 手術を必要とした Jefferson 骨折の１例
  大阪府立病院整形外科
   加藤　泰司・冨士　武史・田中　正道
   宮本　隆司・小泉　寿章・三岡　智規
   廣田　茂明・濱田　秀樹

21． 膝蓋骨下極及び脛骨粗面の剝離骨折を合併した１例
  柏原赤十字病院整形外科
   福田　和也・小徳　宏之・恵島　之彦
  近畿中央病院整形外科
   渋谷　亮一

22． 骨折後の Two bone trouble による足関節変形の１例
  市立川西病院整形外科
   夏梅　隆至・辻井　　潔
  大阪大学整形外科
   永野　　隆
  小亀整形外科
   小亀　正春

23． 特発性指伸筋腱脱臼の３例
  大阪市立大学整形外科
   釜野　雅行・楠　　正敬・安田　匡彦
   中土　　保・島津　　晃
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第275回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成３年12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　眞輔
会　　　場：住友ビル　11階

１． 再発を繰り返した TKR 後 Intra-Articular Fibrous Band 
の１例

  滋賀医科大学整形外科
   佐々木英幸・斎藤　　潤・西岡　淳一
   井上　康二・福田　眞輔

２． TKR 後に発症した Metallosis の１例
  大阪逓信病院整形外科
   渋谷　高明・藤田　　悟・石田　通暁
   大澤　　傑

３． 多発性椎間板ヘルニアの一例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・田口　保志
   田中　千晶・多田　弘史・相馬　　靖
   古川　泰三・岡田　　温
  国立京都病院整形外科
   石田　勝正

４． 延髄から第１胸椎部にかけて存在した巨大な神経鞘腫
の一例

  和歌山県立医科大学整形外科
   毛保　浩明・玉置　哲也・川上　　守
   竹島　良知・山本　剛史

５． 前方侵入により摘出し得た頸髄砂時計腫の２症例
  兵庫医科大学整形外科
   池田　憲昭・谷口　　睦・山本　勝彦
   別所　康生・小林　紀郎・佐竹　一彦
   青木　康夫・圓尾　宗司

６． 脊髄空洞症を伴った硬膜内クモ膜囊胞の１例
  大阪労災病院整形外科
   辺見　　茂・宮脇　裕二・広川　容子
   福田　文雄・土井　照夫

７． 胸腰椎移行部に発生した benign osteoblastoma の一
症例

  奈良県立医科大学整形外科
   金子　康司・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・三井　宣夫・宮内　義純
   玉井　　進

８． X 線像で異常のみられなかった小児胸髄損傷の１例
  大阪医科大学整形外科
   磯貝　隆幸・宮地　芳樹・小野村敏信

９． Froment-Ruber 神経を合併した前腕部神経鞘腫の１
例

  京都府立医科大学整形外科
   田中　利彦・岩波　寿子・玉井　和夫
   楠崎　克之・平澤　泰介

10． 母指球筋萎縮より始まった胸郭出口症候群の一例
  関西医科大学整形外科
   岸　　秀光・小川　亮惠・菅野　　博
   赤木　繁夫・斎藤　貴徳・川北　浩史

11． 小児大腿骨に発生した Solid Variant of Aneurysmal 
Bone Cyst の一例

  京都大学整形外科
   吉田　圭二・長野　眞久・戸田口淳也
   琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

12． 後十字靱帯骨化により膝関節屈曲制限を来した１症例
  シミズ病院整形外科
   山田　将雄・横山　晴一・佐藤　　敦
  大阪医科大学整形外科
   奥田　龍三・浜本　　浩
  大阪医科大学附属病院中検病理
   堤　　　啓
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

13． 両側近位脛腓関節に見られた異所性骨化の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   韓　　鴻濱・永野　重郎・北野　継弐
   藤原　桂樹・多賀　一郎・藤田　秀隆
   藤本　真弘・綿谷　勝博・浅野　雅敏
   大成　浩征・和田　孝彦・荻野　　洋
   上野　良三

14． Rubinstein-Taybi 症候群に先天性恒久性膝蓋骨脱臼を
合併した一例

  大阪厚生年金病院整形外科
   中村　博行・山本利美雄
  大阪逓信病院整形外科
   大澤　　傑
  協立病院整形外科
   栗崎　英二

15． 慢性の膝関節痛を訴えた 48, XXYY Klinefelter 症候
群の１例

  第２岡本総合病院整形外科
   大村喜久雄・浅嶌　周造・畑　　正樹

16． 関節痛・筋通を主訴とした高 IgE 症候群の一例
  大阪大学整形外科
   植田進一朗・東　　文造・島岡　康則
   林田　賢治・大村　友厚・越智　隆弘
   小野　啓郎

17． 高 IgE 症候に関節炎を合併した１例
  近畿大学整形外科
   上野　貢生・山口　眞一・永田　行男
   宗円　　聡・浜西　千秋・田中　清介
  近畿大学第２病理
   橋本　重夫
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18． 肩関節痛を初発症状とした原発性アミロイドーシスの
一症例

  井上病院整形外科
   玉田　善雄・喜多　義将
  井上病院内科
   中沢まゆみ・庄司　繁市・尾上　謙三
   井上　　隆
  井上病院外科
   山根　歳章・池田　広重
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

19． 通風を合併した分裂膝蓋骨の一例
  京都大橋総合病院整形外科
   堂埜　秀文・川北　 三
  京都府立医科大学整形外科
   平澤　泰介
  明治鍼灸大学整形外科
   勝見　泰和

20． 一次性変形性手関節症に続発した手指伸筋腱皮下断裂
の一症例

  奈良県立医科大学整形外科
   福井　直人・矢島　弘嗣・小野　浩史
   石田　仁志・玉井　　進

21． 第Ⅱ趾単独に生じたリスフラン関節脱臼の一例
  高砂市民病院整形外科
   八木　正義・川井　和夫・池田　正則
   佐藤　啓三・石川　徹也・田村　和哉

22． スポーツ活動が誘因となった弾発肘の１例
  大阪市立大学整形外科
   大久保　衛・吉田　　玄・島津　　晃
  住吉市民病院整形外科
   柳井　尚浩

23． ACL 再建術後に生じた弾発膝の一例
  神戸大学整形外科
   岡田　純典・橋本　　淳・黒坂　昌弘
   廣畑　和志
  神戸みなと病院整形外科
   具　　幸夫・松井　英互

24． 両側恥骨上枝・坐骨に生じた特発性骨折の一症例
  中谷整形外科病院
   上原　　香・中谷　正臣・角田　雅也

25． 老人の軽微な外力による大腿骨骨幹部骨折の一例
  八尾徳洲会病院整形外科
   田中　康之・長谷川　潔・名島　将浩
   北西　正光

26． 抗凝血薬服用患者に生じた仙骨部皮下血腫の一例
  大阪市立大学整形外科
   松浦　健司・高見　勝次・家口　　尚
   岸本　正文・石田　俊武
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第276回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成４年１月25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． 足関節脱臼の小経験
  大阪医科大学整形外科
   森川　潤一・中島　幹雄・木下　光雄
   奥田　龍三・石田　龍吉・中岡　伸哉
   小野村敏信

２． 再生不良性貧血に合併した小児外反膝変形の１例
  大阪大学整形外科
   植田伸一朗・中原　治彦・橋本　　淳
   小島　　朗・小野　啓郎
  大阪市立小児保険センター内科
   小西省三郎

３． くる病性内反膝に対する hemicallotasis を用いた脛骨
矯正骨切り術の経験

  大阪市立大学整形外科
   伊藤　陽一・町井　義和・坂和　　明
   安田　匡孝・島津　　晃

４． 三角骨障害に合併した足根洞症候群の１例
  厚生連松阪中央総合病院整形外科
   小泉　宗久・杉本　和也・植田　康夫
   高岡　孝典・秋山　晃一・平井　利幸
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典・田中　康仁・玉井　　進

５． 10才の大腿骨頭前方回転骨切り術の小経験
  和歌山県立医科大学整形外科
   石口　　明・松崎　交作・殿尾　守弘
   楠本　幸弘・谷　　智弘・上好　昭孝
   玉置　哲也
  愛徳整跂園整形外科
   岡安　　勤
  和歌山労災病院整形外科
   中谷　如希

６． パラグライダーにて大腿骨転子部骨折を生じた１例
  八尾徳洲会病院整形外科
   名島　将浩・長谷川　潔・田中　康之
   岩崎　圭至

７． 偽関節による股関節形成術を試みた悪性骨盤腫瘍の３
例

  京都府立医科大学整形外科
   四方　秀人・楠崎　克之・高橋　謙治
   松尾　健志・井上　　望・平澤　泰介

８． 対側上腕骨骨頭に骨内ガングリオンを伴った上腕骨良
性軟骨芽細胞腫の１例

  京都府立医科大学整形外科
   山口　順子・楠崎　克之・林　　太志
   平澤　泰介

９． 足の舟状骨に発生した骨内ガングリオンの１例
  滋賀医科大学整形外科
   黄　　義秀・森本　　茂・石澤　命仁
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

10． 好酸球性筋膜炎の１例
  近畿大学整形外科
   梅原　　滋・保脇　淳之・永田　行男
   嶋田　　亘・西本　慎作・菊池　　啓
   田中　清介
  近畿大学病理
   橋本　重夫

11． 大腿部に発生した Tumoral Calcinosis の１例
  市立豊中病院整形外科
   金　　光成・浅井　達郎・白木　隆士
   井本　一彦・皷　　敏光
  市立豊中病院病理
   花田　正人

12． 関節面欠損を伴った DIP 関節開放性骨折に対する 
distraction resection arthroplasty の１経験

  関西医科大学整形外科
   竹村　清介・南川　義隆・斎藤　貴徳
   山本　　学・小川　亮惠

13． 舟状骨骨折後に手根骨不安定症と長母指屈筋腱断裂を
きたした１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   高田　章弘・島田　幸造・井澤　一隆
   西野　　稔・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理
   小林　　晏

14． 最近の副神経損傷修復５症例の検討
  京都大学整形外科
   信里　修一・西島　直城・長野　真久
   松末　吉隆・武田　隆司・山室　隆夫

15． 腸筋内血腫による大腿神経麻痺の１例
  大阪府立病院整形外科
   宮本　隆司・田中　正道・加藤　泰司
   小泉　寿章・三岡　智規・廣田　茂明
   冨士　武史・濱田　秀樹

16． ギプス障害と思われる前足根管症候群
  藍野病院整形外科
   斎ノ内二郎・津田　精一
  西大阪病院整形外科
   小田　明彦

17． 伏針による化膿性膝関節炎の１例
  兵庫医科大学整形外科
   仁井田雅邦・岩田　康男・山田　　博
   小倉健一郎・楊　　鴻生・立石　博臣
   圓尾　宗司
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18． ベッド上安静による骨塩量の減少について
  京都大学整形外科
   浅野　太洋・山室　隆夫・笠井　隆一
   飯田　寛和
  京都大学核医学科
   塩見　一樹

19． 硬膜内に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  神戸大学整形外科
   板倉　良友・原田　俊彦・山本　哲司
   廣畑　和志
  兵庫県立加古川病院整形外科
   井口　哲弘
  池田回生病院整形外科
   中谷　　茂・宇田　宙照
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第277回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成４年２月15日　午後２時
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． 腓腹筋拘縮症の１例
  京都大学整形外科
   太田　博史・松末　吉隆・濱　　弘道
   山室　隆夫

２． 手舟状骨骨内ガングリオンの１例
  大阪市立病院整形外科
   相馬　　靖・四方　實彦・田口　保志
   田中　千晶・多田　弘史・古川　泰三
   保坂　泰介
  大阪市立病院臨床検査病理
   鷹巣　晃昌・金　　榮治

３． 両側月状骨内ガングリオンの１例
  吹田市民病院整形外科
   逢坂　悟郎・小島　　朗・岩木研二郎
   平山　直樹・寺田　幸生・濱田　茂幸
   峠　　憲二

４． 経口的前方進入法による軸椎血管腫の治療経験
  大阪大学整形外科
   中西　啓文・細野　　昇・岩崎　幹季
   米延　策雄・小野　啓郎
  大阪労災病院整形外科
   土井　照夫

５． 右膝窩囊腫による偽血栓性静脈炎症候群と脛骨神経麻
痺をきたした１症例

  神戸大学整形外科
   加東　　定・中林　幹治・水野　耕作
   廣畑　和志

６． 手掌部に発生した巨大腱鞘線維腫の１例
  関西労災病院整形外科
   鳥塚　之嘉・原田　一孝・江原　宗平
   飯田伊佐男・赤堀　　脩

７． Extraskeletal osteochondroma の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   平中　崇文・立花　敏弘・園田　万史

８． 放射線照射後骨肉腫の１剖検例
  兵庫医科大学整形外科
   橘　　俊哉・木下厳太郎・山田　　博
   荒川　　晃・小笠　智嗣・立石　博臣
   圓尾　宗司

９． Ivory vertabra を呈した第３腰椎ユーイング肉腫の１
例

  兵庫県立成人病センター整形外科
   藤田　郁夫・鵜飼　和浩・森本　一男
  国立神戸病院整形外科
   柴田　直樹・片岡　　治

10． 腰部硬膜外腫瘍を思わせた硬膜背側へ脱出した腰椎椎
間板ヘルニアの１例

  奈良県立医科大学整形外科
   金子　康司・植田百合人・松山　悦啓
   久美　充生・玉井　　進

11． 先天性重度心疾患を合併した脊柱側弯症の手術経験
  大阪医科大学整形外科
   小田　幸作・小野村敏信・澤田　　出
   瀬本　喜啓

12． 前縦靱帯骨化を伴った原因不明の頸椎後弯変形
  京都大学整形外科
   吉田　　真・清水　克時・松下　　睦
   長野　真久・山室　隆夫

13． Acrodysostosis の１例
  近畿大学整形外科
   長雄　好昭・永田　行男・西本　慎作
   宗円　　聡・浜西　千秋・田中　清介

14． 足の先天性二分舟状骨と思われた１症例
  松下記念病院整形外科
   辻原　隆是・柴田　節子・藤戸　完典
   井上　重洋・浅井　　浩

15． 両側キルナー変形の１手術例
  奈良県立医科大学整形外科
   小畠　康宣・矢島　久嗣・小野　浩史
   玉井　　進
  高の原中央病院整形外科
   金森　行男

16． 肩関節外転位でロッキングを生じた RA の１例
  滋賀医科大学整形外科
   吉川　玄逸・斎藤　　潤・岩崎　　淳
   西岡　淳一・福田　眞輔

17． 膝窩部に発生した巨大仮性動脈瘤の１例
  大阪労災病院整形外科
   福田　文雄・露口　雄一・日高　典昭
   宮脇　裕二・土井　照夫

18． 水上スキー中に生じた近位大腿二頭筋腱皮下断裂の１
例

  関西医科大学整形外科
   柴野　恵介・亀山　　修・波多野　泉
   戸田　佳孝・市岡　直也・小川　亮惠

19． 陳旧性経舟状骨月状骨脱臼による屈筋腱皮下断裂の１
例

  和歌山県立医科大学整形外科
   林　　未統・檀上　茂人・嶋　　公大
   川上　　守・江川　弘光・玉置　哲也
  武用整形外科
   武用　瀧彦



- 348 -

20． 月状・三角骨間靱帯離開による手根不安定症
  京都府立医科大学整形外科
   河合　生馬・奥田　良樹・徳永　大作
   玉井　和夫・太田　光彦・平澤　泰介

21． 上腕骨小頭骨折の１症例
  新須磨病院整形外科
   呉　　玉彬・黒田　　司・小嶋　三郎
   西　　重敬
  神戸大学整形外科
   佐浦　隆一

22． プロ野球選手にみられたガングリオンによる肩甲上神
経麻痺の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   井澤　一隆・島田　幸造・米田　　稔
   岡村　健司・山本利美雄
  大阪大学環境医学
   越智　隆弘

23． 腕神経叢両側損傷の２例
  大阪市立大学整形外科
   岩崎　啓好・松田　英雄・北野　利夫
   坂中　秀樹・宮内　　晃・林　　成治
   舟越　晃一・中多　信昭・陳　　統一
   乗上　　啓・島津　　晃
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第278回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成４年３月21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． 大転子締結ワイヤー切損による大腿動脈損傷の１例
  大阪市立大学整形外科
   遠山　雅彦・乾　健太郎・西村　典久
   高見　勝次・浅田　莞爾・松田　英雄
   島津　　晃

２． 大腿骨頭壊死及び変形性股関節症を合併した高齢者の
大腿骨頸部骨折の２症例

  藤井寺市民病院整形外科
   姜　　宗三・斎藤　英雄

３． 舟状骨月状骨解離の治療経験
  三菱神戸病院整形外科
   高橋　信男・益子　秀久
  兵庫医科大学整形外科
   田中　寿一

４． 小児にみられた巨大な腓骨筋滑車による足部痛の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   木下　誠司・佐藤　　進・藤井　英夫
   広瀬　哲司・柴田　直樹
  兵庫県立成人病センター整形外科
   鵜飼　和浩

５． 関節内骨折に対する Hintringer 法の２治験例
  兵庫医科大学整形外科
   柳田　博美・田中　寿一・山下　仁司
   池田　憲昭・圓尾　宗司

６． 陳旧性腰仙椎脱臼骨折の治療経験
  大阪厚生年金病院整形外科
   山口　勝之・大和田哲雄・西野　　稔
   山本利美雄
  阪和泉北病院整形外科
   太田　信彦

７． 半椎切除術を行った中年女性の先天性側弯症例
  京都大学整形外科
   吉田　圭二・松下　　睦・清水　克時
   新林　弘至・山室　隆夫

８． 長期ステロイド投与患者にみられた硬膜外脂肪沈着に
よる腰部脊柱管狭窄症

  京都大学整形外科
   吉田　　真・清水　克時・松下　　睦
   長野　真久・山室　隆夫

９． 頸椎黄色靱帯石灰化症による脊髄症の１例
  関西医科大学整形外科
   玉置　譲二・柴野　恵介・中川　琢磨
   森本　忠信・赤木　繁夫・波多野　泉
   亀山　　修・小川　亮惠

10． 脊髄サルコイドーシスの１例
  京都市立病院整形外科
   古川　泰三・四方　實彦・田中　千晶
   田口　保志・多田　弘史・相馬　　靖
   保坂　泰介
  京都市立病院臨床病理
   鷹巣　晃昌

11． Tethered Cord Syndrome を呈した Occult Intrasacral 
Meningocele の１例

  社会保険京都病院整形外科
   北浦　俊哉・藤田　隆生・盛房　周平
  わたなべ整形外科
   渡辺　俊彦

12． Streptococcus milleri による化膿性脊椎炎の２症例
  市立豊中病院整形外科
   金　　光成・浅井　達郎・白木　隆士
   井本　一彦・皷　　敏光

13． 肋骨に発生した Melorheostosis の１例
  東大阪市立中央病院整形外科
   竹嶋　俊近・山岡　茂雄・市居　幸彦
   山本　　聡・西山　茂晴・廣岡　靖隆
  奈良県立医科大学整形外科
   宮内　義純・三井　宣夫・玉井　　進

14． 後縦隔に発生した神経線維腫の１例
  六地蔵総合病院整形外科
   藤井　敏之・橋本　秀輝・中山　治樹
   鎌田　圭司
  六地蔵総合病院内科
   神出　　翼
  京都府立医科大学整形外科
   長谷　　斉・平澤　泰介

15． 項部に発生し被膜内に骨化を認めた parosteal lipoma 
の１例

  近畿大学整形外科
   橋間　　誠・宗圓　　聡・熊野　文雄
   菊池　　啓・浜西　千秋・田中　清介
  近畿大学第二病理
   橋本　重夫

16． 大腿深部に発生した巨大なグロームス腫瘍の１例
  済生会和歌山病院整形外科
   加藤　　健・桜井　啓一・青木　雅昭
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　哲也・大浦　晴夫・梁瀬　能三
  整形外科北裏病院
   北裏　鐵也・小島　博嗣

17． 悪性化した Ollier 氏病の１例
  桃山市民病院整形外科
   黒澤　克也・八木　宏之・大草　良夫
   林　　俊一
  大阪市立大学整形外科
   石田　俊武
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18． 軟部腫瘍，結核との鑑別を要した成人化膿性股関節炎
の１例

  大阪医科大学整形外科
   横田　淳司・辰井　　光・桶田　正成
   森下　　忍・小野村敏信

19． 外側膝蓋支帯により膝蓋骨の裂離骨折を生じたと思わ
れる１例

  京都府立医科大学整形外科
   李　　玉鏞・高井　信朗・楠崎　克之
   平澤　泰介

20． リウマチ結節により弾発膝を呈した RA の１例
  滋賀医科大学整形外科
   東阪　康志・井上　康二・斎藤　　潤
   石澤　命仁・西岡　淳一・福田　眞輔

21． 有頭骨 osteoid osteoma の１例
  大阪大学整形外科
   竹内　英二・正富　　隆・河井　秀夫
   村瀬　　剛・小野　啓郎

22． 双生児を含む三世代５人にみられた四肢軸前性多指症
の一家系

  和歌山県立医科大学整形外科
   林　　未統・玉置　哲也・檀上　茂人
   木浦　賀文・嶋　　公大・江川　弘光
   谷口　泰徳・谷　　智弘・峠　　　康

23． 野球練習中に発生した後脛骨筋腱部分断裂の１例
  榛原総合病院整形外科
   建道　寿教・仲川　喜之・中井　敏幸
   石橋　　治・奥田　寿夫・梅垣　修三
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典

24． 四肢における Tissue Expander の小経験
  奈良県立医科大学整形外科
   赤羽　　学・石田　仁志・小野　浩史
   矢島　弘嗣・玉井　　進
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第279回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成４年５月16日　午後２時
当 番 幹 事：京都府立医科大学整形外科教室　平澤　泰介
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． 第１，第２楔状骨間離開を伴った第１楔状骨骨折の１
例

  京都府立医科大学整形外科
   大澤　　透・井上　　望・渡辺　欣忍
   北浦　俊哉・原　　浩史・山下　文治
   平澤　泰介

２． 腸骨の骨棘が発症の一因と考えられた meralgia 
paraesthetica の１例

  兵庫県立西宮病院整形外科
   大内　聖士・臼井　康雄・島崎　和久

３． THR の大転子スクリュー固定法について
  大阪市立城北市民病院整形外科
   朴　　正秀・中本　達郎・原　　好延
   林　　卓夫・大橋　弘嗣
  大阪市立北市民病院整形外科
   鈴木　　孝

４． 短断端の下腿切断者に対する 3-S prosthesis の使用経
験

  兵庫県立総合リハビリテーションセンター
  附属中央病院整形外科
   小林　大介・澤村　誠志・中島　咲哉
   坂田　敏郎・高田　正三・津村　暢宏
   荻野　哲也
  兵庫県立総合リハビリテーションセンター
  附属中央病院義肢装具開発課
   幸　　幹雄

５． 血小板無力症によると思われる変形性足関節症の１例
  京都市立病院整形外科
   相馬　　靖・四方　實彦・田口　保志
   田中　千晶・多田　弘史・古川　泰三
   保坂　泰介

６． 観血的治療を行った胸鎖関節後方脱臼の１例
  明和病院整形外科
   長野　正憲・吉矢　晋一・駒井　正彦
   松下　　績

７． MRI が診断に有用であった骨折の４例
  近畿大学整形外科
   藤田　昌彦・三嶋　昭彦・山根　敏彦
   橋間　　実・堀越　正智・田中　清介
   丹　　彰浩・保脇　淳之・富原　光雄
   浜西　千秋

８． 上腕骨顆上突起の１手術例
  関西医科大学整形外科
   今田　直紀・玉置　譲二・西川　正治
   亀山　　修・小川　亮惠

９． 頸椎分離すべり症の１例
  大阪市立北市民病院整形外科
   中川伊佐夫・鈴木　　孝・鈴木　真司
  大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター
   岡島　幹雄

10． 頸椎 hemangioendothelioma の１例
  京都大学整形外科
   川合　　準・清水　克時・松下　　睦
   戸田口淳也・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

11． 腰椎特発性無腐性壊死と思われる１例
  奈良県立五條病院整形外科
   西森　清之・藤井　繁昌・上野　裕三

12． 髄膜腫と神経鞘腫を合併した von Recklinghausen 氏
病の１例

  神戸大学整形外科
   福島　久徳・佐浦　隆一・土井田　稔
   原田　俊彦

13． 腰椎に発生した骨巨細胞腫の手術経験
  兵庫医科大学整形外科
   夫　　徳秀・谷口　　睦・松本　　学
   大塚　誠治・木下厳太郎・岩田　康男
   別所　康生・佐竹　一彦・青木　康夫
   圓尾　宗司

14． 足関節部に発生した悪性顆粒細胞腫の１例
  大阪医科大学整形外科
   南　　昌宏・森下　　忍・桶田　正成
   森川　潤一・小野村敏信

15． 巨大な腫瘤を形成した殿部血管平滑筋腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   八木　正義・森本　一男・鵜飼　和浩

16． 画像診断にて転移性骨腫瘍の像を呈した第一肋骨偽関
節の１例

  滋賀医科大学整形外科
   黄　　義秀・勝浦　章知・松本　圭司
   福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

17． 大腿二頭筋腱による弾撥膝の１例
  信原病院整形外科
   林　　誠之・金谷　整亮・石本　哲也
   寺脇　英二・野原　昌亮・畑　　幸彦
   山口　拓嗣・塚西　茂昭・信原　克哉

18． Popliteal pterygium syndrome の治療経験
  京都大学整形外科
   水野　泰行・西島　直城・木次　敏明
   戸口田淳也・山室　隆夫
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19． 離断性骨軟骨炎の家族内発生症例
  市立西脇病院整形外科
   立花　敏弘・平中　崇文・園田　万史

20． 両側大腿四頭筋腱断裂をきたした透析患者の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   水野　敏行・竹内　一喜・大野　憲一
  打村整形外科
   打村　昌一
  高槻病院整形外科
   清水　富男

21． 陳旧性膝蓋靱帯皮下断裂の１症例
  新千里病院整形外科
   岩本　久雄・田中　博之・関　　昌彦
   箕輪　恵次

22． 断裂前十字靱帯により locking をきたした３症例
  行岡病院整形外科
   夏梅　隆至
  大阪大学整形外科
   井上　雅裕・前田　　朗・中多　　研
   小野　啓郎

23． 両側に発症した手指伸筋腱自然断裂の１例
  高砂市民病院整形外科
   石川　徹也・川井　和夫・池田　正則
   佐藤　啓三・田村　和哉

24． 内反肘変形に合併した尺骨神経麻痺の１例
  新須磨病院整形外科
   呉　　玉彬・黒田　　司・小嶋　三郎
   西　　重敬

25． 早期発見で救命しえた悪性高熱症の１例
  大阪市立大学整形外科
   高松　聖仁・楠　　正敬・釜野　雅行
   坂和　　明・島津　　晃
  大阪市立大学麻酔科
   新藤　光郎・田中　和夫
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開催年月日：平成４年６月13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　玉井　　進
会　　　場：住友ビル　11階

１． 前腕骨折で発見された大理石骨病の１例
  神戸大学整形外科
   西山　隆之・山本　哲司・水野　耕作

２． Kienböck 病に続発した手指伸筋腱皮下断裂の１例
  市立枚方市民病院整形外科
   岡崎　辰也・武田　勝雄・池田　克己
   村尾　　浩・香川　由佳

３． 尺骨単発性外骨腫による橈骨頭脱臼を来した１例
  大阪医科大学整形外科
   小山　茂和・土居　宗算・森本　法生
   石津　恒彦・阿部　宗昭・大植　　睦
   小野村敏信

４． 橈骨遠位骨端線損傷による内反手変形に対する治療
  近畿大学整形外科
   梅原　　滋・永田　行男・嶋田　　亘
   保脇　淳之・富原　光雄・浜西　千秋
   田中　清介

５． Multiple muscle transfer による肩関節機能再建の一
治療経験

  榛原総合病院整形外科
   建道　壽教・仲川　喜之・中井　敏幸
   石橋　　治・奥田　寿夫・梅垣　修三
  奈良県立医科大学整形外科
   矢島　弘嗣・玉井　　進

６． 70歳に初発した反復性肩関節脱臼の１例
  京都府立医科大学整形外科
   山崎　隆仁・黒川　正夫・平澤　泰介
  公立湖北総合病院整形外科
   清水　浩幸

７． 尺骨神経に発生したと思われるガングリオンの１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   峠　　　康・玉置　哲也・川上　　守
   江川　弘光・松本　朋子・松山　明彦
   林　　未統

８． 注入式殺虫剤の誤注入による手関節部屈筋腱腱鞘炎の
１例

  滋賀医科大学整形外科
   黄　　義秀・藤田　資文・斎藤　　潤
   森本　　茂・福田　眞輔
  滋賀医科大学中検病理
   岡部　英俊

９． 手術瘢痕から発生したと思われる Extra-abdominal 
Desmoid Tumor の１例

  姫路赤十字病院整形外科
   孫　　徳弘・大坪　秀樹・墳本　敏彦
   大野　充繁・稲岡　正裕・細谷　　徹
  姫路赤十字病院検査部病理
   荻野　哲也
  阪和泉北病院整形外科
   多田　浩一・吉田　竹志

10． 気胸を合併した鎖骨骨折の３例
  弥栄町国民健康保険病院整形外科
   福嶋　賢三・長浜　信一・橋本　亮治
   吉田　　玄
  藤井寺市民病院整形外科
   姜　　宗三

11． 腎移植後に発症した両側急速破壊型股関節症の１例
  兵庫医科大学整形外科
   牧野　雅彦・楊　　鴻生・立石　博臣
   趙　　南日・麩谷　博之・木下厳太郎
   上田　敏之・福西　成男・圓尾　宗司

12． 長期透析患者に生じた大腿骨頸部外側骨折後偽関節の
１例

  明和病院整形外科
   駒井　正彦・吉矢　晋一・長野　正憲
   松下　　績
  明和病院人工透析科
   井原　　元
  兵庫医科大学整形外科
   楊　　鴻生

13． 膝蓋骨コンポーネントの破損を来した Miller-Galante 
型人工膝関節の１例

  高槻赤十字病院整形外科
   藤本　勝久・岸本　郁男・松居　孝一
   陵本　清剛・藤原　憲太

14． Subvastus approach による TKR の経験
  奈良県立医科大学整形外科
   三浦　太士・石村　雅男・大串　　始
   島屋　正孝・玉井　　進

15． ジェットコースターにより環軸関節亜脱臼を来した先
天性環椎後頭骨癒合症の１例

  関西医科大学整形外科
   渡邊　治彦・中村　　健・猪谷　　健
   波多野　泉・森　　良樹・小川　亮惠

16． 第２腰椎圧迫骨折後に発症した硬膜外脊髄くも膜憩室
の１例

  国立明石病院整形外科
   山田　昌弘・山口　　基・吉田　和也
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17． 椎弓切除後の頸椎後弯変形により脊髄症状の増悪を来
した１例

  大阪大学整形外科
   福田　和也・岩崎　幹季・米延　策雄
   原田　武雄・橋本　　淳・久保原郁男
   正富　　隆・小野　啓郎

18． 仙骨全摘出を要した仙骨脊索腫の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   金子　康司・三井　宣夫・宮内　義純
   朴木　寛弥・植田百合人・玉井　　進
  奈良県立医科大学第一外科
   中野　博重
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開催年月日：平成４年７月25日　午後２時
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． 陳旧性上腕三頭筋腱皮下断裂の１例
  大阪医科大学整形外科
   松田　　浩・阿部　宗昭・土居　宗算
   石津　恒彦・大坂　芳明・成山　雅昭
   小野村敏信
  大阪府三島救命救急センター
   長谷川利雄

２． 上腕骨外科頸骨折後の内旋位拘縮に対する上腕骨回旋
骨切り術の１例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   武富　雅則・田村　　清・大寺　和満
   多田　健治・高矢　康幸・池田　　登
   二見　　徹・小林　雅彦・秋山　治彦
   松岡　秀明

３． 仙骨に発生した神経鞘腫に対する放射線療法後の経過
  京都大学整形外科
   琴浦　良彦・笠原　勝幸・山室　隆夫

４． 責任病巣の診断に苦慮した坐骨神経痛の１例
  関西医科大学整形外科
   笹井　邦彦・斎藤　貴徳・菅野　　博
   川崎美也子・前川　　徹・小川　亮惠

５． 脊柱管内血管腫により根症状をきたした Klippel-
Trenaunay-Weber 症候群の１例

  近畿大学整形外科
   安本　雅一・永田　行男・宮城　一郎
   山根　敏彦・浜西　千秋・田中　清介

６． 坐骨に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   松尾　直彦・松崎　交作・江川　弘光
   中谷　如希・北野　陽二・玉置　哲也

７． Candida albicans による胸椎化膿性脊椎炎の１例
  滋賀医科大学整形外科
   田代　広尚・佐々木英幸・石澤　命仁
   勝浦　章知・松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学臨床検査医学
   岡部　英俊

８． 弾撥手関節の１例
  田附興風会北野病院整形外科
   栗原　康雄・梁瀬　義章・石井　正治
   石田　文明・岡　　貴史・坂本　武志

９． 両側対称性にみられた舟状骨骨囊腫の１例
  大阪労災病院整形外科
   大木　　毅・日高　典昭・露口　雄一
   土井　照夫

10． 下垂体機能低下に伴う大腿骨頭すべり症の１例
  大阪大学整形外科
   佐藤　宗彦・菅野　伸彦・増原　建作
   高岡　邦夫・小野　啓郎

11． 受傷後５日目に血行再建術を行った膝窩動脈損傷の１
症例

  大阪医科大学整形外科
   渡辺　千聡・木下　光雄・石津　恒彦
   下　　裕司・中岡　伸哉・小野村敏信

12． 人工骨を用いた坐骨 Aneurysmal bone cyst の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・清水　和也
   武田　信巳・田中　千晶・多田　弘史
   相馬　　靖・川合　　準

13． 血管拡張型骨肉腫の一剖検例
  兵庫医科大学整形外科
   福西　成男・木下厳太郎・池田　憲昭
   岡田　文明・今村　史明・立石　博臣
   圓尾　宗司
  兵庫医科大学病院病理部
   降矢　太郎・上野　雄司・植松　邦夫

14． 膝蓋下脂肪体より発生したガングリオンの１例
  奈良県立医科大学整形外科
   米田　正名・石村　雅男・大串　　始
   島屋　正孝・玉井　　進

15． Bipolar 型人工骨頭の inner bearing 破損の１例
  中谷整形外科病院
   金澤慎一郎・角田　雅也・中谷　正臣
  神戸大学整形外科
   丸井　　隆

16． THR 後の両側再々置換術を行った１例
  大阪市立大学整形外科
   木下　　均・浅田　莞爾・西村　典久
   吉田研二郎・小西　英樹・島津　　晃

17． ムチランス型慢性関節リウマチにおける人工膝関節置
換術

  京都府立医科大学整形外科
   長岡　孝則・山下　文治・三浦　清司
   平澤　泰介

18． 両側の足関節固定術を行ったムチランス型慢性関節リ
ウマチの１例

  神戸大学整形外科
   安井　慎一・佐浦　隆一・松原　　司
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開催年月日：平成４年９月19日　午後２時
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科教室　水野　耕作
会　　　場：住友ビル　11階

１． 外側滑膜ヒダにより，弾撥膝を呈した RA の１例
  滋賀医科大学整形外科
   伊吹　　哲・西岡　淳一・井上　康二
   森本　　茂・柿本　明博・福田　眞輔

２． 多中心発生と思われる骨肉腫の１例
  大阪市立大学整形外科
   河野　　浩・高見　勝次・宮内　　晃
   黒田　裕子・石田　俊武

３． 立方骨に発生した solitary bone cyst の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   東山　一郎・森田　謙一・全田　繁広
   熊井　　司・田中　康仁・三井　宣夫
   高倉　義典・玉井　　進

４． 髄内に転移した腎癌の１例
  近畿大学整形外科
   堀越　正智・山根　敏彦・松村　文典
   浜西　千秋・田中　清介

５． 術前診断に難渋した膝窩軟部腫瘍
  田附興風会北野病院整形外科
   坂本　武志・梁瀬　義章・石井　正治
   石田　文明・栗原　康雄・岡　　貴史
  田附興風会北野病院外科
   佐藤　友信
  田附興風会北野病院臨床病理部
   沢田　真治
  済生会野江病院
   好井　　覚・三井　敏文

６． 手指末節骨内の epidermoid cyst について
  関西医科大学整形外科
   東野　裕子・西川　正治・南川　義隆
   山本　　学・小川　亮惠

７． 離断性骨軟骨炎に伴う距骨の軟骨下骨囊腫の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・清水　和也
   武田　信巳・田中　千晶・多田　弘史
   相馬　　靖・川合　　準・田口　保志
  京都市立病院臨床検査
   鷹巣　晃昌

８． バイポーラ型人工股関節の再置換術例；サイトカイン
の関与について

  京都大学整形外科
   関　　賢二・笠井　隆一・松田　康孝
   山室　隆夫

９． 特発性一過性大腿骨頭萎縮症の１例
  兵庫医科大学整形外科
   深江　卓司・仁井田邦彦・中野　啓三
   趙　　南日・楊　　鴻生・立石　博臣
   圓尾　宗司
  名取病院整形外科
   中野　利彦

10． 経皮的レーザー髄核蒸散法の経験
  大阪医科大学整形外科
   市村　善宣・米沢　卓実・小坂　理也
   野々村　淳・石橋伊三郎・谷田　泰孝
   小野村敏信
  東京大学医用電子研究施設
   藤正　　巌・渥美　和彦

11． 外傷性環軸椎後方脱臼の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   榎本　晃芳・山本　剛史・夏見　和完
   星野　　潤・吉田　宗人・玉置　哲也

12． 学校検診における特発性側弯症とその経時的変化につ
いて

  中谷整形外科病院
   角田　雅也・金沢慎一郎・丸井　　隆
   中谷　正臣

13． 長拇指屈筋に限局して発生した前腕部筋肉内血管腫の
１例

  済生会中津病院整形外科
   田嶌　考治・松田　英樹・北村　嘉雄
   西浦　道行・安並　敏哉・森井　孝和
   小林　章郎・榎原　恒之・桒野　吉浩

14． 脱分化型脂肪肉腫
  大阪大学整形外科
   向井　克容・名井　　陽・久田原郁男
   吉川　秀樹・内田　淳正・小野　啓郎

15． 長期透析患者に発生した両側大腿四頭筋腱断裂の２例
  京都府立医科大学整形外科
   陳　　宗雅・須津　富鵬・高井　信朗
   平澤　泰介
  東香里病院整形外科
   田中　進治

16． 長母指伸筋腱損傷により生じたと思われる外反母趾の
１症例について

  神戸大学整形外科
   冨岡　正雄・宮　　秀俊・水野　耕作
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開催年月日：平成４年10月17日　午後２時
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． 付着部炎主症状としたベーチェット病の１例
  大阪大学整形外科
   松谷　常弘・東　　文造・木村　友厚
   脇谷　滋之・越智　隆弘・小野　啓郎

２． 先天性恒久性膝蓋骨脱臼の１治験例
  兵庫医科大学整形外科
   岡田　文明・麩谷　博之・立石　博臣
   趙　　南日・楊　　鴻生・木下厳太郎
   中野　啓三・圓尾　宗司

３． 尺骨頭の特異な変形を呈した陳旧性遠位橈尺関節脱臼
の１例

  大阪労災病院整形外科
   大木　　毅・日高　典明・辺見　　茂
   宮脇　裕二・鍵山　博士・本田　泰郎
   露口　雄一・土井　照夫

４． 内反肘変形後に生じた不安定肘の１症例
  西大阪病院整形外科
   高沢　　実・小田　明彦・森本　法生
  大阪医科大学整形外科
   阿部　宗昭

５． 化膿性仙腸関節炎の１例
  八尾徳洲会病院整形外科
   岸　　秀光・北西　正光・岩崎　圭至
   長谷川　潔
  八尾徳洲会病院小児科
   徳永　隆成・河野　照隆

６． 結核性胸鎖関節炎の１例
  滋賀医科大学整形外科
   川崎　　拓・松本　圭司・石澤　命仁
   井上　康二・福田　眞輔
  滋賀医科大学臨床検査医学
   岡部　英俊

７． ミエローマに対する人工椎体置換術の３例の経験
  天理病院整形外科
   岡田　成弘・宮崎　和躬・廣藤　栄一
   村瀬　徹哉・多田　晴彦・水野　泰行

８． 腰部脊柱管内 ganglion cyst の１例
  大阪府立病院整形外科
   三岡　智規・原田　武雄・宮本　隆司
   冨士　武史・辻野　宏明
  大阪府立病院病理科
   虎頭　　廉・伏見　博彰

９． 外傷性扁平足に対して逆エバンス手術を行った１例
  大阪医科大学整形外科
   馬場　一郎・木下　光雄・小野村敏信

10． 先天性二分舟状骨の１症例
  奈良県立医科大学整形外科
   古田　和彦・田中　康仁・熊井　　司
   高倉　義典・玉井　　進

11． Segmental lengthener を用いた大腿骨弯曲矯正と延長
の試み

  近畿大学整形外科
   宮崎　　浩・藤原　茂樹・丹　　彰浩
   浜西　千秋・田中　清介

12． Bipolar 型人工骨頭において Locking 機構が破損した
１例

  関西医科大学整形外科
   岡村　泰三・菅　　俊光・徳永　裕彦
   小川　亮惠

13． 37年後に再置換術を施行したカップ関節形成術の１
例

  京都府立医科大学整形外科
   前田　俊英・久保　俊一・李　　国浩
   平澤　泰介
  松下記念病院整形外科
   浅井　　浩・井上　重洋

14． ステロイド性大腿骨頭壊死症に合併した化膿性股関節
炎の１例

  神戸大学整形外科
   飯尾　弘子・藤岡　宏幸・三枝　康宏
   平田総一郎・水野　耕作

15． 最近の Neuralgic Amyotrophy の治療経験
  京都大学整形外科
   小田　伸悟・西島　直城・関　　賢二
   畑　　　洋・山室　隆夫
  国立姫路病院整形外科
   松島　正弘

16． 多発性 Eosinophilic granuloma の１例
  大阪市立大学整形外科
   森　　英隆・高見　勝次・松田　英雄
   中田　伸昭・乗上　　啓・船越　晃一
   宮内　　晃・岩本　久雄・湊　　康行
   島津　　晃

17． 著名な石灰化を示した胸髄 Meningioma の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   中川　幸洋・林　　信宏・楠本　幸弘
   岩橋　俊幸・江川　弘光・吉田　宗人
   玉置　哲也

18． 頸椎 OPLL に合併した胸髄 Neurinoma の１例
  京都市立病院整形外科
   川合　　準・四方　實彦・清水　和也
   武田　信巳・田中　千晶・多田　弘史
   相馬　　靖・保坂　泰介・古川　泰三
  京都市立病院臨床検査科
   金　　榮治
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開催年月日：平成４年11月21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：住友製薬道修町ビル　７階

１． 術前に椎間板ヘルニアと診断された腰部硬膜外血管腫
の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　公一・林　　信宏・夏見　和完
   岩橋　俊幸・楠本　幸弘・吉田　宗人
   木浦　賀文・玉置　哲也

２． 診断に難渋した腰部外側ヘルニアの１例
  兵庫医科大学整形外科
   池下　榮一・松本　　学・谷口　　睦
   大塚　誠治・夫　　徳秀・佐竹　一彦
   別所　康夫・圓尾　宗司

３． 下垂足を呈した腰椎疾患の検討
  関西医科大学整形外科
   前川　　徹・斉藤　貴徳・河崎美也子
   笹井　邦彦・赤木　繁夫・小川　亮惠

４． 軸椎分離症の２例
  三菱神戸病院整形外科
   高橋　信男・益子　秀久
  市立加西病院整形外科
   梁　　昌鳳

５． 第２～第５腰椎両側椎弓根骨折の１例
  国立神戸病院整形外科
   宮本　裕史・鷲見　正敏・片岡　　治
   佃　　政憲・沢村　　悟・香山　幸造
   李　　一浩

６． モルヒネの硬膜内投与を行った側弯症手術例の検討
  大阪医科大学整形外科
   小林　正典・小野村敏信・瀬本　喜啓
   澤田　　出・北野　利夫・永田　裕人

７． 仙骨内 Perineurial cyst の１例
  大阪市立大学整形外科
   乾　健太郎・中村　博亮・柴田　敏弥
   島津　　晃
  大阪市立大学第２病理
   桑原　秀樹

８． 先天性無痛無汗症に伴った Charcot spine の１例
  滋賀医科大学整形外科
   柿本　明博・勝浦　章知・吉川　玄逸
   福田　眞輔
  野洲病院整形外科
   横山　一郎

９． 頸椎部矯正骨きり術（Simmons 変法）をおこなった
強直性脊椎炎の１例

  京都大学整形外科
   藤林　俊介・清水　克時・松下　　睦
   戸田口淳也・山室　隆夫

10． MRI にて診断し得た急性脊髄硬膜外血腫の自然回復
例

  市立豊中病院整形外科
   高田　章弘・浅井　達郎・前中　孝文
   白木　隆士・皷　　敏光

11． 12才女子体操選手にみられた臀部筋膜下血腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   南　銀次郎・常岡　秀行・麻生　伸一
   野口　昌彦・長谷　　斉・平澤　泰介

12． 両母指短斜指症の手術矯正例の１例
  市立川西病院整形外科
   三木　秀宣・岸本　成人・平井三千夫
   辻井　　潔

13． 右示指高圧注入損傷の１症例
  市立堺病院整形外科
   佐々木　聡・原田　憲生・目黒　雄治
   本城　　昌・本郷　一郎

14． 小指に生じた非外傷性，伸筋腱脱臼の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   平中　崇文・大野　憲一・竹内　一喜

15． 断裂した関節唇により嵌頓を生じた変形性股関節症の
１例

  大阪労災病院整形外科
   濱田　泰彦・辺見　　茂・鍵山　博士
   土井　照夫

16． 仙骨部硬膜外腔へ浸潤した平滑筋肉腫の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・田中　千晶
   清水　和也・武田　信巳・多田　弘史
   相馬　　靖・川合　　準

17． 偽麻痺を呈した新生児筋肉内膿瘍の１例
  大阪府立母子総合医療センター整形外科
   佐藤　宗彦・川端　秀彦・安井　夏生
  阪南中央病院整形外科
   増田　達之

18． 穿刺排膿及び洗浄にて治癒を得た腸腰筋膿瘍の１例
  高槻赤十字病院整形外科
   大植　　睦・松居　孝一・岸本　郁男
   陵本　清剛・加納　敬庸

19． 外反膝及び膝蓋骨脱臼を呈した Ellis-van Creveld 症
候群の姉妹例

  大阪大学整形外科
   向井　克容・中原　治彦・橋本　　淳
   小野　啓郎

20． 破裂を来したべーカー囊腫の２例
  近畿大学整形外科
   福岡　　宏・辻本　晴俊・山根　敏彦
   宗円　　聡・浜西　千秋・田中　清介
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21． Cannulated Herbert Bone Screw を用いた骨折の治療
  馬場記念病院整形外科
   釜野　雅行・成田　信哉・塩見　英勲
   本田　良宣・安井　　明
  植木病院整形外科
   中本　俊毅
  頼整形外科
   頼　　　功
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

22． 胸鎖関節後方脱臼の１例
  国立京都病院整形外科
   伊藤　　宣・小野　講三・石田　勝正
   水谷　正巳・高橋健志郎・新里　修一
  国立京都病院外科
   西脇　洸一

23． 当院におけるアキレス腱皮下断裂に対する経皮縫合法
の短期成績

  冨士原病院整形外科
   長尾　憲孝・浜西　宏次

24． 最近経験したガス壊疽の２症例
  奈良救命救急センター整形外科
   福井　直人・植田　康夫・金沢あつ子
   辻本　正之・松本　宗明・鎌田喜太郎

25． 通風と誤診された足趾部の石灰沈着性腱鞘炎の２例
  草津中央病院整形外科
   宮原健一郎

26． 右下腿に再発した結節性アミロイドーシスの一症例
  市立豊中病院整形外科
   前中　孝文・高田　章弘・白木　隆士
   浅井　達郎・皷　　敏光

27． 肩甲骨部分切除後に発生したと考えられる巨大滑液包
炎の１例

  神戸大学整形外科
   西田康太郎・山本　哲司・桜井　敦志
   水野　耕作
  新日鉄広畑病院整形外科
   田中　和具
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開催年月日：平成４年12月19日　午後２時
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　圓尾　宗司
会　　　場：住友ビル　11階

１． 脊椎転移をきたした悪性黒色腫の治療経験
  大阪大学整形外科
   野口　義文・岩崎　幹秀・宮本　紳平
   小田　剛紀・和田　英路・小野　啓郎
  関西労災病院整形外科
   米延　策雄

２． 内側半月板から発生したと思われた ganglion menisci 
migrans の１症例

  神戸大学整形外科
   黒石　昌芳・阿部　修治・佐浦　隆一
   橋本　　淳・黒坂　昌弘・水野　耕作

３． 右膝関節に発症した樹枝状脂肪腫の１例
  甲南病院整形外科
   松島　真司・嶺尾　和男・辻　　充男
   木村　　浩・廣畑　和志
  神戸大学整形外科
   山本　哲司

４． 近位脛腓関節障害の２例
  姫路聖マリア病院整形外科
   山川　隆由・佐藤　　進・柴田　直樹
   広瀬　哲司・藤井　英夫・廣畑　和志

５． Fibrous cortical defect より Non-ossifying fibroma へ
移行したと考えられる１例

  兵庫県立成人病センター整形外科
   秋末　敏宏・鵜飼　和浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦

６． Wagner stem の使用経験
  高槻病院整形外科
   今泉　泰彦・清水　富男・野田　光昭
   山崎　京子・白石　英典

７． Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   藤田　郁夫・山口　高史・渡辺　康司
  済生会兵庫県病院小児科
   村上　龍助・久呉　真章・池田　和茂
  済生会兵庫県病院検査科病理
   大月　　均

８． 腸骨の骨性隆起により生じた外側大腿皮神経障害の１
症例

  阪南中央病院整形外科
   渡辺　昭彦・増田　達之・大坪　秀樹
   北川　　修

９． Superior facet syndrome における神経根電位測定の
診断価値について

  京都府立医科大学整形外科
   堂埜　秀文・平澤　泰介
  わたなべ整形外科
   渡辺　俊彦

10． 四肢麻痺を呈した頸部脊髄硬膜外血腫の１例
  吹田市民病院整形外科
   佐藤　　巌・井本　一彦・寺田　幸生
   岩木研次朗・小島　　朗・濱田　茂幸

11． 脊柱管後方に脱出した腰椎椎間板ヘルニアの１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   西　　秀人・楠本　幸弘・玉置　公一
   岩橋　俊幸・林　　信宏・木浦　賀文
   吉田　宗人・玉置　哲也

12． Stickler 症候群の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・清水　和也
   武田　信巳・田中　千晶・多田　弘史
   相馬　　靖・川合　　準

13． Down 症に合併した環軸椎脱臼に対する人工縫合糸に
よる Brooks 法の手術経験

  京都府立医科大学整形外科
   赤木　祥範・長谷　　斉・南　銀次郎
   田村　裕二・小倉　　卓・平澤　泰介

14． Compact CD System を用いた腰椎辷り症手術の経験
  大阪医科大学整形外科
   永田　裕人・磯貝　隆幸・小野村敏信
   石橋伊三郎・谷田　泰孝・金　　明博

15． 舟状骨偽関節に伴う長母指屈筋腱断裂の１例
  兵庫医科大学整形外科
   室井眞理子・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・柳田　博美・鄭　　昌吉
   圓尾　宗司

16． 先天性長母指伸筋欠損症の１例
  滋賀医科大学整形外科
   高瀬　年人・藤田　資文・駒井　　理
   井上　康二・福田　眞輔

17． 正中神経縫合後に生じた手関節掌側部痛に対する逆行
性方形回内筋弁の１例

  阪和泉北病院整形外科
   竹内　英二・吉田　竹志・植村　和司
   北野　継弐・多田　浩一
  大阪府立母子保健センター整形外科
   川端　秀彦

18． 総掌側指動脈に発生した動脈瘤の２例
  奈良県立医科大学整形外科
   殿山　浩平・矢島　弘嗣・石田　仁志
   宮内　義純・玉井　　進
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19． 中指の hemangioendothelioma の一症例
  京都大学整形外科
   畑　　　洋・西島　直城・井戸　一博
   琴浦　良彦・笠原　勝幸・和田山文一郎
   山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

20． 逆行性橈骨動脈皮弁の経験
  吉本病院整形外科
   村井　　聡・藤木淳一郎・青山　賢治
   秋山　晃一・吉本　恵則
  奈良県立医科大学整形外科
   矢島　弘嗣・玉井　　進

21． 多発性 CM 脱臼，手根骨脱臼骨折を伴った外傷の１
例

  関西医科大学整形外科
   中谷　晃之・南川　義隆・中村　誠也
   中川　琢磨・斎藤　貴徳・岡田　百代
   小川　亮惠

22． プロゴルファーに発生したガングリオンによる後骨間
神経麻痺の１例

  近畿大学整形外科
   宮城　一郎・福岡　　宏・辻本　晴俊
   保脇　淳之・田中　清介

23． 自傷行為によると思われる上肢リンパ浮腫の１症例
  明治鍼灸大学整形外科
   林　　太志・山口　佳彦・康原　正弘
   中尾　洋子・勝見　泰和

24． 陳旧性の上腕骨大結節剝離骨折に合併した腱板完全断
裂の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   米田　岳史・冨田　恭治・中垣　公男
   玉井　　進
  県立奈良病院整形外科
   尾崎　二郎

25． 人工膝関節置換術術後の膝蓋骨骨折
  姫路赤十字病院整形外科
   三木　健司・稲岡　正裕・墳本　敏彦
   大野　充繁・細井波留夫・中西　啓文
   細谷　　徹

26． 膝蓋骨に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  第二岡本総合病院整形外科
   浅嶌　周造・畑　　正樹・大村喜久雄
  滋賀医科大学整形外科
   石澤　命仁・松本　圭司

27． 大腿骨に発生した非骨化線維腫の１症例
  社会保険大和郡山総合病院整形外科
   葛岡　達司・角谷　慶明・大谷　明久

28． 透析患者の大腿骨々頭が急速に破壊を呈した１例
  井上病院整形外科
   玉田　善雄
  大阪市立大学整形外科
   島津　　晃

29． 距舟関節症を併発した足舟状骨疲労骨折の１例
  大阪労災病院スポーツ整形外科
   松井　好人・史野　根生・濱田　雅之
   土井　照夫
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第286回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成５年１月16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． 大腿骨骨きり術後に発生したと思われる股関節色素性
絨毛結節性滑膜炎を疑わせる１症例

  近畿大学整形外科
   安本　雅一・永田　行男・宗円　　聡
   富原　光雄・田中　清介

２． 鋼線締結法による肘離断性骨軟骨炎の治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   河本　浩栄・玉井　和夫・麻生　伸一
   南　銀次郎・長岡　孝則・平澤　泰介

３． スポーツ選手にみられた足舟状骨骨軟骨損傷の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   名島　将浩・熊井　　司・田中　康仁
   高倉　義典・玉井　　進

４． 内反肘変形に伴った習慣性橈骨頭後方脱臼の１例
  神戸大学整形外科
   西田康太郎・平田総一郎・水野　耕作
  井上外科整形外科
   井上　　鴻

５． 特発性上腕骨内反症の１例
  大阪市立大学整形外科
   吉田　商浩・楠　　正敬・安田　匡孝
   乾　健太郎・金子　　修・島津　　晃

６． 頭蓋咽頭腫による汎下垂体機能低下症に伴った大腿骨
頭すべり症の１症例

  大阪医科大学整形外科
   南　巌太郎・瀬本　喜啓・澤田　　出
   小野村敏信・加納　敬庸
  枚方市民病院整形外科
   武田　勝雄

７． 骨粗鬆症における X 線変形と骨塩量との比較
  中谷整形外科病院
   桜井　敦志・角田　雅也・中谷　正臣

８． 最近経験した脊椎カリエスの３例
  大阪労災病院整形外科
   秋田　鐘弼・橋本　一彦・宮脇　裕二
   土井　照夫

９． 重度の前腕骨骨髄炎を合併した先天性梅毒の１例
  大阪大学整形外科
   石上　仁丸・太田　市郎・政田　和洋
   小野　啓郎

10． 骨髄炎との鑑別を要した脛骨良性軟骨芽細胞腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   吉川　正徳・森本　　茂・岩崎　　淳
   石澤　命仁・松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学臨床検査医学
   岡部　英俊

11． 大腿骨小転子病的骨折をきたした転移性骨腫瘍の４例
  兵庫医科大学整形外科
   今村　史明・木下厳太郎・麩谷　博之
   宮脇　淳志・立石　博臣・圓尾　宗司

12． 著名な椎体陥凹を呈した腰仙部神経鞘腫の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   北野　陽二・吉田　宗人・木下　裕文
   岩橋　俊幸・榎本　晃芳・峠　　　康
   石口　　明・玉置　哲也

13． 大胸筋による胸郭出口症候群の１例
  関西医科大学整形外科
   岡本　晃一・菅　　俊光・亀山　　修
   玉置　譲二・笹井　邦彦・中谷　晃之
   小川　亮惠

14． 胸腰椎前方手術に合併した胸管損傷の２例
  京都大学整形外科
   小田　伸悟・清水　克時・松下　　睦
   飯田　寛和・四方　實彦・山室　隆夫
  京都大学胸部研胸部外科
   乾　　健二・和田　洋巳
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開催年月日：平成５年２月20日　午後２時
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． 強直性脊椎炎性股関節症に対するカップ関節形成術の
２例

  近畿大学整形外科
   福岡　　宏・辻本　晴俊・宗円　　聡
   富原　光雄・浜西　千秋・田中　清介

２． 手指骨に発生した骨サルコイドーシスの１例
  滋賀医科大学整形外科
   田代　広尚・佐々木英幸・石澤　命仁
   藤田　資文・福田　眞輔
  長浜赤十字病院整形外科
   浜上　　洋
  行岡病院整形外科
   森　　孝憲

３． 大菱形骨単独粉砕骨折の１例
  なぎ辻病院整形外科
   田久保興憲・中　　康匡
  明石市民病院整形外科
   大浦　五郎・四方　義朗・呉　　世昌
   藤原　浩芳・真鍋　卓容

４． 第５ CM 関節単独背側脱臼の１例
  和歌山労災病院整形外科
   保田　賢典・佐々木俊二・原田　　基
  和歌山労災病院理学診療科
   西田　秀樹・島村　禎二
  和歌山県立医科大学整形外科
   江川　弘光・玉置　哲也

５． 腱性弾発の１例
  大阪大学整形外科
   植田進一朗・井上　雅裕・中田　　研
   前田　　朗・小野　啓郎

６． 長母指伸筋筋壊死の１例
  岡波総合病院整形外科
   藤井　唯誌・青木　　孝
  奈良県立医科大学整形外科
   高倉　義典・田中　康仁・熊井　　司
   玉井　　進

７． 肺転移に対して化学療法が有効であった，大腿骨脱分
化型軟骨肉腫の１例

  大阪医科大学整形外科
   丸山　貴資・森下　　忍・中島　幹雄
   辰井　　光・南　　昌広・小野村敏信

８． 脛骨の病的骨折を伴った monostotic Paget 病の１例
  京都大学整形外科
   中川　偉文・笠井　隆一・山室　隆夫

９． 大腿外側広筋に発生した血管腫の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   野柳　俊英・井口　哲弘・藤田　久夫
   菊本喜代司・後藤　義人・一山　茂樹
   木下　誠司

10． 下腿筋肉内に原発した悪性リンパ腫の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   木下　誠司・井口　哲弘・藤田　久夫
   菊本喜代司・後藤　義人・一山　茂樹
   野柳　俊英

11． 著名な骨破壊をきたした脛骨 chondromyxoid fibroma 
の１例

  京都府立医科大学整形外科
   李　　国浩・楠崎　克之・井上　　望
   平澤　泰介
  京都府立医科大学病院病理部
   土橋　康成
  大阪医科大学中検病理
   堤　　　啓

12． 診断に難渋した骨盤腔内神経鞘腫の１例
  国立神戸病院整形外科
   上本　晴信・片岡　　治・鷲見　正敏
   佃　　政憲・澤村　　悟・香山　幸造
   李　　一浩・宮本　裕史・中村　哲也

13． 下垂体機能低下症を伴った両変形性股関節症の１例
  兵庫県立柏原病院整形外科
   尾崎　昭洋・北澤　久也・北野　達郎
   藤田　直己

14． ラールセン症候群と思われる３例
  大阪市立北市民病院整形外科
   鈴木　真司・鈴木　　孝・中川伊佐夫
  大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター
   岡島　幹雄

15． 先天性鎖骨偽関節の１例
  神戸大学整形外科
   宮　　秀俊・平田総一郎・水野　耕作
  池田回生病院整形外科
   宇田　宙照

16． 臼蓋形成不全に対する移植骨固定釘に破損を来した，
人工骨頭置換術の３例

  兵庫医科大学整形外科
   鄒　　天祥・佐竹　一彦・立石　博臣
   楊　　鴻生・厚井　　薫・麩谷　博之
   木下厳太郎・中野　啓三・福西　成男
   圓尾　宗司

17． 示指伸筋皮下引き抜き損傷の１例
  新須磨病院整形外科
   板倉　良友・西　　重敬・小嶋　三郎
   黒田　良祐
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18． 母指・中指・環指の伸展障害をきたした RA の１例
  関西医科大学整形外科
   中村　　健・菅　　俊光・南川　義隆
   中村　誠也・中川　琢磨・小川　亮惠

19． 抗生剤混入骨セメントにて再置換が可能であった全人
工大腿骨置換術後感染症例

  京都府立医科大学整形外科
   長岡　孝則・楠崎　克之・井上　　望
   平澤　泰介

20． Brown-Sequard Syndrome を呈した頸椎椎間板ヘルニ
アの１例

  大津赤十字病院整形外科
   上村　正樹・光野　一郎・釆野　　進
   𣳾永　　募・坂根　正則・近藤　　啓
   藤田　　仁

21． 胸髄髄内に発生した髄膜腫の１症例
  奈良県立医科大学整形外科
   山内　　潤・殿山　浩平・植田百合人
   松山　悦啓・久貝　充生・三井　宣夫
   宮内　義純・玉井　　進
  奈良県立医科大学第一病理学
   青笹　克之

22． 外傷性硬膜内くも膜囊腫の１例
  大阪市立大学整形外科
   柴田　敏弥・林　　成治・北野　利夫
   中村　博亮・油谷　安孝・島津　　晃
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開催年月日：平成５年３月13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：住友ビル　11階

１． 膝関節完全脱臼による大腿動脈断裂の１再建例
  奈良県立医科大学救急科
   伊東　勝也・芳川　伸治・稲田　有史
   古田　和彦・大城　　治・村田　景一
   田伏　久之・宮本　誠司
  奈良県立医科大学整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進

２． 鎖骨重複骨折の３例
  榛原総合病院整形外科
   中井　敏幸・仲川　喜之・宗安　浩子
   鶴薗　雅史・梅垣　修三

３． 小児頸椎椎間板石灰化症の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   栗原　良次・西　　秀人・橋爪　　洋
   吉田　宗人・玉置　哲也
  進正会寺下病院
   寺下　浩彰

４． 強直性脊椎炎による脊柱後弯変形に対する polyseg-
mental corrective osteotomy の経験

  滋賀医科大学整形外科
   吉川　正徳・岩崎　　淳・今中　　徹
   今井　晋二・勝浦　章知・福田　眞輔
  順天堂大学整形外科
   井上　　久

５． 外傷性胸鎖関節後方脱臼の２例
  東住吉森本病院整形外科
   勝山　真介・調子　和則・辻　　康之
   淵田　昌克・猪瀬　正美

６． 遠位上腕二頭筋腱皮下断裂の１例
  関西医科大学整形外科
   岡村　泰三・菅　　俊光・浦川　正人
   赤木　繁夫・南川　義隆・小川　亮惠

７． 先天性総指伸筋欠損症の１例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   加東　　定・藤井　正司・宇野　耕吉
   増田　真造・高島　孝之・三浦　靖史
  兵庫医科大学整形外科
   田中　寿一
  公立和田山病院整形外科
   寺下　徹弥

８． 乳児化膿性股関節炎後遺症に対する大転子関節形成術
の経験

  大阪市立大学整形外科
   伊藤　智康・木下　　均・北野　利夫
   安田　匡孝・町井　義和・島津　　晃

９． 大腿骨遠位骨端線早期閉鎖に対する下肢延長術の経験
  京都府立医科大学整形外科
   中村　文紀・高井　信朗・渡部　欣忍
   河本　浩栄・平澤　泰介

10． 先天性内反手変形の矯正　̶イリザロフ法の可能性̶
  近畿大学整形外科
   宮城　一郎・堀越　雅智・保脇　淳之
   浜西　千秋・田中　清介

11． 破格筋による尺骨神経管症候群の１例
  兵庫医科大学整形外科
   鄭　　昌吉・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・圓尾　宗司

12． 人工骨頭置換術に至ったメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌による化膿性股関節炎の１例

  大阪市立大学整形外科
   坂和　　明・大久保　衛・浅田　莞爾
   島津　　晃

13． THR 後に生じたステム折損の２例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   今田　直紀・大成　浩征・松井　　稔
   河井　秀夫

14． 治療終了後７年５ヶ月で脊椎転移をきたした Ewing 
肉腫の１症例

  大阪大学整形外科
   金澤　淳則・宮本　紳平・荒木　信人
   久田原郁夫・名井　　陽・吉川　秀樹
   内田　淳正・小野　啓郎

15． 超音波手術器（CUSA）で多発性の脊髄腫瘍切除を行っ
た von-Recklinghausen 氏病の１例

  京都大学整形外科
   岩城　公一・中山裕一郎・清水　克時
   長野　真久・山室　隆夫

16． 多中心性骨肉腫の１例
  神戸大学整形外科
   金丸　裕一・山本　哲司・安井　慎二
   水野　耕作
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開催年月日：平成５年５月15日　午後２時
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． 血友病性股関節症に対する THR の一症例
  京都大学整形外科
   長谷　隆生・松田　康孝・飯田　寛和
   笠井　隆一・山室　隆夫
  京都大学第一内科
   高山　博史

２． 一過性大腿骨頭骨萎縮症の１症例
  大阪医科大学整形外科
   大原　英嗣・辰井　　光・森下　　忍
   中島　幹雄・小野村敏信

３． 両股，両膝関節に生じた一過性骨萎縮症の１例
  国立明石立病院整形外科
   水野　敏行・吉田　和也・山田　昌弘

４． 人工膝関節置換術後，３年で膝関節血症をきたした１
例

  明和病院整形外科
   坂井　　毅・黒田　　均・吉矢　晋一
   松下　　績

５． Bipolar Cup の Impingement による HDP 摩耗粉によ
り大腿骨コンポーネントのゆるみをきたした２症例

  大阪大学整形外科
   藤井　昌一・菅野　伸彦・増原　建作
   高岡　邦夫・小野　啓郎

６． 壊死性筋膜炎の２例
  大阪労災病院整形外科
   濱田　泰彦・橋本　一彦・日高　典昭
   土井　照夫

７． 胸椎から腰椎にかけて広範囲に多発した meningeal 
cyst の一例

  大阪府済生会中津病院整形外科
   小林　章郎・松田　英樹・田嶌　考治
   北村　嘉雄・森井　孝和・西浦　道行
   安並　敏哉・榎原　恒之・桒野　吉浩

８． 馬尾血管芽腫の一例
  大阪厚生年金病院整形外科
   前田　雅春

９． Arnold Chiari 奇形と側弯を伴った鎖骨頭蓋異形成症
の１例

  滋賀医科大学整形外科
   田代　広尚・今井　晋二・石澤　命仁
   駒井　　理・勝浦　章知・福田　眞輔
  滋賀医科大学脳神経外科
   松田　昌之・京嶌　和光

10． 腰椎後縦靱帯骨化症の１例
  京都市立病院整形外科
   保坂　泰介・四方　實彦・清水　和也
   武田　信己・田中　千晶・戸田口淳也
   多田　弘史・川合　　準

11． 前脊髄動脈症候群と思われた１症例
  舞鶴市民病院整形外科
   長　　嗣麿・加藤　　淳・吉田　成仁

12． 真菌性脊椎炎の２例
  八尾徳洲会病院整形外科
   岩崎　圭至・長谷川　潔・北西　正光
   岡本　晃一

13． 硬膜外血腫により遅発性に麻痺の進行を認めた 
chance 骨折の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   中川　幸洋・玉置　哲也・吉田　宗人
   林　　信宏・岩橋　俊幸・江川　弘光
   榎本　晃芳・南　　晋司

14． 化膿性肩鎖関節炎の一例
  関西医科大学整形外科
   三島　克之・小川　亮惠・二宮　俊憲
   玉置　譲二・浦川　正人・竹内　賢治

15． 乳児期大腿骨骨髄炎により下肢短縮を生じた小児の治
療経験

  国立舞鶴病院整形外科
   北田　一史・柳川　哲二・西岡　真人

16． 肩甲胸郭固定術を行った顔面肩甲上腕型筋ジストロ
フィー症の１例

  市立加西病院整形外科
   梁　　昌鳳・木村　真二・岩木　稔裕
   橋本　　規・矢野　　悟
  神戸大学整形外科
   冨岡　正雄・幸野　秀志

17． 船底足変形を呈した糖尿病性 Charcot foot の１例
  神戸大学整形外科
   宮　　秀俊・中林　幹治・黒坂　昌弘
   水野　耕作
  三田市民病院整形外科
   大野　　修・橋本　　靖
  兵庫県立総合リハビリセンター整形外科
   小村　　孝・津村　暢宏・澤村　誠志

18． 第３肋骨血管腫の一例
  大阪市立大学整形外科
   遠山　雅彦・安田　匡孝・國吉　裕子
   高見　勝次・山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武
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19． 末梢神経の神経鞘腫の臨床診断（MR 像を中心に）
  兵庫県立成人病センター整形外科
   黒石　昌芳・冨田　佳孝・森本　一男

20． 股関節痛を主訴とし，特徴的な MR 像を呈した小児
白血病の一例

  榛原総合病院整形外科
   宗安　浩子・仲川　喜之・鶴薗　雅史
   中井　敏幸・建道　寿教・梅垣　修造
  榛原総合病院小児科
   平　　康二・西村　龍夫

21． 鈍的外力による大腿部仮性動脈瘤の１例
  医仁会武田総合病院整形外科
   渡辺　　寛・森田　純弘・村尾　　浩
   松田　　浩
  医仁会武田総合病院心臓血管外科
   曽根田純一

22． 感電による肩関節後方脱臼骨折の手術症例の一例
  国立京都病院整形外科
   新里　修一・石田　勝正・小野　講三
   水谷　正巳・高橋健志郎・伊藤　　宣

23． 母指 CM 関節脱臼の１例
  新須磨病院整形外科
   板倉　良友・西　　重敬・小嶋　三郎
   黒田　良祐

24． 受傷後３ヶ月目に観血的整復を行った外傷性橈骨頭脱
臼の一例

  加古川市民病院整形外科
   田村　和哉・飯田　康夫・前澤　範明

25． RSD 患者のてんかん発作時に生じた小児大腿骨頸部
骨折の一例

  京都府立医科大学整形外科
   土田　雄一・金　　郁喆・平澤　泰介
   南　銀次郎

26． 咳嗽によると思われる肋骨の多発性疲労骨折の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   向井　　宏・橋本　　淳・園田　万史

27． 仙骨部神経線維腫の一例
  兵庫医科大学整形外科
   仁井田雅邦・松本　　学・大塚　誠治
   木下厳太郎・別所　康生・小林　紀郎
   今村　史明・圓尾　宗司
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第290回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成５年６月19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
　　　　　　山野　慶樹
会　　　場：住友ビル　11階

１． 糖尿病患者の上肢に発症した非クロストリジウム性ガ
ス壊疽の１例

  神戸大学整形外科
   呉　　玉彬・中林　幹治・水野　耕作

２． 外傷性遠位橈尺関節掌側脱臼の２症例
  京都市立病院整形外科
   武田　信巳

３． 非ステロイド剤関節内投与後，急速に膝関節破壊を来
した１例

  関西医科大学整形外科
   竹内　賢治・小川　亮惠・菅野　　博
   斎藤　貴徳・中川　琢磨

４． 集団検診が発見の契機となった胸部 neurofibroma の
１例

  大阪市立大学整形外科
   河野　　浩・松田　英雄・乗上　　啓
   高見　勝次・中田　信昭・岩本　久雄
   山野　慶樹

５． 果部骨折を伴わない開放性足関節脱臼の２例
  豊昌会林病院整形外科
   長濱　信一・南　　幸作・岸本　正文
   林　　敏夫・島津　　晃

６． Herbert screw で固定した膝蓋骨骨軟骨骨折の２例
  兵庫医科大学整形外科
   小笠　智嗣・厚井　　薫・立石　博臣
   楊　　鴻生・田中　寿一・福西　成男
   荒川　　晃・圓尾　宗司

７． TKA 後大腿骨顆上骨折の創外固定による治療経験
  京都府立医科大学整形外科
   赤木　祥範・渡部　欣忍・井上　　望
   日下　義章・平澤　泰介

８． 大腿骨骨折部に発生した骨 MFH の１例
  大阪大学整形外科
   乾　　浩明・久田原郁夫・荒木　信人
   名井　　陽・吉川　秀樹・内田　淳正
   小野　啓郎

９． 人工股関節置換術５年後，急速に骨膜反応を伴う 
endosteal lysis を示した metallosis の１例

  滋賀医科大学整形外科
   高瀬　年人・井上　康二・駒井　　理
   岩崎　　淳・牛山　敏夫・藤本　昌樹
   谷　　仁孝・西岡　淳一・福田　眞輔

10． 肺性肥大性骨関節症の１例
  大阪医科大学整形外科
   原　　千晴・森下　　忍

11． ユーイング肉腫と診断された後に急性リンパ性白血病
と判明した１症例

  済生会御所病院整形外科
   西出　正人・山岡　伸行・庄野　正生

12． 再発を繰り返した隆起性皮膚線維肉腫の１例
  近畿大学整形外科
   北本　克則・山根　敏彦・谷沢　　紳
   菊池　　啓・保脇　淳之・田中　清介
  近畿大学第２病理
   前倉　俊治・橋本　重夫

13． 診断に難渋した Osteoid Osteoma の１例
  大阪労災病院整形外科
   本田　泰郎・大野　博史・土井　照夫
  大阪大学整形外科
   内田　淳正

14． 変形性手関節症に続発した手指伸筋腱断裂
  医仁会武田総合病院整形外科
   松田　　浩・渡辺　　寛・森田　純弘
   村尾　　浩・堀口　泰輔

15． 月状骨体部骨折の１例
  吉本病院整形外科
   村井　　聡・藤木淳一郎・吉本　恵則
  奈良県立医科大学整形外科
   矢島　弘嗣・玉井　　進

16． 浮遊母指に対して筋移行，関節移植を行い母指を再建
した１症例

  京都大学整形外科
   松本　泰一・西島　直城・井戸　一博
   山室　隆夫

17． 左中指末節骨内に発生した Epidermoid cyst の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   林　　未統・江川　弘光・橋爪　　洋
   峠　　　康・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・青木　雅昭・大浦　晴夫
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第291回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成５年７月10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　平澤　泰介
会　　　場：住友ビル　11階

１． 踵骨慢性骨髄炎に対して踵骨全摘出術を施行した１症
例

  京都府立医科大学整形外科
   山口　美樹・玉井　幹人・原　　浩史
   野口　昌彦・平澤　泰介
  宇治病院整形外科
   金光　京石・岡田　　哲・藤井　博之

２． 両足アキレス腱付着部に発生した Xanthoma の１例
  京都第二赤十字病院整形外科
   江本　慶太・岩破　康博・日下部虎夫
   大樋　信之・寺脇　　稔・徳永　大作
   細川　元男・河合　生馬

３． 足第２，３趾間に発生した Morton 病の２例
  奈良県立医科大学整形外科
   中島　弘司・熊井　　司・田中　康二
   高倉　義典・玉井　　進

４． 膝蓋靱帯皮下断裂の１例
  市立加西病院整形外科
   岩木　稔裕・矢野　　悟・木村　真二
   橋本　　規・梁　　昌鳳

５． プレート抜釘後に生じた両側大腿骨骨幹部疲労骨折の
１例

  大阪市立城北市民病院整形外科
   北　　輝夫・中本　達郎・原　　好延
   林　　卓夫・大橋　弘嗣・濱田　有康

６． 大腿骨外顆部の広範囲に発生した離断性骨軟骨炎の１
例

  大阪市立大学整形外科
   伊藤　陽一・吉田研二郎・福岡　慎一
   大橋　弘嗣・山野　慶樹
  大阪市立大学第２病理
   桑原　秀樹
  伊藤外科診療所
   伊藤　成幸

７． Radiation osteitis による大腿骨顆上部病的骨折の１例
  滋賀医科大学整形外科
   平岡　誠司・松本　圭司・石澤　命仁
   森本　　茂・牛山　敏夫・今井　晋二
   福田　眞輔

８． 低リン血症性くる病（高 Ca 尿症を伴う）の変形性膝
関節症に対する片側仮骨延長法

  大阪大学整形外科
   松岡　孝志・木村　友厚・脇谷　滋之
   内田　淳正・小野　啓郎
  大阪大学小児科
   山本　威久

９． 第５胸椎に発生した hemangioma の１例
  大阪労災病院整形外科
   秋田　鐘弼・橋本　一彦・土井　照夫

10． 若年期発症の頸，胸椎症性脊髄症の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   石口　　明・玉置　哲也・吉田　宗人
   木下　裕文・楠本　幸弘

11． 病的骨折にて発見された動脈瘤様骨囊腫の小治療経験
  京都市立病院整形外科
   武田　信巳・四方　實彦・清水　和也
   田中　千晶・戸田口淳也・多田　弘史
   川合　　準・仲俣　岳晴・長谷部啓司

12． 多中心発生性骨肉腫と思われる１症例
  近畿大学整形外科
   丹　　彰浩・永田　行男・浜西　千秋
   田中　清介

13． 股関節に生じた滑膜性骨軟骨腫症の２例
  関西医科大学整形外科
   鈴木　　毅・小川　亮惠・菅野　　博
   徳永　裕彦・笹井　邦彦・中村　誠也
  八尾徳洲会病院整形外科
   長谷川　潔

14． 成人型ファンコニー症候群の１例
  兵庫医科大学整形外科
   中野　啓三・圓尾　宗司・立石　博臣
   楊　　鴻生・辻　　　寿・今村　史明
   室井真理子

15． 神経再建を行った腕神経叢内神経原性腫瘍の３例
  京都大学整形外科
   畑　　　洋・西島　直城・井戸　一博
   藤尾　圭司・琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学中検病理
   中嶋　安彬

16． 先天性近位橈尺骨癒合症に回転骨切り術を施行した１
例

  神戸大学整形外科
   黒田　良祐・三枝　康宏・平田総一郎
   水野　耕作

17． サルモネラ菌による化膿性肩関節炎の１例
  大阪医科大学整形外科
   常徳　　剛・土居　宗算・宮本　茂好
   小山　茂和・阿部　宗昭・小野村敏信
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第292回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成５年９月25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　玉井　　進
会　　　場：住友ビル　11階

１． Askin Tumor の１例
  京都府立医科大学整形外科
   上松　耕太・三井　宣夫・宮内　義純
   朴木　寛弥・玉井　　進

２． 陳旧性月状骨脱臼に伴った屈筋腱皮下断裂の１例
  兵庫医科大学整形外科
   鄒　　天祥・田中　寿一・中野　利彦
   美崎　　晋・今村　史明・山下　仁司
   圓尾　宗司

３． 腰椎部に発生した硬膜外血腫の１例
  松下記念病院整形外科
   前田　俊英・井上　重洋・中西　源和
   城倉　雅次・浅井　　浩

４． 腰椎硬膜外腫瘍と思われた１症例
  天理よろづ相談所病院整形外科
   長谷　隆生・宮崎　和躬・広藤　栄一
   小野崎　晃・岡田　成弘・大場　真央
   水野　泰行

５． 成人の第４頸椎に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  滋賀医科大学整形外科
   田中　成浩・川崎　　拓・森本　　茂
   石澤　命仁・岩崎　　淳・勝浦　章知
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医科大学臨床検査医学
   岡部　英俊
  彦根中央病院整形外科
   小宮　靖弘

６． Post-traumatic osteolysis of the pubic bone の２例
  兵庫県立淡路病院整形外科
   片岡　健夫・庄　　智矢・正田　悦朗
   工藤　俊男・岡田　純典・上本　晴信

７． 肩関節鏡視下肩峰下除圧術が有効であった肩関節拘縮
の１例

  京都府立医科大学整形外科
   青芝　秀幸・黒川　正夫・平澤　泰介

８． 特発性大腿骨頭壊死症に合併した両膝骨梗塞の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   山崎　　悟・岩橋　俊幸・角谷　英樹
   小島　博嗣・栗原　良次・玉置　哲也
  和歌山労災病院整形外科
   佐々木俊二

９． 膝蓋骨亜脱臼を伴った外反膝に対するイリザロフ創外
固定器による治療経験

  大阪大学整形外科
   井阪　佳照・中原　治彦・橋本　　淳
   平林　伸治・小野　啓郎

10． 再発性軟部肉腫に対し branchytherapy を行った１例
  関西医科大学整形外科
   安田　忠勲・中川　琢麿・亀山　　修
   小川　亮惠
  関西医科大学放射線科
   播磨　洋子
  関西医科大学中検病理
   坂井田紀子・岡村　明治

11． PLLA ピンを使用した上腕骨小頭骨折の１例
  綾部市立病院整形外科
   渡辺　信佳・吉野　信之・真鍋　卓容
   中村紳一郎

12． 手舟状骨特発性骨壊死の１例
  大阪労災病院整形外科
   阪田　武志・日高　典昭・露口　雄一
   大野　博史・土井　照夫

13． 右手示指中指に発生した骨破壊を伴った先天性動静脈
瘻の１例

  京都大学整形外科
   吉野　仁浩・井戸　一博・西島　直城
   藤尾　圭司・清水　克時・山室　隆夫
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

14． 最近経験した下腿コンパートメント症候群の１例
  大阪市立大学整形外科
   日下　昌浩・大久保　衛・朴　　正英

15． 下腿に発生した巨大滑液囊腫の１例
  奈良県立五條病院整形外科
   青木　　誠・前田　　学・西村　清之
   藤井　繁昌

16． Kashin-Beck 病の一夫婦例
  近畿大学整形外科
   斎藤　政克・喜多　　寛・田中　清介

17． 上腕部軟部腫瘍との鑑別が困難であった猫ひっかき病
の１例

  大阪医科大学整形外科
   矢津　匡也・阿部　宗昭・岡本　雅雄
   石津　恒彦・土居　宗算・小野村敏信

18． 右手中指に発生した爪下外骨腫の１例
  神戸大学整形外科
   石本　勝彦・山本　哲司・水野　耕作

19． 殿筋粗面に発生した石灰沈着性腱炎の１例
  味木会太子病院整形外科
   鈴木　里美
  兵庫県立看護大学
   鵜飼　和浩
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開催年月日：平成５年10月16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． 高度の側弯を呈した腰部椎間板ヘルニアの３例
  大阪医科大学整形外科
   市村　善宣・永田　裕人・谷田　泰孝
   石橋伊三郎・小坂　理也・小野村敏信

２． 中下位頸椎に広範囲に再発した脊索腫の一症例
  大阪大学整形外科
   石井　正悦・小田　剛紀・岩崎　幹李
   宮本　紳平・小野　啓郎
  関西労災病院整形外科
   米延　策雄

３． 頸髄部後根に発生した囊腫と思われる１症例
  和歌山県立医科大学整形外科
   下薗　英史・玉置　哲也・吉田　宗人
   木下　裕文・岩橋　俊幸・夏見　和完
   林　　信宏・玉置　公一

４． 胸椎黄色靱帯骨化症に黄色靱帯内血腫を合併した１例
  滋賀医科大学整形外科
   松吉　雄大・今中　　徹・勝浦　章知
   今井　晋二・金本　昌邦・福田　眞輔

５． 右第５腰神経根周囲に発生した囊腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   畑　　和也・小倉　　卓・長谷　　斉
   楠崎　克之・青芝　秀幸・平澤　泰介

６． 化膿性仙腸関節炎の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   山口　高史・渡辺　康司

７． 小児大腿骨骨肉腫に対する大腿骨全置換術の１例
  兵庫医科大学整形外科
   佐々木　崇・木下厳太郎・福西　成男
   橘　　俊哉・山田　　博・厚井　　薫
   尾上　　徹・宮脇　淳志・鄒　　天祥
   今村　史明・立石　博臣・圓尾　宗司

８． Glenoid fracture に対し観血的整復を行った１例
  国立京都病院整形外科
   大澤　漢宇・小野　講三・石田　勝正
   高橋健志郎・真多　俊博・新里　修一

９． 有鉤骨鉤骨折後に発生した指屈筋腱断裂の１例
  大阪市立大学整形外科
   吉田　商浩・楠　　正敬・香月　憲一
   安田　匡孝・遠山　雅彦・寺浦　英俊
   山野　慶樹

10． 多発性外傷に伴った右手第２，第３手根中手関節脱臼
の１例

  大阪府三島救命救急センター
   中岡　伸哉・長谷川利雄・川島　啓誠
   瞿　　玉興・冨士原　彰・田邊　浩之

11． 虫様筋により中指単独の血行障害を示した１症例
  近畿大学整形外科
   大木　　浩・福田　寛二・永田　行男
   辻本　晴俊・葭井　健男・板金　寛昌
   保脇　淳之・田中　清介

12． 右第４中手骨に発生した juxtacortical chondroma の
１例

  京都大学整形外科
   金田　営志・井戸　一博・西島　直城
   藤尾　圭司・山室　隆夫

13． PIP 関節内骨折を伴う内軟骨腫に対する簡易牽引療法
  関西医科大学整形外科
   小川　浩司・南川　義隆・中村　誠也
   三島　克之・小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   岡村　明治

14． 距骨下関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の１例
  奈良県立医科大学整形外科
   阪本　達哉・田中　康仁・熊井　　司
   村田　景一・三井　宣夫・高倉　義典
   玉井　　進

15． 多発性通風結節の１症例
  神戸大学整形外科
   野瀬　範久・加東　　武・水野　耕作
  神戸大学医療技術短期大学
   石川　　斉
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開催年月日：平成５年11月20日　午後２時
当 番 幹 事：神戸大学医学部整形外科教室　水野　耕作
会　　　場：住友ビル　11階

１． 診断が困難であった fibrous dysplasia による大腿骨頸
部変形治癒骨折の一例

  神戸大学整形外科
   織辺　　隆・角田　雅也・山本　哲司
   三枝　康宏・水野　耕作

２． 変形治癒により屈曲制限をきたした小児上腕骨遠位骨
端線離開の一例

  大阪大学整形外科
   原口　圭司・正冨　　隆・金子　元春
   太田　市郎・小野　啓郎

３． 足舟状骨疲労骨折の一例
  国立明石病院整形外科
   坂井　　毅・山田　昌弘・吉田　和也

４． 陳 旧 性 指 神 経 欠 損 に 対 す る arterialized neuro-
cutaneous flap の経験

  奈良県立医科大学救急科
   中島　弘司・稲田　有史・全田　繁広
   芳川　伸治・田伏　久之・宮本　誠司
  奈良県立医科大学整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進

５． 肩関節直立脱臼の一症例
  富田林病院整形外科
   小泉　宗久・神原　幹司・宮田　重樹
   藤田　　烈・山岡　茂雄
  榛原総合病院整形外科
   仲川　喜之

６． 腸頸靱帯皮下部分断裂の一症例
  西病院整形外科
   幸野　秀志・宮崎　誠一・廣畑　和志
  神戸大学整形外科
   水野　耕作

７． 遠隔転移をきたした耳下腺混合腫の一例
  近畿大学整形外科
   王　　正道・北本　克則・西岡　栄恵
   山根　敏彦・福田　寛二・松倉　　登
   冨原　光雄・浜西　千秋・田中　清介
  近畿大学第一病理
   鈴木　庸之

８． 大腿骨に発生した chondromyxoid fibroma の一例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   赤松　俊浩・高山　博行・森本　一男
  兵庫県立成人病センター中検病理
   木崎　智彦

９． 脊髄症状を呈した脊髄くも膜囊腫の２例
  大阪医科大学整形外科
   磯貝　隆幸・石橋伊三郎・永田　裕人
   谷田　泰孝・成田　光男・市村　善宣
   小野村敏信

10． 強直性脊椎炎による脊柱後弯変形に対する polyseg-
mental corrective osteotomy の経験

  兵庫医科大学整形外科
   山下　敦夫・大塚　誠治・松本　　学
   別所　康生・岡田　文明・谷口　　睦
   圓尾　宗司

11． Pradar-Willi 症候群に合併した脊柱側弯症の一手術例
  京都府立医科大学整形外科
   宗安　克仁・森原　　徹・小倉　　卓
   長谷　　斉・平澤　泰介

12． 第10胸椎に発生した osteoid osteoma の一例
  大阪労災病院整形外科
   辺見　俊一・橋本　一彦・土井　照夫

13． 腰椎後縦靱帯骨化症により生じた根性坐骨神経痛の２
例

  関西医科大学整形外科
   篠田　健一・斎藤　貴徳・菅野　　博
   赤木　繁夫・河崎美也子・松原　基子
   丸山　東勲・小川　亮惠

14． 上位胸椎後縦靱帯骨化症に対する前側方進入前方除圧
固定術

  京都大学整形外科
   田中　健二・清水　克時・中山裕一郎
   山室　隆夫
  京都市立病院整形外科
   四方　實彦・清水　和也

15． Mesomelic dysplasia, type Rheinhardt の一例
  姫路聖マリア病院整形外科
   草別　一成・藤井　英夫・佐藤　　進
   柴田　直樹・芝　　昌彦

16． 大腿部化膿性筋炎の一例
  大阪市立大学整形外科
   井関　一道・高見　勝次・国吉　裕子
   山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武
  大野記念病院整形外科
   田中　直史

17． Bicipitoradial bursitis を伴った肘関節滑膜軟骨腫症の
一例

  滋賀医科大学整形外科
   橘　　真一・松本　圭司・藤田　資文
   柿本　明博・森本　　茂・谷　　仁孝
   福田　眞輔

18． 琴奏者 に発症した示指 digital nerve entrapment 
neuropathy の一例

  奈良国保中央病院整形外科
   岩井　　誠・水木　　茂・面川　庄平
  奈良県立医科大学整形外科
   玉井　　進・福居　顕宏
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19． 超音波断層像による内側滑膜ヒダの診断
  和歌山県立医科大学整形外科
   玉置　公一・木浦　賀文・小島　博嗣
   武用　泰輔・山崎　　悟・玉置　哲也

20． 小児の肩峰に発生した急性化膿性骨髄炎の一例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   三浦　靖史・司馬　良一・藤井　正司
   宇野　耕吉・増田　真造・高島　孝之
   加東　　定
  兵庫県立こども病院整形外科
   細見新次郎・小林　大介
  神戸大学整形外科
   水野　耕作
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開催年月日：平成５年12月18日　午後２時
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． 先天性肩甲骨高位症（Sprengel 変形）の１例
  関西医科大学整形外科
   小室　　元・二宮　俊憲・小川　亮惠

２． 新鮮母指 CM 関節脱臼に対する靱帯形成術の１例
  奈良県立医科大学救急医学
   全田　繁広・稲田　有史・中島　弘司
   芳川　伸治・田伏　久之・宮本　誠司
  奈良県立医科大学整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進

３． 外傷性小指固有伸筋腱皮下断裂の１例
  社会保険紀南綜合病院整形外科
   山本　剛史・橋本　吉弘・山本　泰生
   谷口　泰徳・寺尾　賢秀

４． 左第Ⅳ指中節骨転移にて発見された扁平上皮癌の１例
  富田林病院整形外科
   山岡　茂雄・神原　幹司・宮田　重樹
   藤田　　烈・小泉　宗久

５． A-V anastomosis による再接着に成功した右第１～５
指挫滅不全切断の１例

  奈良県立医科大学救急医学
   中島　弘司・稲田　有史・全田　繁広
   芳川　伸治・田伏　久之・宮本　誠司
  奈良県立医科大学整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進
  巽病院整形外科
   山根　成悟

６． 外科的治療を試みた陳旧性大胸筋皮下断裂の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   井阪　佳照・島田　幸造・飯塚　高弘
   米田　　稔・山本利美雄

７． 転移性肩甲骨腫瘍に対して行った partial scapulec-
tomy の１経験

  榛原町立榛原総合病院整形外科
   三浦　太士・仲川　喜之・宗安　浩子
   梅垣　修三
  奈良県立医科大学整形外科
   宮内　義純

８． 肩関節結核の２症例
  奈良県立医科大学整形外科
   京川　　進・冨田　恭治・中垣　公男
   三井　宣夫・米井　辰也・玉井　　進
  奈良県立奈良病院整形外科
   尾崎　二郎

９． 変形性肘関節症に対する肘関節授動術後に尺骨神経麻
痺を来した１例

  神戸大学整形外科
   藤田　正和・佐浦　隆一・藤岡　宏幸
   水野　耕作

10． 橈骨， 手根骨 に 発生 した Dysplasia epiphysialis 
hemimelica の治療経験

  京都大学整形外科
   中山　　憲・西島　直城・藤尾　圭司
   木次　敏明・山室　隆夫

11． 特発性距骨無腐性壊死の１症例
  県立加古川病院整形外科
   八木　正義・藤田　久夫・井口　哲弘
   菊本喜代司・松原　伸明・一山　茂樹
   平山　健一

12． スポーツ選手にみられた陳旧性足関節内，外側靱帯損
傷の１例

  大阪医科大学整形外科
   安田　稔人・大原　英嗣・奥田　龍三
   木下　光雄・小野村敏信

13． 環椎外側塊骨折の１例
  奈良県救命救急センター
   米井　辰也・植田　康夫・平井　利幸
   服部　耕治・鎌田喜太郎
  奈良県立医科大学整形外科
   植田百合人・玉井　　進
  医真会八尾病院整形外科
   大村　哲司

14． Brown-Séquard syndrome を呈した頸椎椎間板ヘルニ
アの１例

  大阪市立大学整形外科
   金　　成煕・中村　博亮・舟越　晃一
   湊　　康行・吉中　康高・高松　清仁
   山野　慶樹

15． 非定形的な MRI 所見を示した化膿性脊椎炎の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   窪田　誠治・玉置　哲也・吉田　宗人
   木下　裕文・岩橋　俊幸・林　　信宏
   石口　　明・玉置　公一

16． リウマトイド病変によって生じた腰椎すべり症の１例
  滋賀医科大学整形外科
   兼子　秀人・勝浦　章知・吉川　玄逸
   今中　　徹・西岡　淳一・福田　眞輔

17． 全人工股関節置換術後大腿骨側 stem 周辺に複数の骨
透亮像を認めた１例

  京都府立医科大学整形外科
   平田　正純・藤岡　幹浩・久保　俊一
   平澤　泰介
  京都府立医科大学第一病理
   土橋　康成
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18． 股関節周辺に発生した滑液包炎の３例
  近畿大学整形外科
   梅本　周作・浜西　千秋・福田　寛二
   田中　清介

19． 掌蹠膿疱症に伴う両側膝関節炎の１例
  兵庫医科大学整形外科
   白木　孝人・厚井　　薫・立石　博臣
   楊　　鴻生・山田　　博・辻　　　寿
   佐々木　崇・圓尾　宗司

20． 膝蓋大腿関節に生じた大腿骨離断性骨軟骨炎の１例
  大阪大学整形外科
   前　　達雄・前田　　朗・堀部　秀二
   中村　憲正・松本　憲尚・小野　啓郎

21． 人工膝関節全置換術後に異所性化骨の発生した１例
  姫路赤十字病院整形外科
   杉本　瑞生・松井　好人・中西　啓文
   細井波留夫・大野　博史・稲岡　正裕
   細谷　　徹



- 376 -

第296回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年１月22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． 手部結核性腱鞘炎の２例
  和歌山県立医科大学整形外科
   峠　　　康・上好　昭孝・江川　弘光
   林　　未統・玉置　哲也
  済生会有田病院整形外科
   檀上　茂人・森本　高史・中本耕一郎

２． 上腕骨小頭骨折後変形癒合に対し矯正骨きり術を施行
した１例

  京都府立医科大学整形外科
   新井　祐志・玉井　和夫・堀　　修昌
   宗安　克仁・平澤　泰介

３． 尺骨神経障害を伴った習慣性尺骨頭掌側亜脱臼の１症
例

  奈良県立医科大学整形外科
   森本　　守・矢島　弘嗣・中川　庸治
   小野　浩史・石田　仁志・福居　顕宏
   玉井　　進

４． 中指基節骨に発生した chondromyxoid fibroma の１
例

  兵庫県立成人病センター整形外科
   伊藤　　淳・赤松　俊浩・森本　一男
  神戸大学整形外科
   山本　哲司
  兵庫県立成人病センター検査部病理
   木崎　智彦・平野　博嗣・指方　輝正

５． 輸血を拒否した神経線維腫に伴う重度側弯症患者の手
術経験

  大阪医科大学整形外科
   中野　晋吾・小野村敏信・瀬本　喜啓
   永田　裕人・濱本　　浩・小坂　理也

６． 頸椎頭蓋底陥入を伴った spondyloepiphyseal dyspla-
sia congenita の１例

  京都大学整形外科
   吉野　仁浩・中山裕一郎・清水　克時
   池口　良輔・田中　健二・山室　隆夫
  京都大学小児科
   山中忠太郎

７． 前縦靱帯骨化により嚥下困難をきたしたまれな１症例
  神戸大学整形外科
   陣内　　均・尾崎　琢磨・土井田　稔
   原田　俊彦・水野　耕作

８． 陳旧性腰仙椎脱臼骨折の１例
  大阪労災病院整形外科
   吉井　祥二・橋本　一彦・宮内　　晃
   本田　泰郎・土井　照夫

９． 両側大腿骨頸部に発生したアミロイド骨囊腫の１例
  兵庫医科大学整形外科
   宇野津雅哉・中野　啓三・楊　　鴻生
   辻　　　寿・黒田　　均・佐々木　崇
   立石　博臣・圓尾　宗司

10． 痙攣発作似よる両側同時大腿骨頸部骨折の１例
  大阪大学整形外科
   原口　圭司・菅野　伸彦・増原　建作
   小田　剛紀・正富　　隆・宮本　紳平
   高岡　邦夫・小野　啓郎

11． サルコイドーシスに合併した骨クリプトコックス症の
１例

  明石市立市民病院整形外科
   藤原　浩芳・青盛　克裕・呉　　世昌
   四方　義朗

12． 骨ページェット病の３例
  天理病院整形外科
   岡田　成弘・宮崎　和躬・広藤　栄一
   小野崎　晃・大庭　真央・水野　泰行
   長谷　隆生

13． 距骨骨内ガングリオンの１例
  市立吹田市民病院整形外科
   岩木研次郎・門脇　　徹・小島　　朗
   井本　一彦・金　　光成

14． 糖尿病性神経障害に伴った Charcot 膝関節の１例
  滋賀医科大学整形外科
   笠原　壽人・谷　　仁孝・井上　康二
   森本　　茂・西岡　淳一・福田　眞輔

15． 通風が原因と考えられる有痛性分裂膝蓋骨の１例
  八尾徳洲会病院整形外科
   名島　将浩・北西　正光・岡本　晃一
   長谷川　潔

16． 上腕骨病的骨折をきたした横紋筋肉腫の１例
  近畿大学整形外科
   梅原　　滋・板金　寛昌・丹　　彰浩
   菊池　　啓・保脇　淳之・田中　清介
  近畿大学病理学
   清水　隆司・橋本　重夫

17． 右大腿部に発生した Glomangioma の１例
  関西医科大学整形外科
   澤田　誠司・松本　　宏・中川　琢磨
   小川　亮惠
  関西医科大学中検病理
   坂井田紀子・岡村　明治

18． 外用ステロイド剤が誘因と考えられた大腿骨頭壊死の
１例

  大阪市立大学整形外科
   日下　昌浩・大橋　弘嗣・高松　聖仁
   伊藤　陽一・河野　　浩・吉田研二郎
   山野　慶樹
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第297回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年２月12日　午後２時30分
当 番 幹 事：兵庫医科大学整形外科教室　圓尾　宗司
会　　　場：住友ビル　11階

１． 家族性にみられた尺骨 plus variant の一症例
  兵庫医科大学整形外科
   池下　榮一・田中　寿一・中野　利彦
   美崎　　晋・大迎　知宏・今村　史明
   圓尾　宗司

２． 社会人野球投手に生じた肘頭疲労骨折の１例
  大阪労災病院スポーツ整形外科
   阪田　武志・史野　根生・浜田　雅之
   三岡　智則
  大阪労災病院整形外科
   多田　浩一・土井　照夫

３． 環指中節骨に転移した肺癌の１例
  松下記念病院整形外科
   城倉　雅次・浅井　　浩・井上　重洋
   中西　源和・太田　光彦

４． 長母趾屈筋腱腱鞘より発生した tenosynovial osteo-
chondroma の１例

  滋賀医科大学整形外科
   堀　　克弘・松本　圭司・茶野　徳宏
   森本　　茂・石澤　命仁・駒井　　理
   本城　　昌・福田　眞輔

５． 大腿骨および大腿動静脈を再建し患跂温存した軟部 
MFH の１例

  綾部市立病院整形外科
   真鍋　卓容・中村紳一郎
  綾部市立病院心臓血管外科
   白方　秀二
  京都府立医科大学整形外科
   楠崎　克之・村田　博昭・平澤　泰介
  京都府立医科大学病院病理
   土橋　康成
  大阪医科大学中検病理
   堤　　　啓

６． 大腿骨に発生した clear cell chondrosarcoma の１例
  神戸大学整形外科
   牧野　　健・山本　哲司・陣内　　均
   水野　耕作
  兵庫県立柏原病院整形外科
   呉　　玉彬・岡田　幸也

７． 下腿に多発したクロームス腫瘍の１例
  明石市民病院整形外科
   青盛　克裕・藤原　浩芳・呉　　世昌
   四方　義朗
  明石市民病院病理部
   川端　健二

８． 多発性肺転移を生じた骨巨細胞腫の１例
  京都府立医科大学整形外科
   上島圭一郎・村田　博昭・山崎　隆仁
   楠崎　克之・平澤　泰介
  京都府立医科大学第２外科
   西山　勝彦

９． 化学療法が有効であった好酸球性肉芽腫症の２例
  京都府立医科大学整形外科
   杉之下武彦・青芝　秀幸・村田　博昭
   楠崎　克之・平澤　泰介
  京都府立医科大学小児科
   松村　隆文・細井　　創

10． 腰椎脊索腫に total spondylectomy を施行した１例
  京都市立病院整形外科
   川合　　準・四方　實彦・多田　弘史
   保坂　泰介・清水　和也・田中　千晶
   戸田口淳也・高橋　　真・仲俣　岳晴
   長谷部啓司

11． 脊髄解離術により syrinx の縮小をみた Tethered Cord 
Syndrome の１症例

  大阪医科大学整形外科
   本田　雄一・永田　裕人・石橋伊三郎
   谷田　泰孝・小野村敏信

12． 妊娠31週，交通外傷後に発症した脂肪塞栓症候群の
１例

  国立舞鶴病院整形外科
   李　　国浩・柳川　哲二・松尾　健志
   西岡　真人・岡田　　哲
  国立舞鶴病院産婦人科
   藤原葉一郎
  国立舞鶴病院麻酔科
   広瀬　宗孝

13． 両腸骨筋断裂による腸骨窩血腫によって生じた大腿神
経麻痺の１例

  関西医科大学整形外科
   山本　龍範・菅　　俊光・亀山　　修
   小川　亮惠

14． 掌蹠膿疱症性骨硬化症と思われる病変を坐骨に認めた
１例

  京都大学整形外科
   長井　　肇・笠原　勝幸・坪山　直生
   琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

15． 骨端軟骨板を越えて認められた小児慢性骨髄炎の２例
  近畿大学整形外科
   田中　康志・保脇　淳之・王　　正道
   辻本　晴俊・宗円　　聡・浜西　千秋
   田中　清介
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16． MRI により経過を観察し得た小児化膿性仙腸関節炎
の１例

  明和病院整形外科
   池田　憲昭・松下　　績・吉矢　晋一
   冨岡　正雄

17． 脛骨骨折に伴った近位脛腓関節上方脱臼の１例
  琵琶湖中央病院整形外科
   樽本　　龍・本城　　昌
  滋賀医科大学整形外科
   松本　圭司・福田　眞輔

18． 人工靱帯を用いて再建した膝蓋腱断裂の１例
  宇治徳洲会病院整形外科
   中村　燈喜・岩崎　　徹・菅　　俊光
   松木　　宏・宮島　茂夫・波多野　泉

19． Systemic lupus erythematosus に伴った大腿骨顆部壊
死で広範な軟骨剝離を来した２例

  大阪大学整形外科
   坂井　孝司・菅野　伸彦・中田　活也
   増原　建作・堀部　秀二・高岡　邦彦
   小野　啓郎

20． 大腿骨短縮角状変形にたいする小経験
  和歌山県立医科大学整形外科
   北野　陽二・松崎　交作・中谷　如希
   玉置　公一・武用　泰輔・南　　晋司
   玉置　哲也

21． イリザロフ創外固定器による下腿骨偽関節の治療経験
  大阪市立大学整形外科
   恵木　　丈・朴　　正秀・町井　義和
   西村　典久・山野　慶樹
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第298回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年３月19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． 人工骨頭置換術後の stem 後捻により反復脱臼をきた
した１例

  大阪医科大学整形外科
   福西　邦素・森下　　忍・中島　幹雄
   辰井　　光・中野　晋吾・岡本　雅雄
   小野村敏信

２． 大腿骨内側顆離断性骨軟骨炎に膝蓋骨離断性骨軟骨炎
を併発した１例

  京都府立医科大学整形外科
   笹谷　勝巳・高井　信朗・平澤　泰介

３． 軟骨無形成症に対する成長ホルモン効果
  大阪市立大学整形外科
   河野　　浩・遠山　雅彦・町井　義和
   西村　典久・山野　慶樹

４． Scheuermann 病に対する後弯変形に対し，polyseg-
mental corrective osteotomy を施行した１例

  滋賀医科大学整形外科
   松吉　雄大・勝浦　章知・駒井　　理
   今中　　徹・金本　昌邦・福田　眞輔

５． 比較的稀な青年期の胸椎椎間板ヘルニアの１例
  神戸労災病院整形外科
   竹内　一哉・栗原　　章・謝　　典穎
   裏辻　雅章・宮　　秀俊

６． 頸椎黄色靱体肥厚の１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   南出　晃人・吉田　宗人・岩橋　俊幸
   中谷　如希・中川　幸洋・玉置　哲也

７． 胸椎部急性硬膜外血腫の２例
  神戸労災病院整形外科
   宮　　秀俊・謝　　典穎・栗原　　章
   裏辻　雅章・辻本　和雄・筋田　憲二
   竹内　一哉・今泉　泰彦

８． 画像上 Dumbbell 型硬膜外腫瘍を疑わせた腰椎椎間板
ヘルニアの１症例

  済生会中和病院整形外科
   福井　　潤・北田　　力・海野　正登
   千福　健夫・米田　岳史
  奈良県立医科大学整形外科
   植田百合人・玉井　　進

９． 悪性軟部腫瘍と鑑別を要した背部骨化性筋炎の１例
  神戸大学整形外科
   藤田　郁夫・山本　哲司・牧野　　健
   水野　耕作
  兵庫県立柏原病院整形外科
   北澤　久也・岡田　幸也

10． 仙骨部に発生した巨大神経鞘腫の１例
  関西医科大学整形外科
   喜多　保文・赤木　繁夫・斎藤　貴徳
   中川　琢磨・藤本　啓司・小川　亮惠

11． 足部に発生した横紋筋肉腫の１例
  兵庫医科大学整形外科
   山下　敦夫・木下嚴太郎・佐々木　崇
   濱名　傳平・立石　博臣・圓尾　宗司

12． 放射線照射後に発生した骨外性骨肉腫の２例
  大阪大学整形外科
   難波　二郎・若林　　元・名井　　陽
   荒木　信人・吉川　秀樹・内田　淳正
   小野　啓郎

13． 大腿骨傍骨性骨肉腫に対し全人工大腿骨置換術により
患肢温存を試みた１症例

  京都大学整形外科
   池口　良輔・松村　拓郎・松田　康孝
   琴浦　良彦・山室　隆夫
  京都市立病院整形外科
   武田　信巳・戸田口淳也
  京都大学検査部病理
   中嶋　安彬

14． 鎖骨両端脱臼の１例
  明治鍼灸大学整形外科
   山口　順子・勝見　泰和・中尾　洋子
   堀井　基行・野村　嘉彦

15． 示指 DIP 関節背側脱臼骨折の１例
  なぎ辻病院整形外科
   田久保興徳・中　　康匡

16． 大腿骨頭に MRI 異常所見を認めた臼蓋骨折の１例
  大阪労災病院整形外科
   長山　隆一・辺見　　茂・鍵山　博士
   多田　浩一・土井　照夫

17． 縫工筋が徒手整復の障害因子となった外傷性膝関節脱
臼の１症例

  岡波総合病院整形外科
   赤羽　　学・青木　　孝・青山　賢治
   山岡　伸行・西出　正人・鈴木　順三
  奈良県立医科大学整形外科
   石村　雅男・玉井　　進

18． 骨盤外での閉鎖神経絞扼症の１例
  近畿大学整形外科
   大木　　浩・福田　寛二・西岡　栄恵
   丹　　彰浩・辻本　晴俊・田中　清介
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開催年月日：平成６年４月16日　午後２時
当 番 幹 事：滋賀医科大学整形外科教室　福田　眞輔
会　　　場：住友製薬道修町ビル　７階

１． 広範な熱傷受傷後，大腿四頭筋に発生した骨化性筋炎
の１例

  滋賀医科大学整形外科
   橘　　真一・西岡　淳一・谷　　仁孝
   駒井　　理・福田　眞輔
  日野記念病院整形外科
   浅野　安郎

２． 長期間経過観察した Dysplasia Epiphysealis Hemime-
lica の１例

  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   黒石　昌芳・司馬　良一・藤井　正司
   宇野　耕吉・増田　真造・高島　孝之
   野柳　俊英
  神戸大学整形外科
   三枝　康宏・水野　耕作

３． 陳旧性頸椎脱臼骨折の２例
  天理病院整形外科
   長谷　隆生・宮崎　和躬・広藤　栄一
   小野崎　晃・岡田　成弘・大庭　真央
   水野　泰行

４． Maffucci 症候群に合併した頸椎砂時計腫の１例
  関西医科大学整形外科
   市岡　直也・加藤　勇二・斎藤　貴徳
   赤木　繁夫・小川　亮惠
  大阪医科大学整形外科
   小野村敏信

５． MRI にて早期に診断し得た小児化膿性脊椎炎の２例
  大阪赤十字病院整形外科
   竹村　清介・藤川　重尚・渡邊　秀男
   浅野　頼子・三嶋　昭彦・中島　　哲
   吉田　　真・清水　昌宏

６． 椎弓切除後，高度の後弯変形を呈した脊髄腫瘍の２例
  大阪府立病院整形外科
   佐藤　　巌・田中　正道・松井誠一郎
   竹内　英二・信貴　経夫・三橋　　浩
   藤田　　悟・広田　茂明・冨士　武史
   川合　省三

７． 著名な大腿四頭筋萎縮を呈した epiconus syndrome 
の１例

  和歌山県立医科大学整形外科
   中川　幸洋・吉田　宗人・川上　　守
   岩橋　俊幸・角谷　英樹・玉置　哲也

８． 上位胸椎後縦靱帯骨化症に対する胸骨鎖骨部分切除到
達法を利用した前方除圧固定術

  京都大学整形外科
   大谷　　茂・井戸　一博・清水　克時
   山崎　　剛・坪山　直生

９． 乾癬性関節炎の２例
  兵庫県立総合リハビリテーションセンター
  中央病院整形外科
   金丸　裕一・橋本　圭祐・津村　暢宏
   高田　正三・坂田　敏郎・中島　咲哉
  兵庫県立総合リハビリテーションセンター
  中央病院内科
   加藤　順一

10． 乾癬の治療中に生じた股関節異所性骨化の１例
  京都府立医科大学整形外科
   玉井　幹人・日下　義章・山崎　隆仁
   平澤　泰介

11． 臼蓋骨棘により梨状筋症候群の症状を呈した１例
  近畿大学整形外科
   福岡　　宏・福田　寛二・辻本　晴俊
   富原　光雄・田中　清介

12． PCA 片側型人工膝関節置換術後ポリエチレンの摩耗
と大腿骨コンポーネントの脱転を生じた１例

  綾部市立病院整形外科
   吉野　信之・中村紳一郎・清水　浩幸
   真鍋　卓容

13． 外傷後に肘関節の posterolateral rotatory instability を
呈した１症例

  神戸大学整形外科
   西山　隆之・藤岡　宏幸・織辺　　隆
   角田　雅也・水野　耕作

14． Colles 骨折後に生じた長母指屈筋腱皮下断裂の１例
  大阪労災病院整形外科
   奥田　真也・阪田　武志・吉中　康高
   多田　浩一・土井　照夫

15． 末節骨剝離骨折を伴った深指屈筋腱皮下断裂の１例
  愛仁会高槻病院整形外科
   水野　清典・白石　英典・山崎　京子
   清水　富男・野田　光昭・広野　正邦

16． 手三角骨骨折の２例
  兵庫県立柏原病院整形外科
   呉　　玉彬・北澤　久也・北野　達郎
   岡田　幸也

17． Total enbloc spondylectomy を行った脊椎骨肉腫の１
例

  兵庫医科大学整形外科
   宮脇　淳志・大塚　誠治・木下嚴太郎
   松本　　学・谷口　　睦・別所　康生
   圓尾　宗司
  金沢大学整形外科
   富田　勝郎
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18． 血行再建を行った大腿部脂肪肉腫の１例
  大阪市立大学整形外科
   谷沢　克洋・高見　勝次・国吉　裕子
   山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武
  大阪市立大学第２外科
   末廣　茂文・柴田　利彦

19． 中足骨に病的骨折を起こした periosteal ganglion の１
例

  中町赤十字病院整形外科
   西川　哲夫・立花　敏弘

20． Poland-Möbius 症候群の１例
  国立大阪病院整形外科
   大野　一幸・廣島　和夫
  柏原赤十字病院整形外科
   小徳　宏之

21． 破骨細胞異常を認めた大理石骨病の１例
  大阪大学整形外科
   難波　二郎・脇谷　滋之・中村　憲正
   大脇　　肇・木村　友厚・越智　隆弘
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開催年月日：平成６年６月18日　午後１時30分
当 番 幹 事：大阪大学医学部整形外科教室　高岡　邦夫
会　　　場：住友ビル　11階

１． 下腿感染性偽関節に対する segmental bone transport 
を用いた治療経験

  大阪大学整形外科
   梅田　直也・中原　治彦・平林　伸治
   橋本　　淳
  大阪府立看護大学医療技術短期大学理学療法学科
   政田　和洋

２． 関節炎症状をきたした距骨離断性骨軟骨炎の２例
  兵庫医科大学整形外科
   白木　孝人・厚井　　薫・立石　博臣
   楊　　鴻生・木下厳太郎・橘　　利哉
   圓尾　宗司

３． 前脛腓靱帯による距骨のインピンジメントをきたした
スポーツ選手の１例

  大阪医科大学整形外科
   山本　善哉・木下　光雄・奥田　龍三
   森川　潤一・熊野　穂積・小野村敏信

４． 伸展障害で発症した３歳児の外側円板状メニスクス損
傷の１例

  奈良県立医科大学整形外科
   服部　耕治・石村　雅男・大串　　始
   井上　恵介・玉井　　進

５． 長母趾伸筋腱皮下断裂の１例
  医仁会武田病院整形外科
   大原　英嗣・森田　純弘・梁　　裕昭
   馬場　一郎

６． 血液透析患者に生じた両側大腿四頭筋腱及び左アキレ
ス腱断裂に対して人工靱帯を用いて修復術を行った１
例

  西脇市立西脇病院整形外科
   尾崎　昭洋・橋本　　淳・園田　万史

７． 皮下断裂を伴ったアキレス腱骨化症の１例
  高砂市民病院整形外科
   宮本　裕史・佐藤　啓三・川井　和夫
   橋本　　規・佃　　政憲・棚瀬　嘉宏

８． 軽微な外傷で大腿骨遠位部に発症した periostitis 
ossificans の２例

  京都府立医科大学整形外科
   平田　正純・荒井　義之・金　　郁喆
   楠崎　克之・平澤　泰介

９． クローン病に続発した腸腰筋膿腫の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   飯塚　高弘・大和田哲雄・久田原郁夫
   大河内敏行・山本利美雄

10． Sjögren Syndrome を伴った acroosteolysis の１例
  行岡病院整形外科
   梅木　健一・行岡　正雄・七川　歓次
  市立柏原病院整形外科
   中谷　吉記

11． 人工骨頭置換術感染後著名な異所骨化が出現した１例
  和歌山県立医科大学整形外科
   尾崎　良行・木下　裕文・小島　博嗣
   武用　泰輔・中川　幸洋・上好　昭孝
   玉置　哲也
  阪南市立病院整形外科
   榎本　晃芳
  了生会中村病院整形外科
   亀田　浩司

12． 折損した大転子ワイヤー人工股関節摺動面に陥入した
１例

  大津赤十字病院整形外科
   𣳾永　　募・光野　一郎・金田　栄志
   向井　章悟・坂根　正則・青木弥寿弘
   藤田　義嗣・藤田　　仁
  京都大学整形外科
   井戸　一博

13． 著名な骨性獅子面症を呈した多骨性線維性骨異形成症
の１例

  市立貝塚病院整形外科
   北脇　文雄・辻野　宏明・石田　通暁
   津山研一郎

14． 踵部に生じた骨外性骨軟骨腫の１例
  姫路赤十字病院整形外科
   有賀　健太・中西　啓文・大野　博史
   向井　克容・細井波留夫・稲岡　正裕
   細谷　　徹

15． 橈骨神経に発生した多発性神経鞘腫の１例
  大阪労災病院整形外科
   辺見　俊一・長山　隆一・吉中　康高
   多田　浩一・土井　照夫
  那智勝浦町立温泉病院整形外科
   二宮　晴夫

16． 大腿近位に発生した pseudomalignant osseous tumor 
of soft tissue の１例

  舞鶴市民病院整形外科
   吉田　　真
  大阪赤十字病院整形外科
   渡辺　秀男・浅野　頼子・三嶋　昭彦
   中島　　哲・竹村　清介・長雄　好昭
   清水　昌宏・藤川　重尚

17． 大腿部に発生した胞巣状軟部肉腫の１例
  近畿大学整形外科
   北本　克則・丹　　彰浩・蔑井　健男
   福岡　　宏・浜西　千秋・田中　清介
  近畿大学第２病理
   武田　敏也・木村　雅友・前倉　俊治
   橋本　重夫
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18． 神経損傷を伴った仙骨骨折の２例
  奈良県救命救急センター
   米井　辰也・植田　康夫・平井　利幸
   京川　　進・松本　宗明・籠島　　忠
  高の原中央病院
   土井　康司

19． 骨粗鬆症に伴う脊椎椎体骨折に神経症状を呈した２例
  市立松原病院整形外科
   藤田　勝也・石崎　嘉孝・木佐貫　修
   岩本　　弘
  済生会富田林病院整形外科
   藤田　　烈・宮田　重樹・山岡　茂雄
   小泉　宗久・神原　幹司

20． 透析患者における破壊性脊椎関節症について
  関西医科大学整形外科
   井上　　剛・村田　光正・徳永　裕彦
   赤木　繁夫・亀山　　修・小川　亮惠
  関西医科大学統計学
   有田清三郎
  健康保険滋賀病院内科
   長尾　昌壽・有村　哲朗
  健康保険滋賀病院整形外科
   坂井田　稔・浦川　正人

21． 多数回手術を要した Achondroplasia に伴う腰部脊柱
管狭窄症の１例

  神戸大学整形外科
   石本　勝彦・木下　誠治・加東　　武
   土井田　稔・原田　俊彦・水野　耕作

22． hemivertebra による側弯症に対し外科的治療を行っ
た Goldenhar syndrome の１例

  滋賀医科大学整形外科
   平岡　誠司・今中　　徹・勝浦　章知
   宮原健一郎・今井　晋二・金本　昌邦
   福田　眞輔

23． 若年者の高度の腰椎すべり症に対しオレドール脊椎固
定システムを使用した１例

  和歌山赤十字病院整形外科
   村上　　弘・松下　　睦・林　　　晃
   三井　敏文・藤村　俊介
  京都大学整形外科
   清水　克時・井戸　一博

24． 脊柱後弯変形による遅発性脊髄症に対する矯正骨切術
の経験

  大阪府立病院整形外科
   三橋　　浩・田中　正道・松井誠一郎
   信貴　経夫・佐藤　　巌・藤田　　悟
   冨士　武史
  大阪府立成人病センター整形外科
   細野　　昇

25． 前方進入を必要とした頸髄 enterogeneous cyst の１例
  大阪府立病院整形外科
   信貴　経夫・田中　正道・松井誠一郎
   三橋　　浩・竹内　英二・廣田　茂明
   冨士　武史
  大阪府立病院脳神経外科
   藤本　憲太・川合　省三

26． 胸椎部に発生した砂時計腫の２例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   陣内　　均・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター胸部外科
   宮本　良文・吉村　雅裕・室谷　陽裕
   坪田　紀明

27． 巨大な傍脊柱腫瘍を呈した胸髄神経鞘腫の１例
  大阪市立大学整形外科
   北野　利夫・中村　博亮・船越　晃一
   山野　慶樹

28． 脊髄圧迫による対麻痺を呈した胸椎血管腫の１例
  京都大学整形外科
   田中　健二・清水　克時・中山裕一郎
   井戸　一博
  京都民医連中央病院整形外科
   松本　　孝・東　正一郎


