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第301回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年７月16日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 左第一肋骨に生じた骨腫瘍の１例
  天理病院整形外科
   小野﨑　晃・宮崎　和躬・広藤　栄一
   大庭　真央・長谷　隆生・安本　雅一
   金馬　敬明
  天理病院研究所病理
   上田　善道

２． 先天性肩甲骨高位症の成人例の１例
  神戸大整形外科
   飯尾　弘子・土井田　稔・水野　耕作

３． 膝関節近傍に巨大な骨囊腫様病変を認める慢性関節リ
ウマチ例について

  滋賀医大整形外科
   谷　　仁孝・西岡　淳一・田中　政信
   牛山　敏夫・井上　康二・福田　眞輔

４． 股関節高位脱臼に対する人工股関節置換術の治療経験
  大阪市大整形外科
   井関　一道・吉田研二郎・大橋　弘嗣
   高松　聖仁・伊藤　陽一・山野　慶樹

５． 短期間の経過を呈した急速破壊型股関節症の１例
  兵庫医大整形外科
   桐野　義則・辻　　　寿・山田　　博
   小笠　智嗣・楊　　鴻生・立石　博臣
   圓尾　宗司

６． 未成年期のスポーツ選手にみられた下腿疲労骨折の３
例

  京府医大整形外科
   森原　　徹・麻生　伸一・楠崎　克之
   高井　信朗・平澤　泰介
  金井病院整形外科
   三浦　清司

７． 上腕骨及び橈尺骨骨折に合併した豆状骨脱臼の１例
  京都市立病院整形外科
   長谷部啓司・戸口田淳也・四方　實彦
   清水　和也・田中　千晶・多田　弘史
   高橋　　真・仲俣　岳晴

８． 踵舟間癒合症に発生した舟状骨骨折の１例
  奈良医大整形外科
   額田　昌門・田中　康仁・秋山　晃一
   亀井　　滋・高倉　義典・玉井　　進

９． 肘関節部外傷後に滑車形成不全を伴う特異な変形を来
した２症例

  大阪厚生年金病院整形外科
   井阪　佳照・島田　幸造・清水　信幸
   山本利美雄

10． 両側に滑車上肘筋を伴った肘部管症候群の１例
  和歌山医大整形外科
   中塚　映政・峠　　　康・山田　　宏
   谷口　泰徳・玉置　哲也
  紀南綜合病院整形外科
   橋本　吉弘

11． 多発性馬尾神経部神経鞘腫の１例
  関西医大整形外科
   和田　孝彦・串田　剛俊・加藤　勇司
   中川　琢磨・亀山　　修・小川　亮惠
  関西医大中検病理
   岡村　明治

12． 脊髄 germinoma の１例
  大阪労災病院整形外科
   田辺　勝久・土井　照夫・宮内　　晃
   阪田　武志・橋本　一彦・多田　浩一
  大阪労災病院脳神経外科
   松本　勝美・甲村　英二

13． Hartshill Ransford loop の頭蓋内陥入をきたしたリウ
マチ性環軸椎後方脱臼の１例

  阪大整形外科
   樋口　周久・三木　健司・新井　　勲
   岩崎　幹季・小田　剛紀・宮本　紳平
  阪大環境医学教室
   越智　隆弘

14． 脊椎後弯変形における遅発性脊髄麻痺の１例
  京大整形外科
   山崎　　剛・清水　克時・井戸　一博
   坪山　直生
  京大心臓血管外科
   西村　和修
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第302回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年９月17日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 足舟状骨単独脱臼の１例
  大阪市大整形外科
   戸堂　慎一・森田　光明・湊　　康行
   西村　典久・山野　慶樹

２． Cheilectomy を施行した強剛母趾の３例
  京府医大整形外科
   宗安　克仁・野口　昌彦・平田　正純
   平澤　泰介

３． 股関節外転拘縮を来たした小児の１例
  近畿大整形外科
   朝田　滋貴・福岡　　宏・菊地　　啓
   辻本　晴俊・葭井　健男・富原　光雄
   浜西　千秋・田中　清介

４． 経皮的に整復し得た母指 MP 関節種子骨嵌入（いわ
ゆる locking thumb）の１例

  兵庫医大整形外科
   上原　正也・田中　寿一・山下　仁司
   中野　利彦・美崎　　晋・武藤　　力
   橘　　俊哉・山下　敦夫・圓尾　宗司
  ねごろ整形リハビリクリニック
   根来　秀明

５． ピアニストに発症した豆状骨剝離骨折の１例
  阪大整形外科
   樋口　周久・正富　　隆・中瀬　尚長

６． 骨膜下ガングリオンの２例
  済生会中津病院整形外科
   姜　　宗三・北野　公造・田嶌　孝治
   宮脇　裕二・西浦　道行・桑野　吉浩
   徳山　　満・楊　　裕健
  大阪府立整肢学院
   久志本　弘・北村　嘉雄・安並　俊哉

７． 距骨内に発生した glomus 腫瘍の１例
  大阪労災病院整形外科
   長山　隆一・露口　雄一・土井　照夫
  大阪労災病院臨床病理科
   川野　　潔
  寺元記念病院整形外科
   本田　泰郎

８． 胸髄硬膜外 angiolipoma の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   梅田　直也・大和田哲雄・久田原郁夫
   大河内敏行・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査部
   小林　　晏

９． Huckstep nail による転移性大腿骨骨腫瘍の治療経験
  神戸大整形外科
   樫本　秀好・山本　哲司・藤田　郁夫
   水野　耕作
  兵庫県立看護大学
   鵜飼　和浩

10． 頚椎黄色靱帯石灰化症の１例
  関西医大整形外科
   吉野　宏一・小川　亮惠・亀山　　修
   赤木　繁夫・斉藤　貴徳・加藤　勇司
   和田　孝彦

11． 胸骨鎖骨部分切除前方到達法で切除した頚胸椎砂時計
腫の１例

  京大整形外科
   安藤　元郎・清水　克時・井戸　一博
   木次　敏明・斎藤　聡彦
  兵庫県立塚口病院整形外科
   濱淵　正延・堀口　　誠

12． 椎体後縁より椎弓根に発生した結核性脊椎炎の１例
  国立神戸病院整形外科
   石本　勝彦・鷲見　正敏・片岡　　治
   澤村　　悟・池田　正則
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也

13． 梨状筋症候群の１例　̶電気生理学的補助診断法の試
み̶

  和歌山医大整形外科
   岡　亜紀子・玉置　哲也・川上　　守
   角谷　英樹・毛保　浩明・西浦　弘晃
   石口　　明・窪田　誠治・下薗　英文
   園部　秀樹

14． 腰部硬膜外膿瘍の１例
  大阪府済生会野江病院整形外科
   牛尾　一康・好井　　覚・大田　秀一
   武富　雅則

15． 正中神経麻痺を呈した前腕の tenosynovial osteochon-
dromatosis の１例

  奈良国保中央病院整形外科
   古田　和彦・面川　庄平・岩井　　誠
   水本　　茂
  奈良医大整形外科
   三井　宣夫・宮内　義純・玉井　　進

16． 成人の仙尾部悪性奇形腫の１例
  大阪医大整形外科
   瀧川　直秀・辰井　　光・桶田　正成
   森下　　忍・小野村敏信
  大阪医大第２病理学
   中川　潤一・森　　浩志
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17． 自己血輸血のみにて手術可能であった坐骨骨巨細胞腫
の１例

  滋賀医大整形外科
   茶野　徳宏・松本　圭司・石澤　命仁
   堀　　克弘・福田　眞輔
  滋賀医大中央検査医学
   岡部　英俊

18． 新生児化膿性骨髄炎の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   高祖　清泰・渡辺　康司・山口　高史
  済生会兵庫県病院小児科
   久呉　真章・池田　和茂
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第303回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年10月29日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 膝後方不安定性を示した大腿骨遠位骨端離開 Salter-
Harris Ⅲ型の１例

  行岡病院整形外科
   史　　賢林
  阪大整形外科
   松本　憲尚・前田　　朗・堀部　秀二

２． 乳児の中節骨に発生し DIP 関節の伸展制限をきたし
た骨軟骨腫の１例

  大阪市大整形外科
   河野　　浩・日高　典昭・香月　憲一
   大塚由理子・戸堂　慎一・高見　勝次
   山野　慶樹

３． まれな原因による小指深指屈筋腱皮下断裂の１例
  近畿大整形外科
   松家　昌彦・丹　　彰浩・保脇　淳之
   葭井　健男・菊池　　啓・田中　清介

４． Cerebrotendinous xanthomatosis の三つ子例
  奈良医大整形外科
   服部　耕治・高倉　義典・田中　康仁
   秋山　晃一・亀井　　滋・玉井　　進
  奈良医大第三内科
   岡本　新悟・辻井　　正
  奈良医大綜合研究施設部
   上野　　総

５． 手指に発生した動静脈性血管腫の治療経験
  神戸大整形外科
   坂部　篤子・藤岡　宏幸・三浦　靖史
   水野　耕作

６． 肘関節に発生した腱鞘巨細胞腫の１例
  和歌山医大整形外科
   木本　吉紀・林　　未統・峠　　　康
   青木　雅昭・谷口　泰徳・玉置　哲也
  紀南綜合病院整形外科
   寺尾　賢秀

７． 淡明細胞型軟骨肉腫（clear cell chondrosarcoma）の
１例

  兵庫医大整形外科
   平島　　顕・木下厳太郎・橘　　俊哉
   福西　成男・白木　孝人・立石　博臣
   圓尾　宗司

８． 肩関節外転位拘縮を呈した慢性石灰沈着性腱板炎の１
症例

  京府医大整形外科
   橋口　　津・黒川　正夫・平澤　泰介

９． ガングリオンによる肩甲上神経麻痺の２症例
  大阪医大整形外科
   田中　一成・土井　宗算・宮本　茂好
   陵本　清剛・小山　茂和・植田　直樹
   小野村敏信

10． 外科的療法を要した meralgia paraesthetica の１例
  関西医大整形外科
   小串むつみ・長谷川充子・二宮　俊憲
   斉藤　貴徳・赤木　繁夫・小川　亮惠

11． 左中指に発症した非結核性抗酸菌感染症の１例
  国立明石病院整形外科
   大内　聖士・山田　昌弘・吉田　和也

12． 血管柄付き肋骨移植で治療した化膿性脊椎炎の１例
  京大整形外科
   宮本　雅友・井戸　一博・坪山　直生
   斎藤　聡彦・清水　克時
  京大胸部疾患研究所外科
   水野　　浩

13． 真菌性脊椎炎の３例
  滋賀医大整形外科
   田中　政信・宮原健一郎・松本　圭司
   勝浦　章知・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査
   岡部　英俊
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第304回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年11月12日（土）
会　　　場：大阪証券会館　９階

１． 半月板に刺入した木片による膝関節炎の１例
  奈良医大整形外科
   宮城　　剛・井上　恵介・大串　　始
   石村　雅男・玉井　　進

２． 骨頭陥没をきたした急速破壊型股関節症
  阪大整形外科
   石井　正悦・中田　活也・菅野　伸彦
   増原　建作・高岡　邦夫

３． ハムストリング起始部皮下断裂の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   山口　高史・渡辺　康司・高祖　清泰

４． 手関節部における小指深指屈筋腱皮下断裂の１症例
  奈良医大整形外科
   城戸　　顕・福居　顕宏・奥田　亮宏
   島岡　宏行・大月　秀昭・平岡　修治
   玉井　　進

５． 少年野球選手の上腕骨骨頭に発生した osteochondritis 
dissecans の１例

  滋賀医大整形外科
   樽本　　龍・吉川　玄逸・柿本　明博
   福田　眞輔

６． 多発性の calcinosis を合併した慢性関節リウマチの１
例

  神戸大整形外科
   照喜納光信・土井田　稔・三輪　雅彦
   水野　耕作

７． 正中神経に浸潤性に発育した異物性肉芽腫の１例
  公立学校共済組合近畿中央病院整形外科
   片岡英一郎・松谷　常弘・能勢　和政
   川津　伸夫
  公立学校共済組合近畿中央病院臨床検査科
   山下　憲一
  中谷病院
   北野　継弐

８． 大腿骨頭に発生した osteoblastoma と思われる１例
  近畿大整形外科
   山口　博史・福田　寛二・大谷　和裕
   丹　　彰浩・富原　光雄・田中　清介

９． 骨肉腫を疑わせた肺癌骨転移の１症例
  大阪医大整形外科
   杉本　裕宣・森下　　忍・桶田　正成
   小野村敏信

10． Low-grade intraosseous osteosarcoma の２例
  大阪市大整形外科
   森田　光明・高見　勝次・青野　勝成
   高松　聖仁・山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武

11． 生後４カ月男児の傍脊柱部に発生した malignant 
rhabdoid tumor の１例

  大阪赤十字病院整形外科
   清水　昌宏・藤川　重尚・渡辺　秀男
   富原　光雄・浅野　頼子・三嶋　昭彦
   中島　　哲・長雄　好昭・安田　忠勲
  大阪赤十字病院小児科
   川田　信哉
  大阪赤十字病院病理部
   新宅　雅幸

12． 硬膜外腫瘤を形成した小児急性骨髄性白血病の１例
  京府医大整形外科
   西村　彰代・小倉　　卓・長谷　　斉
   野崎　貴子・荒井　義之・平澤　泰介

13． 診断に難渋した骨原発悪性リンパ腫の１例
  大阪労災病院整形外科
   原口　圭司・吉中　康高・多田　浩一
   土井　照夫
  大阪労災病院臨床病理科
   川野　　潔
  阪大整形外科
   内田　淳正

14． 硬膜外悪性リンパ腫の２例
  兵庫医大整形外科
   草野　芳生・大塚　誠治・谷口　　睦
   松本　　学・横山　　浩・黒田　　均
   圓尾　宗司
  兵庫医大第２内科
   岡本　隆弘

15． 胸髄に発生した砂時計腫の１例
  関西医大整形外科
   橋谷　　実・小串むつみ・松原　基子
   加藤　勇司・斉藤　貴徳・赤木　繁夫
   小川　亮惠

16． 脊髄円錐部髄内と髄外に存在した血腫の１例
  和歌山医大整形外科
   岩﨑　　博・平林　直樹・南出　晃人
   橋爪　　洋・安藤　宗治・川上　　守
   吉田　宗人・玉置　哲也

17． 脊椎短縮術で治療した第６腰椎骨巨細胞腫の１例
  京大整形外科
   船越　　登・清水　克時・井戸　一博
   藤尾　圭司・服部理恵子
  京大第二外科
   田中　紘一・岡島　英明
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18． 環椎部の脊柱管の狭窄により脊髄症を生じた１例
  国立神戸病院整形外科
   岡本　剛治・鷲見　正敏・片岡　　治
   池田　正則・澤村　　悟

19． 両下肢麻酔を呈した腰部硬膜内椎間板ヘルニアの１症
例

  大阪厚生年金病院整形外科
   中里　伸也・大和田哲雄・大河内敏行
   久田原郁夫・山本利美雄
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第305回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成６年12月17日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 非定形的な tight filum terminale の成人発症例
  大阪労災病院整形外科
   長山　隆一・宮内　　晃・橋本　一彦
   赤星正二郎・三木　宏真・多田　浩一
   土井　照夫

２． 腰椎後方進入椎体間固定術（PLIF）により治療した
側弯術後平背の一例

  京大整形外科
   船越　　登・清水　克時・井戸　一博
   藤尾　圭司・中山裕一郎・宮田　誠彦

３． 三世代に見られた腰椎分離及びすべり症の一家系
  京府医大整形外科
   中村　　周・長谷　　斉・小倉　　卓
   平澤　泰介
  六地蔵病院整形外科
   橋本　秀輝
  ささき整形外科
   佐々木博幸

４． 頚髄に生じた glioblastoma の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・新里　修一・藤林　俊介
  京大整形外科
   清水　克時・井戸　一博
  天理よろず病院整形外科
   小野﨑　晃・大庭　真央

５． 胸髄硬膜内髄外に発生したくも膜囊腫の１例
  県立五條病院整形外科
   岡橋　達晃・前田　　学・中井　敏幸
   藤井　繁昌
  奈良医大整形外科
   植田百合人・神原　幹司・玉井　　進

６． 孤立性脊髄硬膜外血管腫の１例
  兵庫県立塚口病院整形外科
   浜淵　正延・綿谷　茂樹・堀口　　誠
  淀川キリスト教病院臨床病理
   武田　善樹

７． Baker 囊腫により腓骨神経麻痺をきたした１症例
  大阪市立総合医療センター整形外科
   桑野　吉浩・中田　信昭・原　　好延
   松田　英樹

８． 透析に伴うアミロイド膝関節症の１例
  兵庫医大整形外科
   高　　士成・山田　　博・楊　　鴻生
   辻　　　寿・立石　博臣・圓尾　宗司
  宝塚病院整形外科
   上田　敏之

９． 神経障害性関節症　̶最近の自験例から̶
  関西医大整形外科
   中東　康純・小川　亮惠・菅野　　博
   森本　忠信・斎藤　貴徳・和田　孝彦

10． 変形性足関節症に対する小型プレートによる関節固定
術の経験

  神戸大整形外科
   藤田　健司・岩崎　安伸・水野　耕作

11． 先天性内反足の母子発生例
  近畿大整形外科
   池田　光正・浜西　千秋・葭井　健男
   野中　藤吾・田中　清介

12． 長母趾伸筋腱皮下断裂の１例
  大阪府済生会茨木病院整形外科
   佐藤　　敦・井上　　隆・森本　法生
   常徳　　剛

13． 当院における最近５年間の鎖骨骨折の治療経験
  中谷整形外科病院
   山口　　基・和田　光知・中谷　正臣

14． 肩甲部痛で発症した spinoglenoid notch ganglion の
１例

  柏原赤十字病院整形外科
   飯塚　高弘・前田　雅春・塩崎　嘉樹
   小徳　広之

15． 先天性橈骨頭脱臼に習慣性腕尺関節脱臼を伴った１症
例

  大阪医大整形外科
   富田　誠司・阿部　宗昭・石津　恒彦
   岡本　雅雄・植田　直樹・小野村敏信

16． 上腕動脈損傷を伴った肘関節開放性脱臼の１例
  恵生会病院整形外科
   千　　泰規・杉山　友悦
  阪大第２外科
   川崎　富夫

17． 慢性関節リウマチに合併した肘部管症候群の２例
  滋賀医大整形外科
   牛山　敏夫・本城　　昌・西岡　淳一
   井上　康二・谷　　仁孝・福田　眞輔

18． 経過観察中に悪性化を来たした Maffucci 症候群の１
例

  阪大整形外科
   高田　章弘・荒木　信人・名井　　陽
   吉川　秀樹・内田　淳正・越智　隆弘

19． 腫瘤状滑膜過形成により膝関節内の locking 症状を呈
した１症例

  奈良県立奈良病院整形外科
   和田　　誠・西川　勝仁・角能　輝之
   辰巳　英章・尾崎　二郎
  奈良医大整形外科亜
   宮内　義純
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20． 人工骨頭置換術後に著明な骨吸収を来した透析患者の
１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   國里　洋子・斉藤　正伸・梅田　直也
   林田　賢治・清水　信行・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査部
   小林　　晏

21． 大腿骨頚部外側骨折に対する Condylo-cephalic 
nailing　̶チタン製エンダーピン併用髄内釘による
経験̶

  神鋼病院整形外科
   土屋　隆之・伊藤　博康・山下　誠三
  株式会社神戸製鋼所
   土居　憲司

22． 大腿骨骨幹部骨折に対する closed nailing の治療経験
  和歌山医大整形外科
   麻植生和博・松崎　交作・岩橋　俊幸
   中谷　如希・南　　晋司・玉置　哲也

23． 脂肪寒栓症候群における対外式肺補助の使用経験
  大阪府三島救命救急センター
   辻村　知行・長谷川利雄・中岡　伸哉
   吉村　弘治・福本　仁志・木村　　弘
   湯田　　淳・冨士原　彰
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第307回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年２月18日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 治療過程で silicon synovitis を起こした Kienböck 病
の１例

  関西医大整形外科
   長谷川充子・藤本　啓治・南川　義隆
   小川　亮惠

２． 手関節部に腫瘤形成した結核性関節炎の１例
  滋賀医大整形外科
   田中　政信・松本　圭司・遠田　秀起
   石沢　命仁・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査
   岡部　英俊
  野洲病院整形外科
   金　裕一郎・高瀬　年人

３． 鏡視下で治療を試みた TFCC 損傷の１例
  大阪赤十字病院整形外科
   長雄　好昭・三嶋　昭彦・安田　忠勲
   清水　昌宏・中島　　哲・浅野　頼子
   富原　光雄・渡辺　秀男・藤川　重尚

４． きわめて稀な膝蓋骨関節内脱臼骨折の１例
  寺元記念病院整形外科
   小堀　肇彦・池田吉太郎
  大阪市大整形外科
   大橋　弘嗣・山野　慶樹

５． 膝関節，足趾関節に併発した色素性絨毛結節性滑膜炎
（PVS）の１症例

  阪大整形外科
   加藤　泰司・島岡　康則・木村　友厚
   大脇　　肇・藤井　昌一・越智　隆弘
  甲南病院整形外科
   廣畑　和志・松島　真司
  市立伊丹病院整形外科
   小島伸三郎

６． 股関節近傍に発生した骨軟骨腫２例
  和歌山医大整形外科
   河合　将紀・岡　亜紀子・青木　雅昭
   松崎　交作・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・大浦　晴夫

７． 脱臼性股関節症に RA を合併した２例
  兵庫医大整形外科
   田崎　伸哉・辻　　　寿・楊　　鴻生
   山田　　博・木下嚴太郎・立石　博臣
   圓尾　宗司

８． 臼蓋形成不全を伴った spondylo-epiphyseal dysplasia 
tarda の１例と未発症例

  大阪市大整形外科
   富原　朋弘・油谷　安孝・小池　達也
   大橋　弘嗣・小堀　肇彦・山野　慶樹

９． 環軸椎脱臼の１例
  天理病院整形外科
   金馬　敬明・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   小野崎　晃・大庭　真央・長谷　隆生
   安本　雅一

10． 痙性斜頚を伴った頚椎椎間板ヘルニアの１例
  大阪市大整形外科
   青野　勝成・中村　博亮・舟越　晃一
   林　　成治・湊　　康行・山野　慶樹

11． 開胸前側方進入で摘出した第３胸髄砂時計腫の１例
  京大整形外科
   長谷川　新・井戸　一博・清水　克時
   藤尾　圭司・安藤　元郎・中村　孝志
  京大胸部疾患研究所
   池　　　修
  京都工場保険会診療所整形外科
   笠井宗一郎

12． 腰部脊柱管内 epidermoid cyst の１例
  近畿大整形外科
   西坂　文章・山根　敏彦・浜西　千秋
   神谷　正人・池田　光正・田中　清介

13． 頚髄脂肪腫の１例
  京都市立病院整形外科
   仲俣　岳晴・四方　實彦・多田　弘史
   清水　和也・田中　千晶・戸口田淳也
   高橋　　真・長谷部啓司

14． 胸椎硬膜外脂肪腫の１例
  大阪労災病院整形外科
   辺見　俊一・橋本　一彦・宮内　　晃
   多田　浩一・土井　照夫

15． 胸腰椎部硬膜外髄膜憩室の１例
  大阪府済生会野江病院整形外科
   牛尾　一康・好井　　覚・大田　秀一
   武富　雅則

16． 神経症状を呈した頚部腹壁外デスモイドの１症例
  済生会御所病院整形外科
   大角　　潔・庄野　正生・大月　秀昭
  国保中央病院整形外科
   水本　　茂
  奈良医大整形外科
   宮内　義純

17． パスツール処理自家仙骨にて骨盤輪再建術を施行した
仙骨部悪性腫瘍の１例

  奈良医大整形外科
   林　　あゆ・三井　宣夫・植田百合人
   宮内　義純・朴木　寛弥・玉井　　進

18． 踵骨に発生した骨内脂肪腫３例の治療経験
  京府医大整形外科
   平田　正純・楠崎　克之・平澤　泰介
  蒲生町病院整形外科
   杉田　　誠・寺内　知樹
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19． 学童期に発症した距踵舟関節症の１例
  大阪医大整形外科
   大塚　　尚・木下　光雄・奥田　龍三
   森川　潤一・熊野　穂積・安田　稔人
   小野村敏信
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓

20． 手指に転移をきたした肺癌の２例
  大手前病院整形外科
   平岡　修治・谷口俊四郎・島屋　正孝
   熊井　　司

21． 肺癌手術後に発症した止血用材による両下肢麻痺の１
例

  南大阪病院整形外科
   金　　明博・大坂　芳明・小山　茂和

22． 阪神大震災における神戸大学附属病院の救急搬送患者
について　̶ Crush syndrome を中心に̶

  神戸大整形外科
   八木　正義・坂部　篤子・大森　　治
   藤田　健司・藤岡　宏幸・三枝　康宏
   水野　耕作
  神戸大救急部
   石井　　昇・宮　　秀俊
  神戸大第二内科
   森田須美春
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第308回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年３月18日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 硬膜内に脱出した腰部椎間板ヘルニアの１例
  近畿大整形外科
   朝田　滋貴・味八木郁雄・神谷　正人
   浜西　千秋・田中　清介

２． 小児期に発生した馬尾 ependymoma の１例
  和歌山医大整形外科
   吉川　昌英・玉置　哲也・松崎　交作
   吉田　宗人・安藤　宗治・角谷　英樹
   山崎　　悟

３． 著しい椎体破壊と後弯変形をきたした頚椎部神経鞘腫
の１例

  大阪医大整形外科
   山本　善哉・谷田　泰孝・石橋伊三郎
   永田　裕人・小野村敏信

４． 第５腰椎椎体に発生した動脈瘤様骨囊腫の１例
  阪大整形外科
   浅井　達哉・岩崎　幹季・江原　宗平
   田中　正道・越智　隆弘

５． 馬尾症候群で発症した急性骨髄性白血病の１例
  滋賀医大整形外科
   今中　　徹・福田　眞輔・勝浦　章知
   松本　圭司
  滋賀医大臨床検査
   岡部　英俊
  ふじた医院
   藤田　資文

６． 脊椎の後弯変形のため再置換術を必要とした人工股関
節全置換術の１例

  京府医大整形外科
   野崎　貴子・久保　俊一・森　　裕展
   高橋　謙治・西村　彰代・平澤　泰介

７． 大腿骨骨肉腫に対し total femur replacement を行なっ
た１例

  関西医大整形外科
   岩崎　　徹・中川　琢磨・西川　正治
   亀山　　修・小川　亮惠
  関西医大中検病理
   岡村　明治・坂井田紀子

８． 創外固定器を使用して三次元骨切り術を行った大腿骨
頭すべり症の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   中里　伸也・清水　信幸・梅田　直也
   斉藤　正伸・中村　博行・山本利美雄

９． 阪神大震災における神戸大学整形外科ならびに関連病
院の外傷患者の状況について

  神戸大整形外科
   大森　　治・坂部　篤子・八木　正義
   藤田　健司・藤岡　宏幸・三枝　康宏
   水野　耕作

10． 透析患者に生じた両膝破壊性関節症の１例
  健保滋賀病院整形外科
   坂井田　稔・浦川　正人・井上　　剛
  健保滋賀病院内科
   長尾　昌壽・有村　哲朗
  京大第２病理
   高橋　　玲

11． 腎移植患者に発生したアキレス腱断裂の１例
  大阪市大整形外科
   谷澤　克洋・高松　聖仁・西村　典久
   山野　慶樹

12． 家族性発症をみた両膝多発性離断性骨軟骨炎の１症例
  神戸労災病院整形外科
   本田　久樹・辻本　和雄・謝　　典穎
   裏辻　雅章・山崎　京子・山口　拓嗣
   加東　　定・牧野　　健・金村　在哲
   栗原　　章
  神戸大整形外科
   水野　耕作・黒坂　昌弘

13． 下肢短縮を伴う先天性腓骨列欠損症に対して脚延長術
を行った１例

  国立舞鶴病院整形外科
   松尾　健志・柳川　哲二・岡田　　哲
   土田　雄一

14． 肩甲棘窩に発生したガングリオンによる肩甲上神経麻
痺の１例

  大阪労災病院整形外科
   三木　宏真・土井　照夫
  大阪労災病院スポーツ整形外科
   三岡　智規・史野　根生・濱田　雅之

15． Mucopolysaccharidosis に手根管症候群と小指深指屈
筋腱皮下断裂が合併した１症例

  京大整形外科
   青山　朋樹・木次　敏明・藤尾　圭司
   中村　孝志

16． 有鉤骨及び豆状骨脱臼の１例
  関西労災病院整形外科
   安原　良典・吉田　竹志・鈴木　省三
   木村　宗久・米延　策雄

17． 治療に難渋した中枢型舟状骨骨折の１例
  兵庫医大整形外科
   武藤　　力・田中　寿一・山下　仁司
   美崎　　晋・圓尾　宗司
  明和病院整形外科
   吉矢　晋一・池下　栄一

18． 中手骨骨折に対する経皮的髄内固定法
  城山病院整形外科
   彭　　信敏・左海　宏夫・野々村　淳
   幕谷　　薫
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19． 橈骨頭脱臼の原因と考えられた小児前腕デスモイドの
１例

  大阪市大整形外科
   戸堂　慎一・日高　典昭・香月　憲一
   大塚由理子・高見　勝次・山野　慶樹
  くすのき整形外科
   楠　　正敬
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第309回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年５月20日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 小児膝関節にロッキングで発症した色素性絨毛結節性
滑膜炎の１例

  兵庫医大整形外科
   宮脇　淳志・木下厳太郎・山田　　博
   立石　博臣・圓尾　宗司

２． 坐骨に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   黒石　昌芳・井口　哲弘・藤田　久夫
   松原　伸明・鍋島　祐次・一山　茂樹
   梁　　昌鳳

３． 膝窩リンパ節転移で発見された明細胞肉腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   杉本　　格・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・平野　博嗣・指方　輝正

４． 両側人工股関節置換術を行った精神発達遅滞を伴う 
sypondylo epiphyseal dysplasia congenita の１例

  京大整形外科
   向田　征司・飯田　寛和・青山　朋樹
   中山裕一郎・中村　孝志

５． Dysplasia epiphysealis hemimelica の２例
  大阪市大整形外科
   松浦　正典・伊藤　陽一・森　　英隆
   家口　　尚・高見　勝次・石田　俊武

６． 先天性多発性関節拘縮症にみられた股関節脱臼の超音
波所見

  大阪医大整形外科
   三幡　輝久・瀬本　喜啓・木下　光雄
   奥田　龍三・小野村敏信

７． Candida parapsilosis による脊椎炎の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   樫本　秀好・渡辺　康司・山口　高史

８． 骨 Paget 病による頚椎強度後弯変形の１例
  京都市立病院整形外科
   長谷部啓司・四方　實彦・高橋　　真
   清水　和也・田中　千晶・戸口田淳也
   仲俣　岳晴・服部理恵子

９． 馬尾神経に発生した paraganglioma の１例
  大津赤十字病院整形外科
   青木弥寿弘・光野　一郎・金田　栄志
   向井　章悟・坂根　正則・泰永　　募
   藤田　義嗣・藤田　　仁
  大津赤十字病院病理
   雑賀　興慶

10． 片側上肢麻痺で長期間経過した頚椎部転移性硬膜内腫
瘍の１例

  大阪府立病院整形外科
   田村　裕一・小田　剛紀・信貴　経夫
   佐藤　　巌・竹内　英二・松井誠一郎
   藤田　　悟・廣田　茂明・冨士　武史

11． 阪神大震災において24時間以上生き埋めになった３
症例の検討

  神戸大整形外科
   坂部　篤子・大森　　治・八木　正義
   藤田　健司・藤岡　宏幸・三枝　康宏
   水野　耕作

12． 自壊し排膿へ至った骨内 epidermoid cyst の１例
  大津赤十字病院整形外科
   向井　章悟・須藤　容章・金田　栄志
   坂根　正則・青木弥寿弘・泰永　　募
   藤田　義嗣・光野　一郎・藤田　　仁

13． サルモネラ菌による化膿性肋軟骨炎の１例
  和歌山赤十字病院整形外科
   藤林　俊介・松下　　睦・林　　　晃
   三井　敏文・村上　　弘・新里　修一
  和歌山赤十字病院呼吸器外科
   田村　康一

14． 筋肉内に腫瘤形成をきたしたサルコイドーシスの２例
  済生会中和病院整形外科
   米田　岳史・北田　　力・千福　健夫
   福井　　潤・夏目由美子
  済生会中和病院外科
   細井　孝純
  大阪府立病院内科
   立花　輝夫
  奈良医大整形外科
   三井　宣夫・玉井　　進

15． 膝関節滑膜破裂により下腿前方コンパートメント症候
群を来した慢性関節リウマチの１例

  滋賀医大整形外科
   吉川　正徳・牛山　敏夫・井上　康二
   西岡　淳一・福田　眞輔

16． 巨大骨軟骨欠損を生じた膝離断性骨軟骨炎に対する自
家骨軟骨移植術の経験

  京府医大整形外科
   野尻　武浩・高井　信朗・平澤　泰介

17． 骨頭切除を行った肩関節後方脱臼骨折の１例
  関西医大整形外科
   二宮　俊憲・小川　亮惠
  医誠会東淀川病院整形外科
   玉置　譲二
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18． 壊死性筋膜炎を伴った A 群溶連菌 toxic shock like 
syndrome（TSLS）の１例

  高槻病院整形外科
   黒田　良祐・白石　英典・阪田　賢吾
   清水　富男・野田　光昭・広野　正邦

19． 先天性の足根骨奇形により生じた足根管症候群の１例
  奈良医大整形外科
   竹口　尚樹・高倉　義典・田中　康仁
   柿花　　剛・秋山　晃一・亀井　　滋
   玉井　　進

20． 外傷性手根骨長軸脱臼の１例
  貴島病院本院整形外科
   田中　一成・辻　　信宏
  大阪産業大教養部
   大槻　伸吾
  国立泉北病院整形外科
   香月　憲一
  大阪市大整形外科
   大久保　衛・山野　慶樹

21． 陳旧性尺骨頭掌側脱臼による屈筋腱皮下断裂の１例
  阪大整形外科
   森友　寿夫・正富　　隆・越智　隆弘

22． 内反肘に遅発性尺骨神経麻痺を合併した１例
  近畿大整形外科
   宮崎　　浩・野中　藤吾・菊地　　啓
   保脇　淳之・田中　清介
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第310回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年６月17日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 近位骨片の背側転位を伴う陳旧性舟状骨骨折の１例
  兵庫医大整形外科
   信原　岐栄・田中　寿一・山下　仁司
   駒井　正彦・大迎　知宏・佐々木　崇
   圓尾　宗司

２． 大菱形骨骨内ガングリオンの１例
  近畿大整形外科
   岡本　佳之・丹　　彰浩・西岡　栄恵
   大谷　和裕・菊池　　啓・浜西　千秋
   田中　清介

３． 上腕骨近位骨端部に及んだ単発性骨囊腫の１症例
  大阪医大整形外科
   東原　幸男・桶田　正成・中島　幹雄
   土居　宗算・森下　　忍・小野村敏信
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓

４． 膝関節内に発生したガングリオンの２例
  阪大整形外科
   山崎　　聡・中村　憲正・吉川　秀樹
   松本　憲尚・堀部　秀二・越智　隆弘

５． 線維性骨異形成症より生じた骨肉腫の１例
  大阪市大整形外科
   島崎　　朗・高見　勝次・家口　　尚
   伊藤　陽一・河野　　浩・山野　慶樹
  相原第二病院整形外科
   山内　伸一
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武

６． 腰椎くも膜下持続ドレナージが奏効した頚髄腫瘍術後
髄液漏の１例

  大阪府済生会野江病院整形外科
   牛尾　一康・好井　　覚・大田　秀一

７． 硬膜外血腫と思われた腰部黄色靱帯内血腫の１例
  和歌山医大整形外科
   南出　晃人・吉田　宗人・岩橋　俊幸
   中川　幸洋・玉置　哲也
  和歌山労災病院整形外科
   夏見　和完

８． Total en bloc spondylectomy（TES）を行った脊椎巨
細胞腫の１症例

  京大整形外科
   青山　朋樹・井戸　一博・清水　克時
   松田　康孝・坪山　直生・太田　雅人
   中村　孝志

９． 軽微な外傷後に遅発性脊髄麻痺を起こした RA の１
症例

  奈良医大整形外科
   和田　　誠・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・高倉　義典・玉井　　進

10． カラードップラーが診断に有用であった胸郭出口症候
群（小胸筋型）の１例

  京府医大整形外科
   野崎　貴子・岡島誠一郎・吾妻　隆久
   玉井　和夫・平澤　泰介

11． 両鎖骨下静脈血栓を続発した膝窩動脈瘤の１例
  奈良国保中央病院整形外科
   古田　和彦・水本　　茂・岩井　　誠
   植田　康夫
  奈良国保中央病院内科
   喜多　公雄
  奈良医大整形外科
   玉井　　進

12． 阪神大震災における上肢麻痺の検討
  神戸大整形外科
   金谷　貴子・藤岡　宏幸・藤田　健司
   三枝　康宏・水野　耕作

13． 両側母指 MP 関節過伸展変形を示した１例
  市立芦屋病院整形外科
   植村　和司・若林　　元・辻林　啓幸
  関西労災病院整形外科
   吉田　竹志

14． 距骨下関節脱臼を伴った距骨体部矢状面縦割れ骨折の
１例

  岡波総合病院整形外科
   西出　正人・青木　　孝・山岡　伸行
   米井　辰也・中島　弘司
  奈良医大整形外科
   高倉　義典・田中　康仁・玉井　　進

15． 肥大性骨関節症の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   山川　隆由・竹内　一喜・大野　憲一

16． 痛風結節による膝蓋大腿関節について
  関西医大整形外科
   中東　康純・森本　忠信・菅野　　博
   中川　琢磨・和田　孝彦・長谷川充子
   小川　亮惠
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第311回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年７月22日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 脳性麻痺に合併したキーンベック病の１例
  和歌山医大整形外科
   河合　将紀・峠　　　康・中谷　如希
   谷口　泰徳・玉置　哲也

２． 指伸筋腱断裂を続発したキーンベック病の１例
  市立貝塚病院整形外科
   辻野　宏明・津山研一郎・山口　勝之
   蔡　　栄浩

３． 陳旧性 DIP 関節背側脱臼の治療経験
  奈良医大整形外科
   山内　　亨・矢島　弘嗣・城崎　和久
   赤羽　　学・中河　庸治・小野　浩史
   福居　顕宏・玉井　　進

４． 𦙾骨遠位骨幹端部での内反を主体とした両下腿弯曲症
の１例

  京府医大整形外科
   高宮　尚武・金　　郁喆・平澤　泰介

５． 腰部黄色靱帯石灰化症の１症例
  兵庫医大整形外科
   森本　　弘・圓尾　宗司・松本　　学
   谷口　　睦・中野　利彦・横山　　浩
   李　　一浩

６． 頚髄前方に発生した neurenteric cyst の１例
  滋賀医大整形外科
   吉川　正徳・福田　眞輔・勝浦　章知
   猿橋　康雄・今中　　徹・宮原健一郎
   大村喜久雄

７． 治療に難渋した頚胸椎 OPLL の１症例
  関西医大整形外科
   重栖　　孝・小川　亮惠・赤木　繁夫
   斉藤　貴徳・和田　孝彦・村田　光正

８． 骨傷を伴わない第４腰椎脱臼の１例
  大阪医大整形外科
   白　　雲重・石橋伊三郎・長谷川利雄
   小野村敏信
  大阪府三島救命救急センター
   石津　恒彦・中岡　伸哉・吉村　弘治
   冨士原　彰

９． 第４腰椎横突起を侵した後部脊椎カリエスの１例
  大阪社会医療センター
   矢野　博志・南　　幸作・小堀　肇彦
   大向　孝良・石田　俊武

10． 慢性関節リウマチの経過中に急速な股関節破壊を来し
た１例

  阪大整形外科
   毛利　年一・山崎　　聡・中田　活也
   菅野　伸彦・増原　建作・高岡　邦夫
   越智　隆弘

11． 生体肝移植後化膿性股関節炎の１例
  京大整形外科
   赤木　将男・長谷川　新・中村　孝志
  京大第二外科
   江川　裕人・上本　伸二・田中　紘一
   山岡　義生

12． 劇症型 A 群溶連菌感染症　̶救命し得た１例̶
  県立奈良病院整形外科
   松永　　潔・辰巳　英章・岡村　圭祐
   西川　勝仁・尾崎　二郎

13． 大腿骨頭内に転移を生じた肝細胞癌の１例
  近畿大整形外科
   井谷　優克・丹　　彰浩・西岡　栄恵
   福田　寛二・岡本　佳之・大浦好一郎
   浜西　千秋・田中　清介

14． 鎖骨下動脈圧迫症状を呈した陳旧性胸鎖関節後方脱臼 
̶診断及び発現機序を中心にして̶

  高槻病院整形外科
   野田　光昭・白石　英典・阪田　賢吾
   清水　富男・広野　正邦・野柳　俊英
   藤井　　剛

15． 阪神大震災における外傷患者の状況　̶兵庫県内のア
ンケート調査̶

  神戸大整形外科
   藤田　健司・大森　　治・坂部　篤子
   八木　正義・藤岡　宏幸・三枝　康宏
   水野　耕作
  兵庫県整形外科医会
   中谷　正臣
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第312回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年９月30日（土）
会　　　場：住友ビル　11階

１． 肩関節に発症した synovial osteochondromatosis の１例
  神戸大整形外科
   前田　啓志・藤田　健司・岩崎　安伸
   水野　耕作
  田中整形外科
   田中　義之

２． 大胸筋，広背筋の索状物が原因となった投球障害肩の
１治験例

  県立奈良病院整形外科
   砥綿　雅博・平井　利幸・辰巳　英章
   岡村　圭祐・尾崎　二郎
  県立奈良病院リハビリテーション科
   高島　秀樹・吉岡　正行・門脇　明仁

３． 人工足関節再置換術後に感染し治療に難渋した１症例
  京府医大整形外科
   西村　彰代・日下　義章・野口　昌彦
   笹谷　勝巳・平澤　泰介

４． 骨梗塞後に発生した血管肉腫の１例
  阪大整形外科
   鹿野　博亀・荒木　信人・倉都　滋之
   内田　淳正・越智　隆弘
  阪大病理部
   福田　春樹

５． 後方，後側方の２経路により手術を行った砂時計腫の
経験

  大阪労災病院整形外科
   赤星正二郎・宮内　　晃・橋本　一彦
   多田　浩一・土井　照夫

６． 多発性胸椎椎間板ヘルニアの１例
  舞鶴市民病院整形外科
   岡田　欣文・小谷　晴弥・吉田　　真
  舞鶴市民病院外科
   中山　　昇
  京大整形外科
   清水　克時・井戸　一博

７． 椎間孔狭窄による第２腰神経根障害の１例
  大阪市立総合医療センター整形外科
   辻尾　唯雄・乗上　　啓・北　　輝夫
   桑野　吉浩・林　　俊一・松田　英樹

８． 硬膜外腫瘤を伴った sclerosing spondylitis の１例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・四方　實彦・田中　千晶
   清水　和也・杉本　正幸・高橋　　真
   藤林　俊介・長井　　肇
  京都市立病院臨床検査科
   金　　榮治

９． 重篤な心疾患を合併する根性坐骨神経痛に Nd: YAG 
laser による椎間板髄核蒸散法が有効であった１例

  高槻赤十字病院整形外科
   丸山　貴資・米沢　卓実・松居　孝一
   市場　厚志・三幡　輝久・岸本　郁男

10． 進行性脊柱側弯症を伴った Beckwith-Wiedemann 症
候群の１例

  大阪医大整形外科
   三幡　輝久・永田　裕人・小野村敏信
   瀬本　喜啓・小坂　理也・岩井　宏次

11． 胸骨鎖骨部分切除前方進入法で手術した上位胸椎カリ
エスの１例

  京大整形外科
   吉富　啓之・清水　克時・井戸　一博
   多田　弘史・Weam F Mousa
   青山　朋樹・小田　裕造・中村　孝志
  京都専売病院整形外科
   板倉　宏次

12． 再発を繰り返した馬尾の類上皮囊腫に胸髄部くも膜骨
化を伴った１例

  滋賀医大整形外科
   松本　道明・福田　眞輔・今中　　徹
   勝浦　章知・猿橋　康雄
  大阪警察病院整形外科
   垣内　雅明・荻野　　晃

13． フェンシングにより股関節唇の断裂を来したと思われ
る１例

  近畿大整形外科
   岡田　正道・福田　寛二・辻本　晴俊
   丹　　彰浩・戸谷　由樹・田中　清介

14． 一過性大腿骨頭萎縮症の３例
  関西医大整形外科
   中島　保典・河崎美也子・加藤　勇司
   徳永　裕彦・小川　亮惠

15． Insufficiency fracture と思われる大腿骨頚部骨折の２
症例

  関西労災病院整形外科
   山下　　太・東　　文造・坂和　　明
   大澤　芳清・安原　良典・福岡　慎一
   鈴木　省三・細野　　昇・稲岡　正裕
   吉田　竹志・井上　雅裕・大村　宗久
   米延　策雄

16． 手術的治療を行った大腿骨内顆骨壊死の２症例
  国療兵庫中央病院整形外科
   千川　隆志・中村　　巧

17． 特発性距骨無腐性壊死の１例
  国立明石病院整形外科
   上本　晴信・吉田　和也・山田　昌弘
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18． 特発性アキレス腱断裂を来たした腎移植患者の１例
  兵庫医大整形外科
   長濱　史朗・岩田　康男・楊　　鴻生
   辻　　　寿・立石　博臣・圓尾　宗司

19． 後大腿皮神経炎を伴った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
   堀口　康伸・高橋　信男・益子　秀久

20． 母指 MP 関節ロッキングの２例
  和歌山医大整形外科
   野村　和教・谷口　泰徳・中谷　如希
   麻殖生和博・中塚　映政・玉置　哲也

21． 一次縫合が可能な足背動脈島状皮弁の使用経験
  奈良医大整形外科
   中村敏夫巳・稲田　有史・松永　　潔
   高倉　義典・玉井　　進
  奈良医大救急医学
   田伏　久之・宮本　誠司

22． 両足外果部に難治性潰瘍を形成した Werner 症候群の
１例

  大阪市大整形外科
   宮口　正継・日高　典昭・大塚由理子
   音野　慶仁・山野　慶樹
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第313回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年10月21日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 鍼治療後に生じた頚髄硬膜外血腫の１例
  関西医大洛西ニュータウン病院整形外科
   大野　博史・川北　浩史・中村　　健
   亀山　　修

２． 椎間板ヘルニア由来と考えられる腰部硬膜外血腫様病
変の１例

  松下記念病院整形外科
   城倉　雅次・浅井　　浩・吉岡　　誠
   川原林顯昌・宗安　克仁
  松下記念病院病理
   安達　　弘
  喜多整形外科
   喜多　章介

３． 成人に発症した大腸菌による化膿性股関節炎の１例
  兵庫医大整形外科
   米湊　　裕・岩田　康男・上原　正也
   辻　　　寿・楊　　鴻生・立石　博臣
   圓尾　宗司

４． 巨大滑液包炎を伴った股関節症の１例
  大阪労災病院整形外科
   山田　健司・辺見　　茂・鍵山　博士
   多田　浩一・土井　照夫

５． 掌蹠膿疱症性両膝関節炎の１例
  関西医大整形外科
   竹口　輝彦・中川　琢磨・森本　忠信
   菅野　　博・小川　亮惠

６． 成人ポリオによる内反尖足に対して Ilizarov 創外固定
法を用いた１例

  大阪市大整形外科
   宮口　正継・西村　典久・湊　　康行
   河野　　浩・巽　　一郎・山野　慶樹

７． 異常筋を伴った片側上肢肥大の１例
  滋賀医大整形外科
   森　　幹士・本城　　昌・茶野　徳宏
   福田　眞輔
  水口市民病院整形外科
   村上　元庸

８． 前𦙾骨筋腱断裂の１例
  奈良医大整形外科
   岡田　　貴・田中　康仁・秋山　晃一
   亀井　　滋・川手　健次・植田百合人
   高倉　義典・玉井　　進
  巽病院整形外科
   山根　成悟・青木　　誠

９． 腫瘍を疑わせた滑膜炎による Morton 病の１例
  奈良医大整形外科
   寺西　朋裕・田中　康仁・秋山　晃一
   亀井　　滋・福居　顕宏・三井　宜夫
   高倉　義典・玉井　　進

10． 悪性軟部腫瘍切除後に長趾屈筋腱によるアキレス腱再
建術を施行した１例

  京府医大整形外科
   林田　達郎・野口　昌彦・村田　博昭
   高宮　尚武・楠崎　克之・平澤　泰介

11． 仙骨関節破壊を伴った巨大仙骨内囊腫の１例
  京都市立病院整形外科
   長井　　肇・四方　實彦・田中　千晶
   清水　和也・杉本　正幸・高橋　　真
   藤林　俊介・服部理恵子

12． 放射線治療後に脚短縮と骨軟骨腫を生じた１例
  姫路赤十字病院整形外科
   浅井　達哉・大野　博史・有賀　健太
   細井波留夫・田中　正道・史　　賢林
   細谷　　徹

13． 上腕骨近位に発生した滑膜性軟骨腫の１例
  近畿大整形外科
   原　　文彦・丹　　彰浩・大谷　和裕
   岡本　佳之・新山　文夫・浜西　千秋
   田中　清介

14． Osteofibrous dysplasia の２例
  神戸大整形外科
   圓尾　明弘・宮本　裕史・山本　哲司
   水野　耕作

15． 長期透析患者にみられた頚髄症の１例
  和歌山医大整形外科
   岡本　賢俊・玉置　哲也・吉田　宗人
   林　　信宏・岡　亜紀子

16． 透析患者にみられた歯突起骨折の２例
  大阪厚生年金病院整形外科
   栗山　幸治・大河内敏行・山本　隆文
   久田原郁夫・大和田哲雄・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   小林　　晏

17． 椎体切除前方進入法により硬膜内腫瘍を摘出した頚胸
椎砂時計腫の１例

  京大整形外科
   清水　克時・田中　康之・井戸　一博
   麻田　義之・中西　りか・中村　孝志
  奈良社会保険病院整形外科
   北大路正顕・上村　正樹

18． 高度骨欠損を伴った RA 肘関節の再建　̶骨移植を
併用した人工肘関節の経験̶

  阪大整形外科
   鹿野　博亀・正富　　隆・冨田　哲也
   林田　賢治・木村　友厚・越智　隆弘
  行岡病院
   田邊　　誠
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第314回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年11月25日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 膝 Charcot 関節に下腿囊腫とヒラメ筋壊死を生じた１
例

  大阪医大整形外科
   田中　公生・中島　幹雄・森下　　忍
   小野村敏信
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓

２． 有痛性分裂膝蓋骨に対する局所麻酔下外側膝蓋支帯解
離術の小経験

  京府医大整形外科
   白須　幹啓・麻生　伸一・高井　信朗
   平澤　泰介
  六地蔵総合病院整形外科
   李　　玉鏞

３． 電動鋸による膝関節外側支持機構損傷の１例
  関西医大整形外科
   吉野　茂雄・中川　琢磨・森本　忠信
   菅野　　博・小川　亮惠

４． 陳旧性 sleeve fracture（SF）の１治験例
  和歌山医大整形外科
   坂田　亮介・佐々木俊二・栗原　良次
   山崎　　悟・園部　秀樹・玉置　哲也

５． Polyethylene wear debris により高度な滑膜炎を呈し
た１例

  阪和泉北病院整形外科
   木下　裕光・安田　昌樹・谷口　暢章
   西野　　稔

６． PLLA ピンによる成人橈骨頚部骨折の１治験例
  葛岡整形外科
   葛岡　健作
  京大整形外科
   松末　吉隆

７． 陳旧性上腕骨小頭骨折に対する Herbert screw の使用
経験

  神戸大整形外科
   瀧川　悟史・今泉　泰彦・藤田　健司
   水野　耕作
  舞子台病院整形外科
   北　　　潔

８． 外傷性肩関節後方脱臼骨折の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   寺島　康浩・渡辺　康司・山口　高史

９． 中指列に多発した軟骨腫の１例
  京都市立病院整形外科
   藤林　俊介・田中　千晶・四方　實彦
   清水　和也・杉本　正幸・高橋　　真
   長井　　肇・服部理恵子

10． 脱分化型と思われた傍骨性骨肉腫の１例
  兵庫医大整形外科
   高橋　良典・木下厳太郎・佐々木　崇
   辻　　　寿・立石　博臣・圓尾　宗司

11． 腸腰筋内囊腫像を呈した後腹膜神経鞘腫
  住友病院整形外科
   小西　長生・石山　照二・太田　信彦
   中嶋　　洋・西塔　　進

12． 観血的整復術を必要とした母指 MP 関節屈曲位 locking 
の１例

  奈良医大救急医学
   松永　　潔・稲田　有史・中村敏夫巳
   田伏　久之・宮本　誠司
  奈良医大整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進
  稲田病院
   稲田　道夫

13． 手舟状骨単独脱臼の１例
  守山市民病院整形外科
   武田　隆司・安田　　義
  神戸市立中央市民病院整形外科
   西村　直巳

14． 手舟状骨単独脱臼の１例
  市立西脇病院整形外科
   梁　　昌鳳・尾崎　昭洋・一山　茂樹
   園田　万史

15． 母趾 MP 関節に生じた骨端線損傷の１症例
  県立加古川病院整形外科
   上原　　香・井口　哲弘・松原　伸明
   鍋島　祐次・日野　高睦・宮　　秀俊
   織辺　　隆

16． RA 環軸椎亜脱臼の術式選択に 3D-CT アンギオグラ
フィーが有用であった１例

  関西労災病院整形外科
   大澤　芳清・稲岡　正裕・細野　　昇
   鈴木　省三・井上　雅裕・東　　文造
   吉田　竹志・坂和　　明・福岡　慎一
   安原　良典・森友　寿夫・山下　　太
   米延　策雄

17． 診断に難渋した頚髄サルコイドーシスの１例
  大阪府立病院整形外科
   松井誠一郎・小田　剛紀・金沢　元宣
   田村　裕一・向井　克容・藤田　　悟
   廣田　茂明・冨士　武史
  大阪府立病院脳神経外科
   川合　省三
  大阪府立病院病理科
   虎頭　　廉・伏見　博彰
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18． 環椎後弓低形成により脊髄症状を呈した Down 症候
群の１例

  阪大整形外科
   田中　美成・金澤　淳則・和田　英路
   江原　宗平・越智　隆弘

19． 断端長の短い下腿切断者に 3S type の下腿義足を装着
しえた１例

  兵庫県立リハビリセンター
  リハビリテーション中央病院整形外科
   藤本　卓也・陳　　隆明・高田　正三
   津村　暢宏・豊田　嘉清・薩摩　眞一
   橋本　圭祐・藤田　久夫
  神戸大整形外科
   水野　耕作

20． 第４趾末節骨に発生した subungual exostosis の１例
  近畿大整形外科
   新山　文夫・辻本　晴俊・丹　　彰浩
   葭井　健男・浜西　千秋・田中　清介

21． 大腿骨顆部骨壊死症を合併した多発性骨梗塞の１例
  滋賀医大整形外科
   児玉　成人・吉川　玄逸・牛窪　成雄
   樽本　　龍・福田　眞輔

22． 著明なメタローシスを来した人工骨頭置換術の検討
  大阪市大整形外科
   松浦　正典・油谷　安孝・小池　達也
   戸堂　慎一・格谷　義徳・大橋　弘嗣
   西村　秀樹・山野　慶樹

23． 生体肝移植後に生じた手舟状骨を含む多発性骨壊死の
１例

  京大整形外科
   松﨑　尚志・飯田　寛和・麻田　義之
   中村　孝志
  京大第二外科
   田中　紘一・岡島　英明
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第315回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成７年12月16日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 切断に至った手指血管腫の１例
  関西医大整形外科
   良原　公浩・中島　保典・藤本　啓治
   南川　義隆・小川　亮惠

２． 手掌部再接着後の手内筋機能不全に対して二期的 
lateral band 再建術を施行した１例

  関西労災病院整形外科
   森友　寿夫・吉田　竹志・大澤　芳清
   山下　　太・安原　良典・福岡　慎一
   坂和　　明・鈴木　省三・細野　　昇
   稲岡　正裕・東　　文造・井上　雅裕
   米延　策雄

３． Video-assisted thoracoscopic surgery（VAT-S）を用
いた胸椎椎体切除前方固定術の１経験

  和歌山医大整形外科
   中塚　映政・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・山田　　宏・園部　秀樹
   岡本　賢俊

４． ７歳男児の複数指にみられた伸筋腱脱臼の１例
  奈良医大整形外科
   藤間　保晶・城崎　和久・矢島　弘嗣
   赤羽　　学・玉井　　進

５． 外傷性尖足を呈した距骨体部骨折変形治癒例の治療経
験

  大阪医大整形外科
   安田　稔人・木下　光雄・奥田　龍三
   森川　潤一・熊野　穂積・小野村敏信

６． 鎖骨異常骨化を伴った osteoma cutis の１例
  滋賀医大整形外科
   森　　幹士・松本　圭司・茶野　徳宏
   石澤　命仁・福田　眞輔

７． 距骨体部粉砕骨折に対する手術の一工夫
  東和会病院整形外科
   市場　厚志・中川　浩彰
  大阪医大整形外科
   木下　光雄・熊野　穂積・小野村敏信

８． 脊椎後弯変形によって対麻痺を来した von Reckling-
hausen 氏病の１例

  京大整形外科
   三原　一志・清水　克時・井戸　一博
   麻田　義之・池田　　登・伊勢健太郎
   中村　孝志

９． 大腿骨頭に病変を有したレックリングハウゼン氏病の
手術症例

  日赤和歌山医療センター整形外科
   新里　修一・松下　　睦・林　　　晃
   村上　　弘・安東　慶治・安藤　元郎
  日赤和歌山医療センター病理部
   静木　厚三

10． 診断に難渋した第８胸椎部脊椎腫瘍の１例
  国立神戸病院整形外科
   清原　稔之・鷲見　正敏・片岡　　治
   池田　正則・澤村　　悟・向井　　宏
   加東　　定・黒石　昌芳
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也
  神戸舞子台病院整形外科
   北　　　潔

11． 踵骨骨腫瘍に対する 3D-CT の応用
  近畿大整形外科
   岡本　佳之・丹　　彰浩・岡田　正道
   戸谷　由樹・浜西　千秋・田中　清介

12． 摘出術を行った os vesalianum の１例
  明和病院整形外科
   三浦　寿一・冨岡　正雄・吉矢　晋一
   山下　敦夫・松下　　績

13． Ellis-van Creveld 症候群に伴う外反膝に対する治療経
験

  阪大整形外科
   樋口　晴久・柴田　　徹・山崎　　聡
   越智　隆弘

14． 術中電気診断で責任高位を診断し得た先天性腰部脊柱
管狭窄症を伴う胸椎ヘルニア

  大阪労災病院整形外科
   赤星正二郎・宮内　　晃・橋本　一彦
   多田　浩一・土井　照夫

15． 人工透析中の RA 患者に生じた上位頚椎化膿性脊椎
炎の１例

  済生会奈良病院整形外科
   笠次　良爾
  奈良医大整形外科
   植田百合人・松山　悦啓・久貝　充生
   吉川　隆章・宮内　義純・三井　宜夫
   玉井　　進
  高井病院整形外科
   高岡　孝典・高井　哲郎

16． 診断に MRI が有用であった肺癌の転移性骨腫瘍の１
例

  兵庫県立リハビリセンター付属中央病院整形外科
   高田　　徹・薩摩　眞一・高田　正三
   津村　暢宏・豊田　嘉清・橋本　圭祐
   陳　　隆明・藤田　久夫
  兵庫県立成人病センター整形外科
   赤松　俊浩・森本　一男

17． 大菱形骨骨折を合併した母指手根中手関節脱臼骨折の
１例

  県立加古川病院整形外科
   織辺　　隆・井口　哲弘・松原　伸明
   鍋島　祐次・日野　高睦・上原　　香
   宮　　秀俊
  神戸三菱病院整形外科
   益子　秀久
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18． ポリエチレンの摩耗により𦙾骨の前方亜脱臼を来した
人工膝関節置換術後の２例

  神戸大整形外科
   坂井　宏成・村津　裕嗣・橋本　　靖
   今泉　泰彦・黒坂　昌弘・水野　耕作
  兵庫県立リハビリセンター付属中央病院
   津村　暢宏・藤田　久夫

19． 強酸性電解水が有用であった難治性軟部組織欠損の１
例

  奈良県救命救急センター
   瀬戸　靖史・宮田　重樹・川西　弘一
   田中　素成・松本　宗明・籠島　　忠

20． 幼児の ACL 実質部損傷に伴う半月板損傷の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   堀木　　充・前田　　朗・中里　伸也
   米田　　稔・山本利美雄

21． Plus variant のキーンベック病に対する有頭骨短縮術
の経験

  兵庫医大整形外科
   駒井　正彦・田中　寿一・山下　仁司
   柳田　博美・田崎　伸哉・平島　　顕
   圓尾　宗司

22． 観血的整復を行った陳旧性肩関節脱臼の１例
  京府医大整形外科
   山根　　忠・黒川　正夫・弥永　邦彦
   平澤　泰介

23． MRI で dumbbell 型腫瘍を疑わせた osteoid osteoma 
の１例

  大阪市大整形外科
   松浦　正典・中村　博亮・舟越　晃一
   関　　昌彦・大木　　毅・武井　　聡
   山野　慶樹
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第316回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年１月13日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 肝細胞癌骨転移によると思われる病的骨折が治癒した
１例

  大阪医大整形外科
   根木陽一郎・森下　　忍・馬場　一郎
   桶田　正成・谷田　泰孝・中島　幹雄
   小野村敏信

２． 小児大腿骨頚部骨折の１例
  近畿大整形外科
   葭井　健男・戸谷　由樹・神谷　正人
   浜西　千秋・田中　清介

３． 仮骨延長法を用いて治療した陳旧性モンテジア脱臼骨
折の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   栗山　幸治・島田　幸造・根岸　宏一
   辻　　成佳・堀木　　充・米田　　稔
   山本利美雄

４． 基節骨顆部欠損に対する肋骨　̶軟骨移植による PIP 
関節形成術の１例

  阪大整形外科
   宮地　高弘・正富　　隆・田野　確郎
   田中　美成・越智　隆弘

５． 胸骨柄体結合の骨破壊をきたした慢性関節リウマチの
１例

  滋賀医大整形外科
   児玉　成人・井上　康二・牛窪　成夫
   牛山　敏夫・森　　孝憲・難波江正浩
   西岡　淳一・福田　眞輔

６． TKA 術後の深部静脈血栓症に関する１考察
  京大整形外科
   大澤　正実・松末　吉隆・川那辺圭一
   多田　弘史・中村　孝志
  京大心臓血管外科
   松田　捷彦・山田　知行

７． TKA 後感染に合併した広範囲皮膚壊死に対して遊離
広背筋皮弁を行った１例

  和歌山医大整形外科
   園部　秀樹・上好　昭孝・佐々木俊二
   谷口　泰徳・中谷　如希・中塚　映政
   玉置　哲也

８． ガングリオンによる肩甲上神経麻痺の２例
  明治鍼灸大整形外科
   野崎　貴子・堀井　基行・中尾　洋子
   野村　嘉彦・勝見　泰和
  京府医大整形外科
   平澤　泰介

９． 四肢麻痺を来したサルモネラ頚椎炎の１例
  関西医大整形外科
   島田　博文・加藤　勇司・斉藤　貴徳
   赤木　繁夫・小川　亮惠

10． 椎体変化を伴った腰部硬膜外血腫の１症例
  兵庫医大整形外科
   岡田　文明・谷口　　睦・横山　　浩
   森本　　弘・李　　一浩・米湊　　裕
   圓尾　宗司

11． 小児の第４頚椎に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  神戸大整形外科
   伊藤研二郎・土井田　稔・圓尾　明弘
   原田　俊彦・水野　耕作

12． 阪神大震災後に当科にて多発した先天性股関節脱臼
  兵庫県立塚口病院整形外科
   土屋　隆之・濱淵　正延・中川　偉文

13． 足根洞に生じた血管平滑筋腫の１例
  大手前病院整形外科
   山内　　亨・熊井　　司・平岡　修治
   島屋　正孝・谷口俊四郎
  奈良医大整形外科
   高倉　義典・玉井　　進

14． 筋肉内腫瘤型サルコイドーシスの１例
  大阪市大整形外科
   矢野　博志・高見　勝次・家口　　尚
   森　　英隆・松浦　正典・山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   石田　俊武

15． 脊髄空洞症を伴った硬膜内くも膜囊腫の１例
  奈良医大整形外科
   原納　明博・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・吉川　隆章・玉井　　進

16． 頚椎脱臼骨折に対するテクミロン糸を用いた後方整復
固定術の１例

  京府医大整形外科
   林田　達郎・小倉　　卓・長谷　　斉
   池田　　巧・平澤　泰介
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第317回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年２月17日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 両側内側円板状半月の１例
  阪大整形外科
   坪井　秀規・松本　憲尚・堀部　秀二
   中村　憲正・史野　根生・越智　隆弘

２． ダウン症候群に発症した両側股関節脱臼の１例
  大阪市大整形外科
   鈴木　英介・西村　典久・高松　聖仁
   青野　勝成・松浦　正典・巽　　一郎
   宮口　正継・山野　慶樹
  長吉総合病院整形外科
   谷沢　克洋
  大阪市立身障センターリハビリ科
   平田　　繁

３． Werner 症候群に合併した malignant peripheral nerve 
sheath tumor の１症例

  京大整形外科
   西庄　功一・坪山　直生・池田　　登
   中村　孝志
  京大生体医療工学研究センター
   戸口田淳也
  京大医療技術短期大学部
   笠原　勝幸
  京大老年科
   若月　芳雄
  京大中検病理
   中嶋　安彬

４． 足関節部に発生した ossifying lipoma の１例
  松下記念病院整形外科
   宗安　克仁・吉岡　　誠・浅井　　浩
   川原林顯昌・林　　太志
  松下記念病院中検病理部
   安達　　弘

５． RA 高度屈曲拘縮膝に対するスタビライザー付き TKA 
の１脱臼例

  兵庫医大整形外科
   宇野津雅哉・辻　　　寿・立石　博臣
   楊　　鴻生・厚井　　薫・岩田　康男
   白木　孝人・圓尾　宗司

６． 鎖骨近位骨端線離開の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   金村　在哲・佐藤　　進・芝　　昌彦
   柴田　直樹・藤井　英夫

７． 胸鎖関節後方脱臼の１例
  南大阪病院整形外科
   小山　茂和・金　　明博・大坂　芳明

８． 多発肋骨骨折に対する早期観血的固定術の有用性
  関西医大整形外科
   福井　寿徳・二宮　俊憲・加藤　勇司
   小川　亮惠
  関西医大救命救急センター
   田中　孝也

９． 術後後弯変形を来し transpedicular screw system によ
り矯正固定した軟骨無形成症の１例

  京府医大整形外科
   大橋　亮洋・長谷　　斉・小倉　　卓
   平沢　泰介
  松下記念病院整形外科
   吉岡　　誠
  済生会吹田病院整形外科
   杉之下武彦

10． Segmental resection と術中体外照射により患肢温存
手術を行った近位𦙾骨骨肉腫の１例

  神戸大整形外科
   三谷　　誠・山本　哲司・黒坂　昌弘
   藤田　郁夫・水野　耕作

11． 多発筋肉内転移を来した傍骨性軟骨肉腫の１例
  滋賀医大整形外科
   松本　道明・松本　圭司・茶野　徳宏
   石澤　命仁・今中　　徹・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊
  高知県立中央病院整形外科
   山川　晴吾

12． 頚椎黄色靱帯石灰化症の１例
  京都市立病院整形外科
   杉本　正幸・清水　和也・四方　實彦
   田中　千晶・高橋　　真・藤林　俊介
   長井　　肇・服部理恵子

13． MR ミエログラフィーの経験
  近畿大整形外科
   井谷　優克・大浦好一郎・岡本　佳之
   浜西　千秋・田中　清介

14． 胸椎ヘルニアと考えられた両下肢麻痺の１例
  大阪労災病院整形外科
   赤星正二郎・橋本　一彦・宮内　　晃
   木村　友厚・土井　照夫

15． 放射線処理自家骨により患肢温存術を施行した腸骨軟
骨肉腫の１例

  奈良医大整形外科
   瀬戸　靖史・三井　宣夫・大根田　豊
   宮内　義純・城戸　　顕・玉井　　進
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16． 小児大腿部に生じた巨大な筋肉内血管腫の治療経験
  大阪医大整形外科
   辻村　知行・土居　宗算・森下　　忍
   桶田　正成・小野村敏信
  大阪医大一般・消化器外科
   竹田　　幹

17． 踵骨に発生した外骨腫の１例
  奈良医大整形外科
   石本　佳之・高倉　義典・田中　康仁
   秋山　晃一・亀井　　滋・玉井　　進
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第318回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年３月23日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 高カルシウム血症が持続している二次性骨粗鬆症の１
例

  兵庫医大整形外科
   李　　一浩・楊　　鴻生・立石　博臣
   横山　　浩・圓尾　宗司
  国立篠山病院整形外科
   池田　憲昭・松田　泰彦

２． 骨幹部斜め骨切り術による両側内反小趾の治療経験
  大手前病院整形外科
   平岡　修治・熊井　　司・山内　　亨
   島屋　正孝・谷口俊四郎
  奈良医大整形外科
   高倉　義典・玉井　　進

３． 距踵間癒合症にガングリオンを合併し足根管症候群を
呈した３例

  松原市立病院整形外科
   永野　龍生・岩本　　弘・山岡　伸行
   鈴木　順三
  奈良医大整形外科
   高倉　義典・田中　康仁・玉井　　進

４． 環軸椎亜脱臼に伴う歯突起後方腫瘤の１例
  滋賀医大整形外科
   児玉　成人・宮原健一郎・牛窪　成雄
   勝浦　章知・福田　眞輔

５． 脊髄後索障害で歩行困難を来した頚椎黄色靱帯石灰化
症の１例

  柏原赤十字病院整形外科
   飯塚　高弘・小徳　宏之・信貴　経夫
   塚本　泰徳

６． 胸部脊髄脂肪種の１例
  和歌山医大整形外科
   野村　和教・玉置　哲也・吉田　宗人
   安藤　宗治・山田　　宏・岩崎　　博
  国保日高総合病院整形外科
   栗本　公博

７． 胸骨骨髄炎を思わせた Candida 肋骨骨髄炎の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   小竹　俊郎・田村　　清・藤原　正利
   井尻慎一郎・新林　弘至・西村　直巳
   清水　　眞・吉田　圭二・山下英三郎
   桃井　健仁

８． L5 根に発生した dumbbell 型腫瘍の１例
  大阪労災病院整形外科
   森　　俊陽・宮内　　晃・橋本　一彦
   赤星正二郎・木村　友厚・土井　照夫

９． 椎間板ヘルニアの術後に発症した左総腸骨動静膜瘻の
１例

  大阪府三島救命救急センター
   瀧川　直秀・石津　恒彦・中岡　伸哉
   佐藤　　敦・岡本　順子・福本　仁志
   冨士原　彰

10． 初発から12年の経過で肺外転移を繰り返した脱分化
型脂肪肉腫の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   辻　　成佳・久田原郁夫・大和田哲雄
   島田　幸造・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   山崎　　大・小林　　晏

11． 透析患者の右殿部外側に発生した石灰沈着を伴った巨
大軟部腫瘤の１例

  近畿大整形外科
   岡田　正道・丹　　彰浩・大谷　和裕
   浜西　千秋・田中　清介

12． 両側下腿骨骨折を来した pycnodysostosis の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   呉　　玉彬・山川　隆由・大野　憲一
   打村　昌一

13． 両側大腿骨頚部骨折を合併した乳児 Hirschsprung 病
の１例

  京都市立病院整形外科
   藤林　俊介・四方　實彦・清水　和也
   田中　千晶・杉本　正幸・高橋　　真
   長井　　肇・服部理恵子

14． 健常中年男性に発生した膝蓋腱皮下断裂の１例
  関西医大整形外科
   畠中　輝昭・中川　琢磨・森本　忠信
   菅野　　博・小川　亮惠

15． 分裂膝蓋骨部に発症した痛風の１例
  大阪市大整形外科
   矢野　博志・宮口　正継・長山　隆一
   大橋　弘嗣・格谷　義徳・小池　達也
   油谷　安孝・山野　慶樹

16． TKR 後に大腿骨顆上骨折偽関節となった１例
  市立芦屋病院整形外科
   植村　和司・辻林　啓幸・澤田　元幸

17． 股関節固定術及び腰椎固定術後に人工股関節の脱臼が
生じた１例

  京都府立医大整形外科
   柴谷　匡彦・竹中　信之・高橋　謙治
   久保　俊一・平澤　泰介

18． RA 股関節手術における術中回収輸血
  国立加古川病院整形外科
   冨田　佳孝・久保　仁志・阿部　修治
   大森　　裕・黄　　義秀・前川　　徹
   鄒　　天祥・西林　保朗
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19． Fournier’s gangrene に併発した人工股関節置換術後
感染の１例

  阪大整形外科
   阪上　彰彦・増原　建作・松井　　稔
   中田　活也・越智　隆弘

20． Madelung 変形による伸筋腱皮下断裂の１例
  京大整形外科
   太田　壮一・池田　　登・麻田　義之
   清水　克時・中村　孝志

21． 肘上部正中神経幹内にくびれを確認した前骨間神経麻
痺の１例

  大阪市立総合医療センター整形外科
   仁田　史人・乗上　　啓・北　　輝夫
   松田　英樹

22． 腎癌の孤立性骨転移に対し人工肘関節置換術を行った
１例

  舞鶴共済病院整形外科
   大崎　能樹・高澤宏太郎・森下　　肇
   北野　慎治

23． 肩鎖関節脱臼を合併した鎖骨骨幹部骨折の１例
  市立貝塚病院整形外科
   蔡　　栄浩・辻野　宏明・山口　勝之
   津山研一郎

24． 化膿性仙腸関節炎の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   圓尾　明弘・山口　高史・渡辺　康司

25． 化膿性仙腸関節炎の１例
  神戸大整形外科
   藤井　　剛・土井田　稔・橋本　　靖
   三枝　康宏・原田　俊彦・水野　耕作

26． 透析患者に発症した手関節結核の１例
  大阪医大整形外科
   白井　久也・阿部　宗昭・岡本　雅雄
   成山　雅昭・小野村敏信



- 412 -

第319回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年５月18日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 頚髄硬膜外膿瘍の１例
  市立伊丹病院整形外科
   秋田　鐘弼・小島伸三郎・大野　充繁
   三谷　高史・若林　　元

２． 大腿神経麻痺を来した変形性股関節症の１例
  榛原町立榛原総合病院整形外科
   斉藤　昌彦・仲川　喜之・長谷川克純
   木佐貫　修・梅垣　修三

３． 先天性膝関節脱臼の２例
  大阪市立十三市民病院整形外科
   濱田　有康・河田　　弘・田中　　亨
   伊藤　智康

４． 大腿骨骨幹部及び転子部骨折の術後に生じた骨盤疲労
骨折の２例

  育生会久野病院整形外科
   久野　成人・岩井　宏次

５． Sprengel 変形に対する外科的治療の１例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・四方　實彦・藤林　俊介
   清水　和也・田中　千晶・杉本　正幸
   高橋　　真・長井　　肇

６． 激烈な経過をたどり死亡に至った壊死性筋膜炎の１例
  生長会府中病院整形外科
   小西　英樹・鳴嶋　眞人・八木　宏之
   正岡　　悟・保川　英一
  生長会府中病院リハビリ科
   橋本　　務

７． Kienböck 病に続発した示指伸筋腱断裂の１例
  吉野病院整形外科
   森本　　守・藤井　唯誌・中川　　信
  奈良医大整形外科
   矢島　弘嗣・玉井　　進

８． リスフラン関節症に伴う長母趾伸筋腱皮下断裂の１症
例

  八尾徳州会病院整形外科
   北西　正光・長谷川　潔・岩崎　圭至
   竹口　輝彦

９． 屈筋腱皮下断裂を来した SLE の１例
  大阪市大整形外科
   武井　　聰・油谷　安孝・日高　典昭
   大塚由理子・山野　慶樹

10． ステロイド軟膏によると思われる多発性骨壊死症の１
例

  大阪医大整形外科
   弓場　一秀・南　　昌宏・桶田　正成
   中島　幹雄・森下　　忍・阿部　宗昭

11． 尺骨の acute plastic deformation を伴う橈骨頭脱臼の
１例

  中町赤十字病院整形外科
   横井　敦子・立花　敏弘・長尾　憲孝

12． Ring injury に対して wrap around flap による再建を
行った１例

  和歌山医大整形外科
   野村　和教・谷口　泰徳・岩崎　　博
   岡　亜紀子・玉置　哲也

13． 舟状骨偽関節に伴う DISI 変形が原因と考えられた手
根管症候群の１例

  京大整形外科
   富永　　亨・赤木　将男・池田　　登
   好井　　覚・麻田　義之・中村　孝志

14． 大腿骨骨頭下病的骨折を伴ったユーイング肉腫例に対
する患肢温存の試み

  京府医大整形外科
   山村　成載・田久保興徳・林田　達郎
   村田　博昭・楠崎　克之・平澤　泰介

15． 超音波検査が有用であったグロームス腫瘍の３例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   小竹　俊郎・田村　　清・藤原　正利
   井尻慎一郎・新林　弘至・西村　直巳
   清水　　真・吉田　圭二・山下英三郎
   桃井　健仁

16． 肋骨に発生した好酸球性肉芽腫の１例
  滋賀医大整形外科
   児玉　成人・茶野　徳宏・牛窪　成雄
   石澤　命仁・松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査
   岡部　英俊・大久保貴子

17． 転移性骨盤腫瘍に対する体外照射に tissue expander 
を応用した１例

  阪大整形外科
   濱田　泰彦・倉都　滋之・萩尾　佳介
   荒木　信人・内田　淳正・越智　隆弘
  阪大放射線科
   田中　英一・井上　俊彦

18． 小指中節骨に圧痕を形成した軟部腫瘍の１例
  近畿大整形外科
   野中　藤吾・丹　　彰浩・大江　久之
   田中　清介

19． 背部痛を主訴として来院した急性大動脈解離患者20
症例の検討

  奈良県救命救急センター
   和田　　誠・藤間　保晶・川西　弘一
   宮田　重樹・辻　　毅嗣・坂口　秀仁
   奥地　一夫・籠島　　忠
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20． 腰部脊柱管内 ganglion cyst の１例
  市立岸和田市民病院整形外科
   丸山　東勲・百名　克文・中川　泰彰
   大谷　　茂・橋谷　　実

21． Pyogenic spondylitis following ulcerative colitis
  Dept of Orthop Surg, Hyogo College of Medicine
   L L Shah・M Matsumoto・M Taniguchi
   H Yokoyama・I Lee・S Nagahama
   H Tateishi・S Maruo

22． 胸椎椎体原発悪性リンパ腫の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   根岸　宏一・大和田哲雄・大河内敏行
   久田原郁夫・山本利美雄
  大阪厚生年金病院病理検査科
   山崎　　大・小林　　晏

23． Fibrodysplasia ossificans progressiva の１例
  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   西條　雅康・藤井　正司・宇野　耕吉
   草別　一成・金澤慎一郎・戸祭　正喜
   司馬　良一
  三木市民病院放射線科
   藤井　正彦

24． 離断性骨軟骨炎を伴った先天性外側半月欠損の１例
  大阪労災病院整形外科
   三木　宏真・土井　照夫・木村　友厚
  大阪労災病院スポーツ整形外科
   三岡　智規・堀部　秀二・濱田　雅之

25． 右上腕白癬性肉芽腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   瀧川　悟史・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   平野　博嗣・木崎　智彦・指方　輝正

26． 特発性腰椎硬膜外血腫により両下肢不全麻痺を生じた
１例

  関西医大整形外科
   吉野　茂雄・加藤　勇司・赤木　繁夫
   斉藤　貴徳・小川　亮惠
  医誠会東淀川病院整形外科
   玉置　譲二

27． 腰仙部神経根奇形の１例
  神戸大整形外科
   若見　朋晃・宮本　裕史・原田　俊彦
   土井田　稔・水野　耕作
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第320回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年６月22日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 最近経験した多発性関節結核の１例
  社保滋賀病院整形外科
   鈴木　　毅・井上　　剛・坂井田　稔
  社保滋賀病院呼吸器センター
   津田　　透
  関西医大整形外科
   小川　亮惠
  京大第二病理
   高橋　　玲

２． 巨大な膝窩部囊腫を有した結核性膝関節炎の１例
  共済組合近畿中央病院整形外科
   北脇　文雄・高田　章弘・松谷　常弘
   川津　伸夫
  共済組合近畿中央病院臨床検査科
   川下　憲一

３． 踵骨に発生した結核性骨髄炎の１例
  神戸大整形外科
   寺島　康浩・藤田　健司・山本　哲司
   水野　耕作

４． 両側近位𦙾腓関節障害の１例
  京府医大整形外科
   坂部　智哉・高井　信朗・楠崎　克之
   麻生　伸一・平澤　泰介

５． 末端肥大症に合併した多発関節症の１例
  近畿大整形外科
   嶋田　　亘・菊地　　啓・福田　寛二
   大江　久之・薩摩　　博・葭井　健男
   田中　清介

６． 第２中足骨疲労骨折に合併した Freiberg 病の１例
  滋賀医大整形外科
   牛窪　成雄・井上　康二・浅嶌　周造
   黄　　　杰・福田　眞輔
  神崎中央病院整形外科
   小宮　靖弘

７． 舟状月状骨間離開の１例
  藤井寺市民病院整形外科
   森田　光明
  国立泉北病院整形外科
   香月　憲一
  大阪市立総合医療センター整形外科
   南　　幸作
  大阪社会医療センター整形外科
   大向　孝良・石田　俊武

８． 小指掌側に発生した synovial chondromatosis の１例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・田中　千晶・四方　實彦
   清水　和也・杉本　正幸・高橋　　真
   藤林　俊介・吉富　啓之

９． 𦙾骨神経に多発した schwannomaの１症例
  天理市立病院整形外科
   藤谷良太郎・桝田　義英・藤原　　博
  奈良医大整形外科
   高岡　孝典・川西　弘一・高倉　義典
   玉井　　進

10． 自然消失した大腿骨外骨腫の１例
  兵庫医大整形外科
   宇野津雅哉・木下厳太郎・柴田　勝博
   金澤　優純・立石　博臣・圓尾　宗司

11． 上腕骨 juxtacortical chondroma の１例
  聖和病院整形外科
   松原　康秀・荒川　　晃
  兵庫医大整形外科
   駒井　正彦・木下厳太郎・立石　博臣
   圓尾　宗司

12． 右大腿部に発生した筋肉内ガングリオンの１例
  松下記念病院整形外科
   林　　太志・浅井　　浩・宗安　克仁
   吉岡　　誠・川原林顯昌
  松下記念病院中検病理部
   安達　　弘

13． 先天性橈骨頭脱臼の１例
  三田市民病院整形外科
   牧野　　健・大野　　修・廣瀬　哲司
   柴沼　　均・福島　久徳
  明和病院整形外科
   柏木　大治

14． Ellis-van Creveld 症候群の外反膝変形に対する１治療
経験

  京大整形外科
   伊勢健太郎・松末　吉隆・好井　　覚
   麻田　義之・西松　秀和・中村　孝志

15． 小児の両踵骨骨折の１例
  東大阪市立中央病院整形外科
   福井　直人・西山　茂晴・李　　泰新
   林　　誠之・廣岡　靖隆
  奈良医大整形外科
   高岡　孝典・高倉　義典

16． 巨大な骨逸脱を伴った小児大腿骨開放性骨折の１例
  町立榛原総合病院整形外科
   斉藤　昌彦・仲川　喜之・長谷川克純
   木佐貫　修・梅垣　修三

17． 腰仙部移行椎椎弓の異常骨隆起により坐骨神経痛を生
じた１例

  第二大羽病院整形外科
   西本　　哲・三瀬　真一
  大阪医大整形外科
   永田　裕人・小野村敏信
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18． 石灰化した硬膜により脊髄症を呈した１例
  阪大整形外科
   澤田　元幸・金澤　淳則・鈴木　省三
   和田　英路・米延　策雄・越智　隆弘

19． 転倒により両下肢麻痺を発現した脊髄硬膜外くも膜囊
腫の１例

  済生会御所病院整形外科
   千　　泰規・朴木　寛弥・庄野　正生
  奈良医大整形外科
   植田百合人・久貝　充生

20． 非外傷性に脊椎脱臼骨折を来した強直性脊椎炎の１例
  大阪市大整形外科
   宮口　正継・中村　博亮・舟越　晃一
   関　　昌彦・大木　　毅・森　　英隆
   山野　慶樹

21． 頚椎に発生した血管肉腫の１例
  大阪医大整形外科
   山口　和男・馬場　一郎・谷口　泰孝
   桶田　正成・石橋伊三郎・永田　裕人
   阿部　宗昭
  大阪医大中検病理
   堤　　　啓

22． ２歳時に手術療法を施行し経過順調な osteogenesis 
imperfecta の１例

  滋賀県立小児保健医療センター整形外科
   坂根　正則・鈴木　茂夫・瀬戸　洋一
   柏木　直也・向井　章悟・田代　広尚

23． Luque SSI for Duchenne muscular dystrophy
  Shriner’s Hospital, Mexico City Unit, Mexico
  JAR Navarrete Kyoto Prefectural University of 
  Medicine, Department of Orthopedic Surgery
   H Hase・K Tamai・T Ogura
   Y Hirasawa

24． 前方及び後方進入により一期的に脊椎全摘術を行った
第４腰椎椎体腫瘍の１例

  和歌山医大整形外科
   谷　　智弘・玉置　哲也・吉田　宗人
   青木　雅昭・安藤　宗治・林　　信宏
   河合　将紀・園部　秀樹

25． A surgical technique for rheumatoid Boutonniére 
deformity

  Kansai Medical University, Department of Orthopedics
   XU Hong Bing・Y Minamikawa
   Y Tanaka・M Kawasaki・R Ogawa
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第321回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年７月27日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 外反母趾術後遺残変形に対する第１中足骨二重骨切り
術

  奈良医大整形外科
   谷口　　晃・田中　康仁・秋山　晃一
   亀井　　滋・米田　岳史・原納　明博
   高倉　義典・玉井　　進

２． 仙骨内巨大神経鞘腫の１例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・四方　實彦・杉本　正幸
   清水　和也・田中　千晶・高橋　　真
   藤林　俊介・吉富　啓之
  公立高島病院整形外科
   片岡　善夫

３． 馬尾に発生した巨大上衣腫の１例
  京大整形外科
   郡田　大宇・清水　克時・井戸　一博
   好井　　覚・光野　芳樹・中村　孝志

４． 分娩麻痺を伴った下垂体性小人症の１例
  大阪府立母子保健総合医療センター整形外科
   坪井　秀規・川端　秀彦・柴田　　徹
   有賀　健太
  大阪府立母子保健総合医療センター第一小児内科
   位田　　忍
  阪大整形外科
   安井　夏生・越智　隆弘

５． Neuromonitoring of an experimental model of clip 
compression on the spinal nerve root to characterize 
acute nerve root injury

  大阪市大整形外科
   周　　一鳴・山野　慶樹・中村　博亮
  越川整形外科病院
   松田　英雄

６． 月状骨に発生した骨内ガングリオンの１例
  国立大阪病院整形外科
   田村　裕一
  大阪府立病院整形外科
   政田　和洋・金澤　元宣・原口　圭司
   藤田　　悟・小田　剛紀・廣田　茂明
   冨士　武史

７． 右母指 CM 関節に発生した骨軟骨腫の１例
  近畿大整形外科
   曽根崎竜一・薩摩　　博・丹　　彰浩
   菊池　　啓・田中　清介

８． 橈尺骨矯正骨切り術を施行した Madelung 変形の２例
  京府医大整形外科
   八田陽一郎・玉井　和夫・岡島誠一郎
   平澤　泰介

９． 足関節外側靱帯再建により良好な中期成績が得られて
いる足関節症の１例

  大阪医大整形外科
   劉　　長勱・奥田　龍三・木下　光雄
   森川　潤一・安田　稔人・常徳　　剛
   阿部　宗昭

10． MRI が診断に有用であった大腿骨頚部不全骨折の２例
  西神戸医療センター整形外科
   岩崎　　学・笠井　隆一・和田山文一郎
   片山　武史

11． 肩甲骨烏口突起骨折の２例
  兵庫県立柏原病院整形外科
   黒田　　司・片山　　繁・岡本　剛治
   八木　正義・飯田　康夫・北野　達郎

12． 10年後に再発を来した膝関節内血管腫の１症例
  神戸大整形外科
   藤本　卓也・村津　裕嗣・山本　哲司
   黒坂　昌弘・水野　耕作

13． 有茎 peroneal flap にて治療した𦙾骨慢性骨髄炎の１
例

  兵庫医大整形外科
   田崎　伸哉・田中　寿一・山下　仁司
   駒井　正彦・高橋　良典・森　　亮一
   圓尾　宗司

14． 人工膝関節置換術後の大腿骨顆上骨折の３例　̶治療
法に関する考察̶

  滋賀医大整形外科
   森　　孝憲・西岡　淳一・谷　　仁孝
   井上　康二・牛山　敏夫・難波江正浩
   高瀬　年人・福田　眞輔

15． 放線菌による殿筋内膿瘍の１例
  関西医大整形外科
   宮島　茂夫・中川　琢麿・二宮　俊憲
   徳永　裕彦・赤木　繁夫・小川　亮惠

16． Hip rotation plasty を施行した左大腿骨骨肉腫の１症例
  奈良医大整形外科
   北川信一郎・宮内　義純・三井　宜夫
   城戸　　顕・玉井　　進

17． 右𦙾骨 chondromyxoid fibromaの１例
  大阪市大整形外科
   久保　隆彦・高見　勝次・家口　　尚
   戸堂　慎一・吉村　奉修・山野　慶樹
  大阪社会医療センター
   石田　俊武
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18． 上肢反射性交感神経性ジストロフィーを呈した頚椎症
性脊髄症の１例

  紀南綜合病院整形外科
   麻殖生和博
  和歌山医大整形外科
   玉置　哲也・川上　　守・林　　信宏
  和歌山労災病院整形外科
   吉川　昌英

19． 軸椎奇形を伴った環軸関節不安定症の１例
  和歌山医大整形外科
   岡本　賢俊・玉置　哲也・吉田　宗人
   林　　信宏・窪田　誠治・中川　幸洋
   南出　晃人・中塚　映政・岡　亜紀子
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第322回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年９月21日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 腰部脊柱管内に発生した ganglion の１例
  兵庫医大整形外科
   奥野　宏昭・松本　　學・大塚　誠治
   長濱　史朗・横山　　浩・谷口　　睦
   圓尾　宗司

２． 前脊髄動脈症候群を呈した解離性大動脈瘤の１例
  近畿大整形外科
   森　　成志・新山　文夫・神谷　正人
   浜西　千秋・田中　清介

３． 頚椎前方固定術後に MRI で髄内高輝度像を呈した成
績不良例の検討

  関西医大整形外科
   山本　文孝・笹井　邦彦・斎藤　貴徳
   赤木　繁夫・加藤　勇司・小川　浩司
   小川　亮惠

４． 高度の脊柱変形に対し前，後方固定術を施行した 
Coffin-Lowry 症候群の１例

  兵庫県立のじぎく療育センター整形外科
   西條　雅康・宇野　耕吉・戸祭　正喜
   金澤慎一郎・草別　一成・藤井　正司
   司馬　良一

５． ダンベル状に進展した硬膜外くも膜囊腫の１例
  和歌山医大整形外科
   平野　三好・玉置　哲也・吉田　宗人
   林　　信宏・谷　　智弘・松本　卓二

６． Tissue expander を用いて修復した腰仙部髄膜瘤の１例
  京府医大整形外科
   小林　政史・石田　敏博・長谷　　斉
   中村　　周・吉岡　　誠・平澤　泰介

７． 超音波検査が有用であった仮性動脈瘤の１例
  大阪医大整形外科
   原　　千晴・瀬本　喜啓・桶田　正成
   白井　久也・福井　浩一・阿部　宗昭

８． 前腕に発生した extraskeletal chondroma の１例
  東大阪市立中央病院整形外科
   米田　正名・大月　秀昭・林　　誠之
   李　　泰新・西山　茂晴・廣岡　靖隆
  奈良医大整形外科
   宮内　義純・玉井　　進

９． 環指基節骨に発生した良性骨芽細胞腫の１例
  西陣病院整形外科
   中村　文紀・城守　国斗
  京府医大整形外科
   楠崎　克之・渡辺　信佳

10． 膝窩動派閉塞を来した𦙾骨骨軟骨腫の１例
  神戸大整形外科
   下村　隆敏・山本　哲司・下奥　　靖
   水野　耕作
  神戸大第２外科
   辻　　義彦・岡田　昌義
  高砂市民病院整形外科
   佃　　政憲・坂田　敏郎

11． 腕神経叢麻痺を伴った肩甲骨関節窩骨折の治療経験
  中谷整形外科病院
   陣内　　均・高橋　信男・寺下　徹弥
   中谷　正臣

12． 成人の上腕骨顆上（通顆）骨折の治療経験
  八尾徳洲会病院整形外科
   竹口　輝彦・北西　正光・岩崎　圭至
   長谷川　潔

13． 豆状骨脱臼骨折の１例
  大阪市大整形外科
   上原　千典・日高　典昭・大塚由理子
   長山　隆一・山野　慶樹

14． 両踵部外側低温熱傷後潰瘍に対する治療の１例
  恵生会病院整形外科
   山田　素久・杉山　友悦
  奈良医大整形外科
   矢島　弘嗣・玉井　　進

15． 両側第３趾間に発生した intermetatarsal bursitis の１例
  滋賀医大整形外科
   槙　　純一・茶野　徳宏・石澤　命仁
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医大病理学
   岡部　英俊
  田中整形外科
   田中　武夫

16． 大腿骨顆上骨折を伴った RA 膝に対し観血的整復固
定術と TKR を同時に施行した１例

  阪大整形外科
   鹿野　博亀・冨田　哲也・林田　賢治
   橋本　　淳・宮崎　忠勝・越智　隆弘

17． Rotating hinge TKA に合併した pulmonary fat embolism 
の１例

  京大整形外科
   大塚　和史・赤木　将男・麻田　義之
   中村　孝志
  京大麻酔科
   広田　喜一

18． Extended proximal femoral osteotomy を用いた人工
骨頭再々置換術の１例

  京府医大整形外科
   八田陽一郎・日下　義章・高宮　尚武
   平澤　泰介
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第323回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年10月19日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． スポーツ中に起った母趾 Lisfranc 単独脱臼骨折の１例
  小野市民病院整形外科
   田崎　伸哉・辻　　　寿・鮫島　志郎
   桐野　義則

２． 有鉤骨鉤部に発生した骨内ガングリオンによる小指屈
筋腱断裂の１例

  大阪府立病院整形外科
   金沢　元宣・政田　和洋・原口　圭司
   乾　　浩明・加藤　泰司・藤田　　悟
   小田　剛紀・冨士　武史
  国立大阪病院整形外科
   田中　裕一

３． 尺骨骨髄炎後成長障害に生じた橈骨頭脱臼による後骨
間神経麻痺の１例

  阪大整形外科
   南平　昭豪・正富　　隆・井澤　一隆
   秋田　鐘弼・越智　隆弘

４． 左小指 PIP，DIP 関節同時背側脱臼の１例
  中谷整形外科病院
   寺下　徹弥・高橋　信男・陣内　　均
   中谷　正臣

５． 母指 MP 関節屈曲位 locking の２症例
  奈良医大救急科
   岡田　　貴・稲田　有史・寺西　朋裕
  奈良医大整形外科
   松永　　潔・福居　顕宏・玉井　　進

６． 単一椎間の double herniation により下垂足を呈した
１症例

  関西医大整形外科
   福田　　登・赤木　繁夫・斉藤　貴徳
   加藤　勇司・笹井　国彦・小川　亮惠

７． 結核性脊椎炎の治療中に胸壁カリエスを併発した１症
例

  大阪労災病院整形外科
   玉井　宣行・赤星正二郎・宮内　　晃
   橋本　一彦・山本利美雄・土井　照夫

８． 硬膜外脂肪腫症の１例
  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   菅　　俊光・中村　　健・神部　賢一
   亀山　　修
  関西医大第２病理
   螺良　愛郎

９． 石灰化を伴って再発した胸髄髄膜腫の１例
  神戸大整形外科
   荷田啓一郎・土井田　稔・原田　俊彦
   水野　耕作
  市立西脇病院整形外科
   尾崎　昭洋・園田　万史

10． 超音波破砕吸引装置を用いて被膜内郭清を行った仙骨
神経鞘腫の１例

  近畿大整形外科
   菊山愛一朗・西岡　栄恵・松村　文典
   丹　　彰浩・辻本　晴俊・福田　寛二
   宗圓　　聰・浜西　千秋・田中　清介

11． 胸髄に発生した hemangioendothelioma の１例
  済生会中和病院整形外科
   三浦　太士・北田　　力・千福　健夫
   夏目由美子
  奈良医大腫瘍病理学
   堤　　雅弘

12． 巨大脊髄空洞症を伴った頚髄髄内 hemangioblastoma 
の１例

  京大整形外科
   石部　達也・井戸　一博・松田　康孝
   多田　弘史・中村　孝志
  岐阜大整形外科
   清水　克時

13． 術中甲状腺クリーゼを来した２例
  八尾徳洲会病院整形外科
   中西　淳美・良原　公浩・岩崎　圭至
   北西　光正・長谷川　潔

14． 左鎖骨上窩に腫瘤を形成した第１肋骨骨肉腫の１手術
例

  大阪医大整形外科
   河原　邦彦・桶田　正成・森下　　忍
   東原　幸男・根本陽一郎・阿部　宗昭
  大阪医大胸部外科
   時津　浩輔・折野　達彦・佐々木進次郎

15． AMC 患者の膝伸展拘縮に対してイリザロフ法を施行
した１例

  大阪市大整形外科
   武井　　聰・西村　典久・河野　　浩
   鈴木　英介・玄　　正基・山野　慶樹

16． 大腿骨頚部外側骨折に続発した大腿骨頭壊死
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本　　栄・三木　秀宣・前田　　朗
   斉藤　正伸・米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理検査部
   小林　　晏

17． 化膿性仙腸関節炎の２例
  姫路聖マリア病院整形外科
   中山　潤一・鍋島　祐次・芝　　昌彦
   丸井　　隆・藤井　英夫

18． Ball-and-socket ankle joint 他の種々の骨格変形を伴っ
た先天性風疹症候群の１例

  滋賀医大整形外科
   牛窪　成雄・井上　康二・福田　眞輔
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19． 小児に発症した距骨離断性骨軟骨炎の１例
  京府医大整形外科
   青芝　秀幸・野口　昌彦・土田　雄一
   平澤　泰介
  京都府立与謝の海病院整形外科
   茶谷　賢一

20． 透析性膝関節症に対して滑膜切除術が有効であった１
例

  兵庫医大整形外科
   柴田　勝博・岩田　康男・立石　博臣
   楊　　鴻生・厚井　　薫・圓尾　宗司
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第324回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年11月16日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 肩鎖関節の骨棘が原因となった腱板断裂の１例
  奈良医大整形外科
   荒木　正史・冨田　恭治・櫻井　悟良
   建道　壽教・玉井　　進

２． 示指 MP 関節 intra-articular locking の２例
  市立岸和田市民病院整形外科
   橋谷　　実・中川　泰彰・三井　敏文
   大谷　　茂・百名　克文

３． 観血的整復を要した示指 PIP 関節掌側脱臼の１例
  国立大阪病院整形外科
   田村　裕一
  大阪府立病院整形外科
   政田　和洋・冨士　武史・金澤　元宣
   石川　昌彦

４． Kienböck 病に合併した伸筋腱断裂の１例
  国立大阪病院整形外科
   安藤　佳幸・村瀬　　剛・廣島　和夫

５． 多発外傷患者の右肘関節内骨折後拘縮に対する 
compass elbow joint hinge（CEH）の使用経験

  奈良医大救急医学
   寺西　朋裕・稲田　有史・岡田　　貴
   黒田　綾子・宮本　誠司
  奈良医大整形外科
   福居　顕宏・玉井　　進

６． Salmonella typhi を起炎菌とする橈骨慢性化膿性骨髄
炎の１例

  和歌山医大整形外科
   岡本　賢俊・佐々木俊二・谷口　泰徳
   安藤　宗治・谷　　智弘・野村　和教
   平野　三好・玉置　哲也

７． 疲労骨折が疑われた大腿骨転子下骨折の１例
  国立神戸病院整形外科
   高倉　義幸・鷲見　正敏・池田　正則
   澤村　　悟・向井　　宏・西山　隆之
   伊藤　　淳・前田　啓志
  神戸大整形外科
   山本　哲司

８． 感染人工骨頭抜去後に輸血後 GVHD を起した１例
  大阪市大整形外科
   柳田　育久・大橋　弘嗣・油谷　安孝
   格谷　義徳・小林　章郎・乾　健太郎
   島崎　　朗・山野　慶樹

９． 人工骨頭置換術後14日目に肺塞栓症を来し救命しえ
た１例

  八尾徳洲会病院整形外科
   岡田　　順・良原　公浩・北西　正光
   岩崎　圭至・長谷川　潔
  八尾徳洲会病院循環器内科
   高橋　大介・鎌田　浩和・福田　　貢

10． 膝関節滑膜切除術後30年経過し TKA を施行した症例
  関西医大整形外科
   若林　　英・森本　忠信・小川　亮惠
   大野　博史・竹村　清介・中川　琢磨

11． 内側半月と連続性を認めた（副）前十字靱帯の２症例
  阪大整形外科
   田中　美成・中川　滋人・鳥塚　之嘉
   松本　憲尚・中田　　研・史野　根生
   越智　隆弘

12． 後十字靱帯後方に発生した半月板ガングリオンの１例
  大阪労災病院スポーツ整形外科
   姜　　良勲・堀部　秀二・濱田　雅之
   三岡　智規・史　　賢林・土井　照夫

13． 両下腿外捻，内弯変形の１例
  京府医大整形外科
   濱口　裕之・大橋　鈴世・渡部　欣忍
   金　　郁喆・平澤　泰介

14． 臼蓋形成不全を伴った Prader Willi syndrome の１例
  兵庫医大整形外科
   高尾　泰広・楊　　鴻生・厚井　　薫
   岩田　康男・麩谷　博之・宇野津雅哉
   金澤　優純・立石　博臣・圓尾　宗司

15． 背部弾性線維腫の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   尾崎　昭洋・宮本　裕史・一山　茂樹
   園田　万史

16． 大腿骨頭に発生した良性軟骨芽細胞腫の２例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   宮田　啓介・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・平野　博嗣・指方　輝正
  兵庫県立総合リハビリセンター整形外科
   杉本　　格・高田　正三・藤田　久夫

17． 股関節に発生した滑膜軟骨腫症の１例
  京大整形外科
   光野　芳樹・坪山　直生・河野　弘昭
   西松　秀和・中村　孝志
  京大生体医療工学研究センター
   戸口田淳也
  京大中検病理部
   中嶋　安彬

18． 多発性骨軟骨腫にみられた右殿部軟骨肉腫の１例
  近畿大整形外科
   松川　将隆・西岡　栄恵・丹　　彰浩
   松村　文典・辻本　晴俊・福田　寛二
   浜西　千秋・田中　清介

19． 大腿骨頭部に発生した骨内ガングリオンの１症例
  中谷整形外科病院整形外科
   陣内　　均・高橋　信男・寺下　徹弥
   中谷　正臣
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20． 大腿四頭筋腱皮下断裂の１例
  京都第一赤十字病院整形外科
   深谷　泰士・新庄　浩成・中村　　周
   山口　順子・李　　玉庸・北条　達也
   宮本　達也・今井　　亮
  京府医大整形外科
   高井　信朗

21． MRI によって診断された occult hip fracture の１例
  神戸大整形外科
   円山　茂樹・橋本　　靖・三枝　康宏
   水野　耕作

22． MRI が診断に有用であった𦙾骨 occult fractureの２例
  琵琶湖中央病院整形外科
   川崎　　拓
  滋賀医大整形外科
   松本　圭司・福田　眞輔

23． 腰仙椎後方固定術における固定椎間の X 線学的検討
  大阪医大整形外科
   朝子　晃憲・石橋伊三郎・小坂　理也
   永田　裕人・阿部　宗昭
  東和会病院整形外科
   谷田　泰孝

24． 胸椎部巨大 dumbbell 型神経鞘腫の１例
  滋賀医大整形外科
   高瀬　年人・勝浦　章知・松本　圭司
   猿橋　康雄・浅嶌　周造・大村喜久雄
   福田　眞輔
  滋賀医大第二外科
   加藤　弘文・井上　修平・手塚　則明
  豊郷病院整形外科
   嘉本　将治
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第325回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成８年12月21日（土）
会　　　場：千里ライフサイエンスセンター５階
　　　　　　「サイエンスホール」

１． 両下肢不全麻痺を来した胸椎骨軟骨腫の１例
  柏原赤十字病院整形外科
   信貴　経夫・桑田　賢二・塚本　泰徳
   小徳　宏之

２． CR 全脊椎 X 線撮影　̶連結ソフトを用いた１画像
化̶

  大阪医大整形外科
   弓場　一秀・永田　裕人・吉良　貞政
   阿部　宗昭

３． 透析患者の２次性副甲状腺機能亢進症に伴う臼蓋部 
brown tumor の１例

  京都民医連中央病院整形外科
   山田恵二郎・東　正一郎・松本　　孝
   中川　洋寿
  京都民医連中央病院内科
   神田　千秋
  京都民医連病理センター
   藤田　葉子

４． 人工股関節再置換術後大腿骨骨折を併発した慢性関節
リウマチの１例

  阪大整形外科
   古濱　正彦・松井　　稔・中田　活也
   李　　勝博・増原　建作・越智　隆弘

５． 全人工膝関節置換術（TKA）後に𦙾骨後方脱臼を来
した１例

  関西医大整形外科
   河合大吾郎・中川　琢麿・竹村　清介
   森本　忠信・小川　亮惠
  博愛会茨木病院整形外科
   菅野　　博

６． 大腿骨外顆の巨大な骨軟骨骨折の１治験例
  関西労災病院整形外科
   宮地　高弘・井上　雅裕・安原　良典
   多田　浩一

７． 後十字靱帯（PCL）に発生したガングリオンと思われ
る１例

  和歌山医大整形外科
   坂田　亮介・佐々木俊二・青木　雅昭
   玉置　公一・山崎　　悟・玉置　哲也
  国保那賀病院整形外科
   榎本　　哲・松浦　伸一・松山　明彦

８． Salmonella enteritidis による膝及び下腿筋間化膿巣を
合併した慢性関節リウマチの１例

  滋賀医大整形外科
   樫原　水絵・西岡　淳一・森　　孝憲
   牛山　敏夫・井上　康二・福田　眞輔

９． 長・短腓骨筋腱損傷放置による足部変形の１例
  奈良医大整形外科
   大川隆太郎・田中　康仁・秋山　晃一
   亀井　　滋・米田　岳史・藤間　保晶
   高倉　義典・玉井　　進

10． 鎖骨骨折変形治癒後に発症した胸郭出口症候群の１例
  神戸大整形外科
   酒井　良忠・藤田　健司・水野　耕作

11． 両側ともに HAGL（上腕骨側関節上腕靱帯剝離）を
有した両肩関節反復性前方脱臼の１症例

  大阪厚生年金病院整形外科
   山田　光子・山本　隆文・辻　　成佳
   堀木　　充・加賀屋圭子・関　　　博
   松田　雅彦・米田　　稔

12． 両側弾発肘の１例
  奈良医大整形外科
   横井　一之・矢島　弘嗣・城崎　和久
   赤羽　　学・玉井　　進

13． 脊柱管内に突出した小児頚椎椎間板石灰化症の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   堀木　　充・大和田哲雄・佐藤　　巌
   久田原郁夫・大河内敏行・米田　　稔
  市立吹田市民病院整形外科
   門脇　　徹

14． C6 前根障害による近位型キーガンタイプ麻痺の３例
  大阪市立総合医療センター整形外科
   並川　　崇・乗上　　啓・辻尾　唯雄
   北　　輝夫・桑野　吉浩・松田　英樹

15． 巨大な傍脊椎腫瘍により肺尖部の圧排をみた頚胸椎移
行部 dumbbell 型腫瘍の１例

  大阪市大整形外科
   久保　隆彦・森　　英隆・中村　博亮
   関　　昌彦・大木　　毅・山野　慶樹

16． MRSA による化膿性脊椎炎の経験
  大阪労災病院整形外科
   森　　俊陽・宮内　　晃・橋本　一彦
   山本利美雄・土井　照夫

17． 生体材料（人工骨）を用いた腰椎後側方固定術
  京府医大整形外科
   林田　達郎・小倉　　卓・長谷　　斉
   池田　　巧・平澤　泰介

18． 神経根症状を呈した腰椎椎間板ガスヘルニアの１例
  兵庫県立総合リハビリセンター中央病院整形外科
   寺島　康浩・高田　正三・豊田　嘉清
   津村　暢宏・辻本　和雄・陳　　隆明
   水野　敏行・藤田　久夫
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19． 上腕動脈閉塞に大腿骨，下腿骨骨折を合併し再灌流障
害を来した１症例

  大阪府三島救命救急センター
   服部　　智・石津　恒彦・中岡　伸哉
   田中　一成・本田　雄一・冨士原　彰

20． 内反手に対する１手術例
  京大整形外科
   平光　照子・池田　　登・麻田　義之
   中村　孝志
  愛媛十全医療学院附属病院整形外科
   光長　栄治
  白菊園病院
   上羽　康夫

21． 観血的治療を行った小指伸筋腱脱臼の２例
  兵庫医大整形外科
   金澤　優純・山下　仁司・田中　寿一
   駒井　正彦・田崎　伸哉・米湊　　裕
   柴田　勝博・圓尾　宗司

22． 大菱形骨内に浸潤を認めた腱鞘巨細胞腫
  近畿大整形外科
   高　誠治郎・斉藤　政克・野中　藤吾
   丹　　彰浩・福田　寛二・菊地　　啓
   田中　清介

23． 血腫を繰り返した膝上部腫瘤の１例
  相馬病院整形外科
   相馬　　靖
  シマムラ医院整形外科
   嶋村　俊一
  京大整形外科
   松末　吉隆
  京大臨床検査
   中嶋　安彬

24． 腰下肢痛を主訴とし診断に難渋した左大腿骨骨幹部類
骨骨腫の１例

  兵庫県立加古川病院整形外科
   本田　久樹・井口　哲弘・松原　伸明
   日野　高睦・西川　哲夫・冨田　佳孝
   石本　勝彦・大林　千穂
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第326回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年１月25日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 軽微な外傷により早期に変形性股関節症を生じた大理
石病の１症例

  国立京都病院整形外科
   斉藤　聡彦・二見　　徹・小野　講三
   真多　俊博・中西　りか・石田　勝正

２． 股関節滑膜切除術と免荷装具が奏功した慢性関節リウ
マチの１例

  大阪医大整形外科
   中島　保倫・中島　幹雄・森下　　忍
   阿部　宗昭
  西宮協立脳神経外科病院
   太田　利夫

３． 胸椎病変による下肢麻痺を呈した慢性関節リウマチの
１例

  兵庫県立塚口病院整形外科
   中川　偉文・濱淵　正延・土屋　隆之
  京大整形外科
   井戸　一博

４． 高位𦙾骨骨切り術後に遅発性コンパートメント症候群
を来した１例

  滋賀医大整形外科
   磯矢　英士・難波江正浩・西岡　淳一
   井上　康二・牛山　敏夫・樽本　　龍
   森　　孝憲・大村喜久雄・福田　眞輔

５． 手根管症候群で発症し骨髄に異形形質細胞を認めた全
身性アミロイドーシスの１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   保田　拓史・島田　幸造・大和田哲雄
   久田原郁夫・辻　　成佳・斉藤　正伸
   米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理検査部
   山崎　　大・小林　　晏

６． 足趾末節骨に発生した subungual exostosis の２例
  近畿大整形外科
   野中　藤吾・新山　文夫・堀越　正智
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋
   田中　清介

７． 神経根症状を呈した root sleeve dilatation の１例
  関西医大整形外科
   河合大吾郎・笹井　邦彦・斎藤　貴徳
   赤木　繁夫・加藤　勇司・小川　亮惠

８． 多発性非骨化性線維腫の１例
  神戸大整形外科
   恩賀　能史・山本　哲司・角田　雅也
   下奥　　靖・酒井　良忠・水野　耕作

９． 胸椎に発生した hemangioendothelioma の１例
  奈良医大整形外科
   田中　素成・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・吉川　隆章・横井　一之
   玉井　　進
  奈良医大第一病理
   市島　國雄

10． 胸腔鏡視下に摘出した胸椎傍椎体腫瘍の１例
  兵庫医大整形外科
   森　　亮一・大塚　誠治・谷口　　睦
   別所　康生・横山　　浩・白木　孝人
   圓尾　宗司
  兵庫医大第２外科
   西岡　昭彦

11． 𦙾骨骨幹部腫瘍切除後に血管柄付腓骨移植と術中体外
照射自家骨移植を併用した１例

  阪大整形外科
   小畑　浩一・倉都　滋之・荒木　信人
   西原　俊作・越智　隆弘

12． 上位頚椎砂時計腫の３例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・四方　實彦・杉本　正幸
   清水　和也・田中　千晶・高橋　　真
   藤林　俊介・吉富　啓之

13． 囊胞性変化を伴った腰椎椎間板ヘルニアの２例
  奈良医大整形外科
   岡橋孝治郎・植田百合人・松山　悦啓
   久貝　充生・吉川　隆章・玉井　　進

14． 人工骨頭置換術後12年以上経過した４症例の臨床経
過について

  国立舞鶴病院整形外科
   柳川　哲二・川原林顕昌・長澤　浩治
   植田　秀貴

15． フィールドホッケー選手に発症した近位𦙾腓関節障害
の１例

  京府医大整形外科
   坂本　敏浩・麻生　伸一・小林　政史
   高井　信朗・平澤　泰介

16． 両側鎖骨骨折に烏口突起骨折を合併した１例
  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   福田　　登・菅　　俊光・神部　賢一
   亀山　　修

17． 脊髄髄内肉芽腫の１例
  和歌山医大整形外科
   筒井　俊二・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・玉置　公一
  海南市民病院整形外科
   九鬼　良行・山本　剛史
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18． 左大腿骨脂肪腫の１例
  大阪市大整形外科
   禱　　史明・高見　勝次・岡本　雄策
   矢野　博志・亀谷　由美・山野　慶樹
  国立泉北病院整形外科
   家口　　尚

19． セラミックバック・膝蓋骨コンポーネント破損脱転の
１例

  京大整形外科
   大塚　和史・松末　吉隆・河野　弘昭
   西松　秀和・中村　孝志
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第327回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年２月15日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 距骨頚部骨折を合併した距骨外側突起骨折の１例
  八尾徳州会病院整形外科
   良原　公浩・長谷川　潔・北西　正光
   岩崎　圭至・岡田　　順

２． アルビジア髄内釘による骨延長術を施行した外傷後大
腿骨短縮の１例

  阪大整形外科
   田村　太資・中瀬　尚長・安井　夏生
   越智　隆弘
  大阪府立母子保健総合医療センター
   柴田　　徹
  井上病院整形外科
   平林　伸治

３． 乳癌根治術後31年の経過を経て発症した Stewart-
Treves syndrome の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   辻　　成佳・島田　幸造・久田原郁夫
   橋本　　淳・米田　　稔
  大阪厚生年金病院皮膚科
   宮島　　進・松岡　　緑・岡田奈津子
  大阪厚生年金病院病理検査科
   山崎　　大・小林　　晏

４． Posterior stabilized TKA 後に patellar clunk syndrome 
を来した１症例

  神戸大整形外科
   坂井　宏成・下村　隆敏・清水　邦明
   野田　光昭・黒坂　昌弘・水野　耕作

５． 頚椎分離辷り症の１例
  大阪労災病院整形外科
   前田　一哉・史　　賢林・橋本　一彦
   宮内　　晃・山本利美雄・土井　照夫

６． 自然治癒した急性脊髄硬膜外血腫の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   西條　雅康・棚瀬　嘉宏・渡辺　康司

７． 右 L5 神経鞘腫の１例
  京都市立病院整形外科
   吉富　啓之・四方　實彦・藤林　俊介
   清水　和也・田中　千晶・杉本　正幸
   高橋　　真・服部理恵子

８． 嚥下障害を来した強直性脊椎骨増殖症の１例
  近畿大整形外科
   菊山愛一朗・野中　藤吾・大浦好一郎
   浜西　千秋・田中　清介

９． 軸椎後弯変形に伴い環軸関節脱臼を来した Klippel-
Feil 症候群の１例

  国立神戸病院整形外科
   伊藤　　淳・鷲見　正敏・澤村　　悟
   池田　正則・向井　　宏・西山　隆之
   前田　啓志・下村　隆敏
  加古川市民病院整形外科
   前澤　範明・北澤　久也

10． 腫瘍用人工膝関節の再置換術に Finn knee system を
用いた１治験例

  大阪医大整形外科
   永山宗一郎・森下　　忍・中島　幹雄
   桶田　正成・南　　昌宏・藤田　晃史
   阿部　宗昭
  済生会茨木病院整形外科
   井上　　隆

11． 532個の遊離体を伴った足関節滑膜性骨軟骨腫症の１
例

  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   神部　賢一・亀山　　修・菅　　俊光
   福田　　登

12． 微小外力により股関節脱臼を来した von Reckling-
hausen 病の１例

  滋賀医大整形外科
   金　　永求・井上　康二・石澤　命仁
   猿橋　康雄・森　　孝憲・福田　眞輔
  日本赤十字社長崎原爆病院
   大坪　義昌

13． 大腿骨大転子部に再発し AW-GC により再建した良性
軟骨芽細胞腫の１例

  京大整形外科
   村田　　聡・坪山　直生・西松　秀和
   中村　孝志
  京大医療技術短期大学部
   笠原　勝幸
  京大中検病理部
   中嶋　安彬

14． 多孔性炭酸カルシウムを用いて治療した上腕骨内軟骨
腫の１例

  奈良医大整形外科
   北川信一郎・三井　宜夫・宮内　義純
   大串　　始・城戸　　顕・玉井　　進

15． インフルエンザ菌による多発性化膿性関節炎を生じた
慢性関節リウマチの１例

  関西医大整形外科
   高木　邦夫・宮島　茂夫・西村　秀樹
   森本　忠信・赤木　繁夫・小川　亮惠
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16． 両股関節拘縮に対して人工骨頭置換術を行った若年性
関節リウマチの１例

  兵庫医大整形外科
   佐々木　崇・厚井　　薫・池田　憲昭
   麩谷　博之・岩田　康男・楊　　鴻生
   立石　博臣・圓尾　宗司

17． Glenoid osteotomy 手術後烏口突起下インピンジメン
トを生じた１症例

  京府医大整形外科
   寺島　広昭・藤田　信彦・黒田　正夫
   平澤　泰介
  京都第二赤十字病院整形外科
   山本　浩二・田久保興徳

18． 陳旧性月状骨脱臼に伴う長母指屈筋腱皮下断裂の１例
  大阪市大整形外科
   中川　　滋・日高　典昭・大塚由理子
   山野　慶樹
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第328回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年３月15日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． MRSA による化膿性股関節炎に対し高圧酸素療法を
行った１例

  京大整形外科
   光野　芳樹・坪山　直生・飯田　寛和
   多田　弘史・西松　秀和・中村　孝志
  京大第二外科
   坂井　義治
  京大生体医療工学研究センター
   戸口田淳也
  愛媛県立中央病院整形外科
   瀬名波良永
  京都市リハビリテーションセンター
   泰永　　募
  大津赤十字病院整形外科
   冨永　　亨

２． 高度股関節破壊を来した慢性関節リウマチの１例
  阪大整形外科
   山田　真一・冨田　哲也・林田　賢治
   増原　建作・越智　隆弘

３． 股関節離断術後の幻肢痛に投与したカルバマゼピンに
より著明な血小板減少症を呈した１例

  大阪市大整形外科
   吉村　奉修・西村　典久・山田　健司
   山野　慶樹
  大阪市大血液内科
   田川　進一・日野　雅之

４． 下肢切断を余儀なくされた RSD の２例
  兵庫医大整形外科
   池田　憲昭・麸谷　博之・立石　博臣
   楊　　鴻生・木下厳太郎・厚井　　薫
   岩田　康男・圓尾　宗司

５． 軟部組織の骨化を主とした melorheostosis の１例
  京都市立病院整形外科
   吉富　啓之・田中　千晶・四方　實彦
   清水　和也・杉本　正幸・高橋　　真
   藤林　俊介・服部理恵子

６． 鎖骨上神経障害の１例
  医真会八尾総合病院整形外科
   米井　辰也・面川　庄平・高岡　孝典
   鈴木　順三・内山　雅之
  奈良医大整形外科
   田中　康仁・宮内　義純・玉井　　進

７． 尺骨鈎状突起骨折を伴う肘関節脱臼骨折の２例
  大阪府済生会中津病院整形外科
   宮　　成嘉・北野　公造・田嶌　考治
   宮脇　裕二・北村　嘉雄・西浦　道行
   姜　　宗三・鱧永　　浩・杉本　　武
   中塚　洋直・作田　浩一
  大阪府立整肢学院整形外科
   久志本　弘・安並　敏哉・坂中　秀樹

８． 鎖骨肩甲骨骨折後に両骨に連続する異所性骨形成を生
じた１例

  住友病院整形外科
   宮崎　忠勝・石山　昭二・山本　健吾
   山本　隆文・太田　信彦・中嶋　　洋
   西塔　　進

９． 大腿骨頚部内側骨折を来した Werner 症候群の１例
  兵庫県立柏原病院整形外科
   片山　　繁・八木　正義・黒田　　司
   飯田　康夫・北野　達郎

10． 膝蓋腱皮下断裂の手術治療
  箕面市立病院整形外科
   鹿野　博亀・栗山　幸治・岡　　史朗
   朴　　　智・露口　雄一
  箕面市立病院リハビリテーション科
   清水　信幸・逢坂　悟郎・亀井　正幸

11． 肩甲皮弁による再建を行った上腕類上皮肉腫の１例
  和歌山医大整形外科
   野村　和教・谷口　泰徳・青木　雅昭
   山口　耕史・玉置　哲也
  済生会有田病院整形外科
   岡　亜紀子

12． Desmoplastic fibroma と考えられる肋骨骨腫瘍の１症例
  滋賀医大整形外科
   菊地　克久・石澤　命仁・松本　圭司
   茶野　徳宏・浅嶌　周造・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊
  蘇生会総合病院
   森　　幹士

13． 踵骨骨内脂肪腫の１例
  中谷整形外科病院
   寺下　徹弥・高橋　信男・黒田　良祐
   中谷　正臣

14． 家族性に発生した巨大脂肪腫の１例
  近畿大整形外科
   薩摩　　博・丹　　彰浩・西岡　栄恵
   浜西　千秋・田中　清介

15． 肩関節血腫を初発症状とした肺癌の１例
  関西医大整形外科
   大野　博史・森本　忠信・中川　琢磨
   河合大吾郎・小川　亮惠

16． 脊髄円錐部に発生した髄内神経鞘腫の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   堀木　　充・大和田哲雄・佐藤　　巌
   大河内敏行・久田原郁夫・米田　　稔
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   長谷川　洋
  大阪厚生年金病院臨床病理検査科
   山崎　　大・小林　　晏
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17． 対麻痺を来した胸椎 osteochondroma の１例
  国療刀根山病院整形外科
   前　　達雄・鍋島　隆治・藤本　眞弘
  阪大整形外科
   和田　英路・米延　策雄・越智　隆弘

18． 腰仙部神経根症による下垂足の１病態　̶責任高位 
L5/S1 椎間での L5/S1 2 根障害の３例̶

  大阪市立総合医療センター整形外科
   岡田　充弘・乗上　　啓・桑野　吉浩
   北　　輝夫・松田　英樹
  北市民病院整形外科
   林　　俊一

19． 鏡視下異物摘出術により整復の得られた全人工股関節
置換術後脱臼の１例

  神戸大整形外科
   宮田　啓介・円山　茂樹・橋本　　靖
   三枝　康宏・水野　耕作

20． スキー中に生じた長母指伸筋腱皮下断裂の１例
  大阪医大整形外科
   服部　匡次・阿部　宗昭・白井　久也
   岡本　雅雄・植田　直樹・成山　雅昭

21． 大腿骨頭前方回転骨切り術に併用して血管柄付腸骨移
植術を行った大腿骨頭壊死症の１例

  京府医大整形外科
   小林　政史・石田　敏博・前田　俊英
   山根　　忠・新井　祐志・久保　俊一
   平澤　泰介
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第329回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年４月19日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 上腕動脈の断裂を来した上腕骨顆上開放骨折の１例
  市立加西病院整形外科
   野瀬　範久・若見　朋晃・柴原　克紀
   箱木　知也・山田　昌弘・矢野　　悟

２． 骨傷を伴わない橈骨頭単独前方脱臼の３例
  京府医大整形外科
   浅野　武志・山口　佳彦・玉井　和夫
   平澤　泰介

３． 破格筋により両側 Guyon 管で尺骨神経の障害を来し
た１例

  行岡病院整形外科
   中村　吉晴・村井　正和・梅木　健一
   七川　歓次
  堀木整形外科
   堀木　　篤

４． 摘出術により結核性リンパ節炎と診断しえた肘部軟部
腫瘤の１例

  明治鍼灸大附属病院整形外科
   田中　利彦・勝見　泰和・中尾　洋子
   堀井　基行・北條　達也・野崎　貴子

５． 有頭骨に生じた良性軟骨芽細胞腫の１例
  関西医大整形外科
   石川　雅久・中村　誠也・加藤　勇司
   中川　琢磨・南川　義隆・小川　亮惠
  関西医大病態検査学
   岡村　明治
  寺方生野病院
   吉栖　和仁

６． 最近我々が経験した多発性神経鞘腫の３例
  和歌山医大整形外科
   坂田　亮介・玉置　哲也・林　　信宏
   吉田　宗人・川上　　守・安藤　宗治
   中元耕一郎
  国保橋本市民病院整形外科
   加藤　　健
  谷口病院整形外科
   峠　　　康

７． 短期間に再発を繰り返した膝関節色素性絨毛結節性滑
膜炎の１例

  大阪労災病院整形外科
   玉井　宣行・前田　一哉・辺見　　茂
   鍵山　博士・土井　照夫

８． 多発性骨囊腫の１例
  中町赤十字病院整形外科
   三谷　　誠・立花　敏弘・長尾　憲孝

９． 特異な頚髄症の１例
  阪大整形外科
   田村　太資・金澤　淳則・鈴木　省三
   和田　英路・米延　策雄・越智　隆弘

10． 股関節炎を伴った潰瘍性大腸炎の１症例
  大阪市大整形外科
   玄　　正基・乾　健太郎・油谷　安孝
   格谷　義徳・大橋　弘嗣・小林　章郎
   島崎　　朗・武井　　聡・上原　千典
   山野　慶樹

11． 膝関節内樹枝状脂肪腫の１例
  神戸大整形外科
   瀧川　悟史・角田　雅也・野田　光昭
   山本　哲司・黒坂　昌弘・水野　耕作

12． 人工膝関節𦙾骨ベースプレートの破損を来した１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   木下　恵祐・赤松　俊浩・森本　一男

13． 前十字靱帯損傷膝にみられた副前十字靱帯の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   青野　博之・前田　　朗・関　　　博
   米田　　稔

14． 足底部に発生した巨大骨軟骨腫の１例
  近畿大整形外科
   松川　将隆・西岡　栄恵・森　　成志
   丹　　彰浩・浜西　千秋・田中　清介

15． 日常生活において長期間脱臼，整復を繰り返している
人工股関節の１例

  京大整形外科
   伊藤　秀夫・川那辺圭一・西松　秀和
   飯田　寛和・中村　孝志

16． 反復性肩関節後方亜脱臼の治療経験
  兵庫医大整形外科
   駒井　正彦・山下　仁司・田中　寿一
   米湊　　裕・金澤　優純・圓尾　宗司

17． 軟骨石灰化症に合併した cuff tear arthropathy の１例
  滋賀医大整形外科
   槙　　純一・吉川　正徳・吉川　玄逸
   西岡　淳一・福田　眞輔
  野洲病院整形外科
   樽本　　龍
  水口市民病院整形外科
   村上　元庸

18． MRI が有用であった腱板内海綿状血管腫の１例
  奈良医大整形外科
   田中　素成・冨田　恭治・桜井　悟良
   宮内　義純・吉川　隆章・玉井　　進

19． 肩腱板に脂肪沈着を認めたⅡa 型高脂血症の１例
  大阪医大整形外科
   朝子　晃憲・土居　宗算・横田　淳司
   福山　時仁・加納　敬庸・阿部　宗昭
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓
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第330回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年５月17日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 手根管部腫瘍により生じた trigger wrist の１例
  高砂市民病院整形外科
   黒石　昌芳・坪田　次郎・坂田　敏郎
   橋本　　規・佃　　政憲
  兵庫県立看護大学
   鵜飼　和浩

２． 両側同時に発生した舟状骨骨折の１例
  近畿大整形外科
   薩摩　　博・福田　寛二・菊池　　啓
   辻本　晴俊・田中　清介

３． 第２-５指手根中手関節背側脱臼の１例
  中谷整形外科病院
   黒田　良祐・寺下　徹弥・高橋　信男
   中谷　正臣

４． 手掌部における小指深指屈筋腱断裂の１例
  加古川市民病院整形外科
   濱本　秀樹・北澤　久也・前澤　範明

５． 第３，第４中足骨短縮症に合併した外反母趾の１例
  奈良医大整形外科
   岡橋孝治郎・高倉　義典・田中　康仁
   秋山　晃一・亀井　　滋・米田　岳史
   原納　明博・玉井　　進

６． Bisphosphonate を併用した上腕骨転移性骨腫瘍の治
療経験

  和歌山医大整形外科
   尾崎　良行・大浦　晴夫・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・木下　裕文
  橋本市民病院整形外科
   河合　将紀
  整形外科北裏病院
   青木　雅昭

７． 関節外滑膜性骨軟骨腫症による ITB friction syndrome
  大阪厚生年金病院整形外科
   山本　　栄・前田　　朗・関　　　博
   久田原郁夫・大和田哲雄・米田　　稔
  住友病院整形外科
   山本　隆文

８． 仙骨に発生した骨内脂肪腫の１例
  京府医大整形外科
   生駒　和也・長谷　　斉・小倉　　卓
   楠崎　克之・大澤　　透・林田　達郎
   平澤　泰介

９． 骨格筋転移を来した直腸癌の１例
  八尾市立病院整形外科
   山下　　太・木下　裕光・梅田　直也
   山沢　　猛
  市立池田病院整形外科
   中井　　毅
  国立大阪病院整形外科
   青木　康彰

10． 腹腔内シャントが効を奏した再発性くも膜囊腫の１例
  関西医大整形外科
   多田　聡美・笹井　邦彦・加藤　勇司
   斉藤　貴徳・赤木　繁夫・小川　亮惠

11． 頚椎黄色靱帯及び後縦靱帯肥厚が疑われた頚部脊髄症
の１例

  国立神戸病院整形外科
   下村　隆敏・向井　　宏・鷲見　正敏
   澤村　　悟・池田　正則・西山　隆之
   伊藤　　淳・前田　啓志
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也

12． 頚椎黄色靱帯-硬膜石灰化症の１手術例
  兵庫医大整形外科
   白木　孝人・谷口　　睦・大塚　誠治
   別所　康生・横山　　浩・宮脇　淳志
   圓尾　宗司
  兵庫医大病理部
   櫻井　一成・植松　邦夫

13． 軸椎棘突起骨髄炎の１例
  天理病院整形外科
   小松　朋央・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   大庭　真央・吉野　仁浩・松家　昌彦
   小田　裕造

14． 硬膜外瘢痕組織を伴う第12胸椎圧迫骨折により遅発
性両下肢麻痺を来した１例

  滋賀医大整形外科
   久保　充彦・勝浦　章知・牛窪　成雄
   猿橋　康雄・大村喜久雄・福田　眞輔
  日野記念病院整形外科
   葦原　　滋

15． 二分脊椎を伴わない脊髄係留症候群の１例
  西陣病院整形外科
   中村　文紀・城守　国斗・渡辺　俊彦
  舞鶴赤十字病院整形外科
   片山　義敬

16． ネックインピンジメントによる磨耗のためメタローシ
スを生じたバイポーラ型人工骨頭の１例

  京大整形外科
   大西英次郎・飯田　寛和・川那辺圭一
   池田　　登・中村　孝志
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17． 人工股関節術後 MRSA 感染の５症例
  大阪市大整形外科
   上原　千典・大橋　弘嗣・油谷　安孝
   格谷　義徳・小林　章郎・乾　健太郎
   矢野　博志・島崎　　朗・山野　慶樹

18． 大腿四頭筋から膝関節内まで至った化膿性腸腰筋炎の
１例

  市立加西病院整形外科
   若見　朋晃・野瀬　範久・柴原　克紀
   箱木　知也・山田　昌弘・矢野　　悟

19． Nail-patella 症候群の１例
  大阪医大整形外科
   北野　　直・南　　昌宏・森下　　忍
   中島　幹雄・阿部　宗昭

20． 𦙾骨結節裂離骨折及び膝蓋骨 sleeve fractureを同時に
生じた１例

  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   河合大吾郎・菅　　俊光・柴野　惠介
   亀山　　修

21． 大腿切断により救命しえた透析患者に生じた壊死性筋
膜炎の１例

  明和病院整形外科
   堀口　康伸・冨岡　正雄・吉矢　晋一
   松下　　績・山下　敦夫・草野　芳生

22． 強皮症に合併した𦙾骨骨壊死の１例
  神戸大整形外科
   乾　　義弘・岡本　剛治・土井田　稔
   佐浦　隆一・黒坂　昌弘・水野　耕作

23． 小指球ハンマー症候群の１例
  奈良医大整形外科
   横井　一之・矢島　弘嗣・赤羽　　学
   玉井　　誠・玉井　　進

（第329回整形外科集談会京阪神地方会追加）

７． 短期間に再発を繰り返した膝関節色素性絨毛結節性滑
膜炎の１例

  大阪労災病院整形外科
   玉井　宣行・前田　一哉・辺見　　茂
   鍵山　博士・土井　照夫
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第331回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年７月19日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 急速な股関節破壊で発症した慢性関節リウマチの１例
  大野記念病院整形外科
   矢高　　勉・田中　直史・夫　　　猛
   大沢　正秀

２． 腎移植後に発生した急速破壊型股関節症様股関節症の
１例

  兵庫医大整形外科
   今村　史明・楊　　鴻生・岩田　康男
   麩谷　博之・厚井　　薫・佐々木　崇
   立石　博臣・圓尾　宗司
  兵庫医大泌尿器科
   野島　道生

３． 人工膝関節置換術後に肺塞栓を疑わせた１例
  京府医大整形外科
   柳澤　和芳・高井　信朗・平澤　泰介
  京府医大麻酔科
   溝部　俊樹

４． 両側第１中足骨短縮症の１例
  PL 病院整形外科
   松川　将隆・葭井　健男・田中　康志
   安本　雅一・野瀬　　優・松倉　　登
  近畿大整形外科
   浜西　千秋・田中　清介

５． 先天性第３-４中手骨癒合症の１例
  京大整形外科
   石部　達也・池田　　登・麻田　義之
   中村　孝志
  白菊園病院
   上羽　康夫

６． 左手指伸筋腱皮下断裂を伴った遠位橈尺関節症の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   根岸　宏一・京　　具成・堤　　眞吾
   向井　克容・中尾　浩志・細井波留夫
   中川　滋人・浅野　雅俊・大脇　　肇
   津田　隆之・山本　浩司・藤原　桂樹
   河井　秀夫

７． Transcapitate double axial dislocation of the carpus の
１症例

  奈良医大救急医学
   大川隆太郎・稲田　有史・林　　あゆ
   石本　佳之・宮本　誠司
  奈良医大整形外科
   寺西　朋裕・岡田　　貴・福居　顕宏
   玉井　　進

８． Kienböck 病に伴って発症した手根管症候群の１例
  大阪医大整形外科
   岡本　雅雄・阿部　宗昭・白井　久也
   植田　直樹・成山　雅昭

９． 前骨間神経麻痺の１例
  近畿大整形外科
   上野　貢生・大浦好一郎・薩摩　　博
   田中　清介

10． 卵巣癌の脊髄髄内転移の１例
  滋賀医大整形外科
   磯矢　英士・猿橋　康雄・浅嶌　周造
   勝浦　章知・福田　眞輔

11． 腕神経叢下位神経幹に発生した神経原性腫瘍の治療経
験

  阪大整形外科
   田中　啓之・島田　幸造・中田　　研
   冨田　哲也・宮本　紳平・和田　英治
   倉都　滋之・荒木　信人・越智　隆弘
  大阪厚生年金病院整形外科
   正富　　隆・保田　拓史

12． 足舟状骨底側脱臼骨折を伴う多発骨折の１例
  東神戸病院整形外科
   合田　泰幸・鄭　　昌吉

13． Maisonneuve 骨折変形治癒による足関節亜脱臼遺残
の１例

  奈良医大整形外科
   飯田　　仁・米田　岳史・亀井　　滋
   秋山　晃一・田中　康仁・高倉　義典
   玉井　　進

14． 前腕遠位両骨骨折に橈骨頭脱臼を伴った１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   青野　博之・正富　　隆・久田原郁夫
   橋本　　淳・加賀谷圭子・米田　　稔
  阪大整形外科
   島田　幸三

15． 石灰化を伴う meningioma の１例
  京都市立病院整形外科
   服部理恵子・四方　實彦・藤林　俊介
   清水　和也・田中　千晶・杉本　正幸
   高橋　　真・中山　富貴・吉富　啓之
  八幡中央病院整形外科
   真鍋克次郎

16． 黄色靱帯内肉芽により腰部脊柱管狭窄を呈した１例
  和歌山医大整形外科
   納田　和博・玉置　哲也・川上　　守
   中元耕一郎・南出　晃人

17． 馬尾活動電位が診断の一助となった梨状筋症候群の１
例

  大阪市大整形外科
   音野　慶仁・中村　博亮・関　　昌彦
   大木　　毅・岡本　雄策・戸堂　慎一
   山野　慶樹
  石橋整形外科
   石橋　嘉昭
  大阪市立心身障害者リハビリセンター
   岡島　幹雄



- 435 -

18． 遺残性股関節亜脱臼に続発した慢性関節リウマチの１
例

  関西医大整形外科
   塚本　英資・徳永　裕彦・田辺　隆敏
   小川　亮惠

19． 大腿骨骨折後遺残変形に対し３次元骨切り術（one 
plane corrective osteotomy）を施行した１例

  神戸大整形外科
   乾　　義弘・角田　雅也・水野　耕作
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第332回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年９月20日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 陳旧性𦙾骨顆間隆起骨折の１例
  中谷整形外科病院
   酒井　良忠・高橋　信男・寺下　徹弥
   中谷　正臣

２． 足舟状骨脱臼骨折の１例
  共済組合近畿中央病院整形外科
   浅井　達哉・中村　宣雄・永野　重郎
   川津　伸夫

３． 慢性関節リウマチ（RA）に壊疽性膿皮症を伴った２
例

  大阪労災病院整形外科
   渡邉　　哲・田邊　　誠・木村　友厚
   玉井　宣行・山本利美雄・土井　照夫
  大阪労災病院皮膚科
   谷口　龍生・谷垣　武彦

４． インピンジメントによってメタローシスを来した 
metal on metal 人工股関節の１症例

  国療宇多野病院整形外科
   金田　栄志・内田　寛治・高田　秀彰
  京大整形外科
   飯田　寛和・川那辺圭一・中村　孝志

５． Cup 関節形成術長期経過例の２例
  兵庫医大整形外科
   岡本　卓也・厚井　　薫・楊　　鴻生
   岩田　康男・麩谷　博之・立石　博臣
   圓尾　宗司

６． 骨シンチグラムにて cold in hot 像を呈した bone 
marrow edema syndrome の１例

  阪大整形外科
   坂浦　博伸・坂井　孝司・渋谷　高明
   菅野　伸彦・松井　　稔・越智　隆弘

７． 臨床所見上悪性腫瘍との鑑別を要した下腿 pilomatri-
coma の１例

  京大整形外科
   尾立　征一・坪山　直生・戸口田淳也
   池田　　登・麻田　義之・笠原　勝幸
   中村　孝志
  京大中検病理
   中嶋　安彬

８． 右肩甲部に発生した顆粒細胞腫の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   保田　拓史・三木　秀宣・増原　建作
   米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理検査部
   山崎　　大・小林　　晏
  大阪府立成人病センター整形外科
   久田原郁夫

９． 骨盤に発生した高分化型骨内骨肉腫例に対する患肢温
存の試み　̶創外固定を用いた切除股関節形成術と脚
延長術の併用̶

  京府医大整形外科
   川村　和哉・藤田　信彦・平田　正純
   金　　郁喆・楠崎　克之・平澤　泰介
  京府医大病院病理
   小西　英一・村田　晋一・土橋　康成
  京大臨床検査部病理
   中嶋　安彬

10． 趾間部に発生した epidermal cyst の１例
  近畿大整形外科
   宮城　一郎・板金　寛昌・丹　　彰浩
   田中　清介

11． 距骨に生じた solitary bone cyst の１例
  大阪市大整形外科
   冨田　益広・青野　勝成・坂本　貞範
   乾　健太郎・山野　慶樹
  府中病院整形外科
   小西　英樹
  淀川キリスト教病院整形外科
   高見　勝次
  大阪社会医療センター
   石田　俊武

12． 上腕骨近位部に発生した骨軟骨腫によるインピンジメ
ント症候群の１例

  神戸大整形外科
   中道　教義・下村　隆敏・藤田　健司
   水野　耕作

13． ニューキノロン系薬剤が関与したと考えられる両側ア
キレス腱断裂の１例

  公立浜坂病院整形外科
   草野　芳生・宇野津雅哉・黒田　　均
  兵庫医大整形外科
   楊　　鴻生・岩田　康男・圓尾　宗司

14． 断裂を来したアキレス腱骨化症の１例
  兵庫県立加古川病院整形外科
   照喜納光信・井口　哲弘・原田　俊彦
   松原　伸明・日野　高睦・西川　哲夫
   冨田　佳孝・松本　彰生

15． リスフラン関節脱臼骨折の亜急性発症を来した糖尿病
神経障害性関節症

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   岡田　　順・長谷川　潔・岩崎　圭至
   若林　　英

16． 若年性糖尿病に合併した化膿性筋炎の１例
  河内総合病院整形外科
   中谷　晃之・大野　博史・澤田　誠司
   川北　浩史
  社保滋賀病院整形外科
   岩本　和峻
  関西医大整形外科
   小川　亮惠
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17． 膿胸術後に発生した胸郭原性脊柱側弯症の１例
  奈良医大整形外科
   林　　宏治・植田百合人・松山　悦啓
   吉川　隆章・竹嶋　俊近・玉井　　進
  奈良医大第３外科
   根津　邦基

18． 脊髄症状を呈した肥厚性神経炎の１例
  大阪医大整形外科
   渡辺　千聡・小坂　理也・金　　明博
   市村　善宣・岡崎　辰也・川島　啓誠
   山田　将雄・阿部　宗和

19． 腹腔鏡を使用した腰椎前方固定術の経験
  大阪市大整形外科
   音野　慶仁・中村　博亮・小西　定彦
   山野　慶樹
  大阪市大第一外科
   石川　哲郎

20． 手術的治療を要した achondroplasia に伴う脊柱管狭
窄症

  京都市立病院整形外科
   高橋　　真・四方　實彦・杉本　正幸
   田中　千昌・中山　富貴・榎本　栄朗
   藤林　俊介・吉富　啓之・郡田　大宇
   神谷　宣広

21． 若年性一側上肢筋萎縮症（平山病）の１手術例
  滋賀医大整形外科
   田中　成浩・勝浦　章知・福田　眞輔

22． 脊髄硬膜外血管脂肪腫の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   藤原　弘之・西村　直巳・小竹　俊郎
   田村　　清・藤原　正利・井尻慎一郎
   新林　弘至・元津　雅彦・山下英三郎
   長井　　肇・岡本　　健・柿沼　　工
   原　　忠司
  武田病院整形外科
   片岡　浩之

23． 両下肢不全麻痺を来した malignant paraganglioma の
１例

  須磨赤十字病院整形外科
   上原　正也・青木　康夫・麻田　毅彦

24． 低 ALP 血症に伴った大腿骨骨折の治療経験
  和歌山医大整形外科
   宮崎　展行・南　　晋司・大浦　晴夫
   玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   木下　裕文・桜井　啓一

25． 手根骨に生じた dysplasia epiphysialis hemimelica の
１例

  関西医大整形外科
   澤井　宏和・中村　誠也・南川　義隆
   中川　琢磨・小川　亮惠
  関西医大病理
   岡村　明治

（第331回整形外科集談会京阪神地方会追加）

14． Monteggia 損傷と考えられた前腕遠位両骨骨折に橈
骨頭脱臼を合併した１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   青野　博之・正富　　隆・久田原郁夫
   橋本　　淳・加賀谷圭子・米田　　稔
  阪大整形外科
   島田　幸造
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第333回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年10月18日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 急性関節炎で発症した膝関節内限局性 PVS の１例
  関西医大整形外科
   高田　敬蔵・戸田　佳孝・竹村　清介
   中川　琢磨・森本　忠信・小川　亮惠

２． 咽後膿瘍に合併した環軸関節亜脱臼の１症例
  京大整形外科
   仮元　幹雄・松下　　睦・多田　弘史
   赤木　将男・麻田　義之・中村　孝志
  京大耳鼻咽喉科
   藤木　暢也・小田　直治

３． 小児の頚椎椎関石灰沈着症の１例
  大阪労災病院整形外科
   鍋田　正晴・宮内　　晃・鈴木　省三
   山本利美雄・土井　照夫

４． 腰椎椎間板囊腫の１例
  守口生野病院整形外科
   鱧永　　浩
  大阪府済生会中津病院整形外科
   北野　公造・宮脇　裕二・姜　　宗三

５． 反対側に症状を呈した馬尾神経腫瘍
  兵庫県立加古川病院整形外科
   松本　彰生・原田　俊彦・松原　伸明
   日野　高睦・西川　哲夫・冨田　佳孝
   照喜納光信
  神戸労災病院整形外科
   井口　哲弘

６． 小指伸筋腱脱臼の治療経験
  神戸大整形外科
   振角　和利・藤岡　宏幸・水野　耕作

７． 短母指伸筋腱断裂を来した舟状骨偽関節の１例
  大阪府立病院整形外科
   石川　昌彦・藤田　　悟・政田　和洋
   田中　裕之・金子　徳寿・乾　　浩明
   加藤　泰司・小田　剛紀・冨士　武史

８． 特異な形態を呈した月状骨周囲脱臼の１例
  箕面市立病院整形外科
   栗山　幸治・露口　雄一・原田　　拓
   濱田　泰彦・朴　　　智・清水　信幸
   亀井　正幸
  市立豊中病院整形外科
   多賀　一郎・三木　宏真

９． 右示指に生じた非定型抗酸菌（Mycobacterium 
intracellulare）性屈曲筋腱腱鞘炎の１例

  大阪市大整形外科
   越宗　　勝・日高　典昭・山田　健司
   格谷　義徳・佐々木　緑・山野　慶樹

10． 上腕骨滑車部骨壊死の１例
  関西労災病院整形外科
   宮地　高弘・吉田　竹志・森友　寿夫
   多田　浩一

11． 異なった時期に発症した第２，３中足骨 Freiberg 病の
１例

  大阪医大整形外科
   森川　潤一・木下　光雄・奥田　龍三
   常徳　　剛・阿部　宗昭

12． 弾発母趾の１例
  京府医大整形外科
   山田　哲也・野口　昌彦・河野　　茂
   前田耕三郎・平澤　泰介

13． 遠位橈尺関節に発生した滑膜骨軟骨腫症の１例
  兵庫医大整形外科
   山下　邦洋・田中　寿一・山下　仁司
   駒井　正彦・奥野　宏昭・圓尾　宗司

14． 石灰化腱膜線維腫と思われる１例
  国立明石病院整形外科
   黒石　昌芳・吉田　和也・土井　良一
   三浦　寿一

15． 股関節回転形成術を施行した左大腿骨悪性線維性組織
球腫の１症例

  奈良医大整形外科
   宗本　　充・宮内　義純・桶田　正成
   城戸　　顕・玉井　　進
  奈良医大中央手術部
   三井　宣夫

16． 前十字靱帯損傷を伴った内側半月板後角の𦙾骨剝離骨
折の１例

  阪大整形外科
   加藤　和代・中田　　研・史野　根生
   夏梅　隆至・前　　達雄・越智　隆弘

17． 充実性腫瘤を呈した Baker 囊腫の２例
  滋賀医大整形外科
   西　洋一郎・西岡　淳一・高瀬　年人
   浅嶌　周造・福田　眞輔
  蘇生会総合病院整形外科
   谷　　仁孝

18． 下肢人工関節置換術後の深部静脈血栓症（DVT）に
対するウロキナーゼ・ヘパリンによる治療経験

  大阪厚生年金病院整形外科
   里見　　淳・保田　拓史・橋本　　淳
   前田　　朗・大和田哲雄・三木　秀宣
   増原　建作・米田　　稔

19． TKA と下腿骨矯正骨切り術を同時に行った１例
  近畿大整形外科
   上野　貢生・宗圓　　聰・丹　　彰浩
   福田　寛二・松村　文典・堀越　正智
   田中　清介
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20． 胸腰椎部脊柱管狭窄を合併した hypochondroplasia の
１例

  和歌山医大整形外科
   高見　正成・玉置　哲也・林　　信宏
   玉置　公一・川上　　守・安藤　宗治
   中元耕一郎・竹中　成之
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第334回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年11月22日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 足趾に生じた microgeodic disease の２例
  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   西　　大佐・柴野　恵介・中東　康純
   菅　　俊光・亀山　　修

２． 仮骨延長法施行症例に用いた超音波骨折治療器
（SAFHS）の使用経験

  大阪市大整形外科
   柳田　育久・西村　典久・乾　健太郎
   島崎　　朗・音野　慶仁・山野　慶樹

３． 開放性小菱形骨背側脱臼の１例
  医真会八尾総合病院整形外科
   田中　素成・面川　庄平・高岡　孝典
   鈴木　順三・米井　辰也
  奈良医大整形外科
   玉井　　進

４． アキレス腱断裂を合併した広範囲皮膚欠損に対して内
側足底皮弁による再建を行った１例

  和歌山医大整形外科
   平野　三好・谷口　泰徳・坂田　亮介
   玉置　哲也
  琴の浦リハビリセンター整形外科
   谷　　智弘

５． 人工骨頭置換術後にセラミック骨頭の破損を生じた１
例

  大阪府済生会泉尾病院整形外科
   山本　啓雅・中　　紀文・松岡　孝志
   三橋　　浩・田村　友彦・河野　譲二

６． 加温型骨滅菌装置を用いた同種骨移植の２症例
  大阪府三島救命救急センター
   布谷　佳久・石津　恒彦・中岡　伸哉
   矢津　匡也・富士原　彰
  高槻赤十字病院整形外科
   岸本　郁男
  大阪医大整形外科
   阿部　宗昭

７． 診断に難渋した左肘関節結核の１例
  京府医大整形外科
   小橋　裕明・日下　義章・藤原　靖大
   平澤　泰介

８． まれな大腿骨内顆骨折の１例
  六甲病院整形外科
   松田　　茂・中林　幹治・安井　慎二

９． 下肢深部静脈血栓症の２例
  天理病院整形外科
   松家　昌彦・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   藤森　洋一・大庭　真央・吉野　仁浩
   小松　朋央

10． 腹臥位腰椎手術後に生じた外腸骨動脈血栓症の１例
  関西医大整形外科
   吉田　雄吾・加藤　勇司・笹井　邦彦
   斉藤　貴徳・赤木　繁夫・小川　亮惠

11． 足部に発生した bizarre parosteal osteochondromatous 
proliferation の１例

  大津赤十字病院整形外科
   青木弥寿弘・光野　一郎・村田　　聡
   冨永　　享・村田　光正・土岐　　玄
   小林　雅彦・田縁　千景・藤田　　仁

12． 踵骨に発生した骨内脂肪腫の１例
  大阪医大整形外科
   篠原　和幸・植田　直樹・木下　光雄
   森下　　忍・奥田　龍三・阿部　宗昭
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓

13． まれな部位に発生した石灰化腱膜線維腫の２例
  阪大整形外科
   北脇　文雄・橋本　伸之・倉都　滋之
   荒木　伸人・越智　隆弘

14． 足底に発生した骨外軟骨腫の１例
  市立西脇病院整形外科
   織辺　　隆・園田　万史・一山　茂樹
   尾崎　昭洋

15． 肩関節離断術を行った cutaneous MFH の１症例
  京大整形外科
   奥村　仁菜・笠原　勝幸・坪山　直生
   戸口田淳也・中村　孝志
  京大皮膚科
   松井　美萌・立花　隆夫
  京大中検病理
   中嶋　安彬

16． 骨巨細胞腫より２次性に発生した骨肉腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   良原　久浩・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・平野　博嗣・指方　輝正

17． 仙骨骨芽細胞腫の１例
  京都市立病院整形外科
   吉富　啓之・四方　實彦・杉本　正幸
   田中　千晶・高橋　　真・中山　富貴
   藤林　俊介・榎本　栄朗・神谷　宣広
   郡田　大宇

18． 同一馬尾に発生した多発性神経鞘腫の１例
  国立神戸病院整形外科
   丸野　英人・向井　　宏・鷲見　正敏
   池田　正則・正田　悦朗
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也
  国療兵庫中央病院整形外科
   千川　隆志
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19． 椎体破壊を伴った巨大な第１腰椎砂時計腫の１例
  兵庫医大整形外科
   岡山　明洙・大塚　誠治・谷口　　睦
   横山　　浩・白木　孝人・別所　康生
   圓尾　宗司

20． 中足部切断術後の外反足に続発した足根管症候群の１
例

  神戸大整形外科
   岸本　健太・橋本　　靖・水野　耕作

21． 小児肩鎖関節損傷（pseudodislocation）の１例
  中谷整形外科病院
   酒井　良忠・高橋　信男・寺下　徹弥
   中谷　正臣

22． 大腿四頭筋腱発生の血管腫と腱不全断裂の鑑別が困難
であった１例

  滋賀医大整形外科
   川崎　　拓・松本　圭司・石澤　命仁
   福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

23． 腰部脊柱管内に発生した滑膜囊腫の１例
  近畿大整形外科
   山崎　顕二・大浦好一郎・薩摩　　博
   福田　寛二・浜西　千秋・田中　清介
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第335回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成９年12月13日（土）
会　　　場：千里ライフサイエンスセンター５F
　　　　　　サイエンスホール

１． 後十字靱帯に発生した膝関節内ガングリオンの１例
  神戸大整形外科
   前野耕一郎・野田　光昭・黒坂　昌弘
   水野　耕作

２． 胸郭出口症候群に対する腋窩進入鏡視下第１肋骨切除
術の経験

  和歌山医大整形外科
   岩﨑　　博・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・岡地　英紀・湯田　啓之

３． 胸郭出口症候群術後に残存した疼痛に対し胸腔鏡視下
交感神経節切除術を施行した１例

  大阪市立総合医療センター整形外科
   並川　　崇・古瀬　洋一・乗上　　啓
   井関　一道・小松　　猛・松田　英樹
  大阪市立総合医療センター呼吸器外科
   山本　良二

４． 上位頚椎に発生した骨軟骨腫の１例
  関西医大整形外科
   橋口　淳一・笹井　邦彦・加藤　勇司
   中川　琢麿・斉藤　貴徳・赤木　繁夫
   小川　亮惠
  関西医大病理検査
   岡村　明治

５． 重複神経根による根性坐骨神経痛の１例
  公立甲賀病院整形外科
   藤田　義嗣・冨永　芳徳
  大津赤十字病院整形外科
   青木弥寿弘・田縁　千景・光野　一郎

６． Elastofibroma を伴った腰椎変性すべり症の１例
  市立堺病院整形外科
   木村　宣仁・堤　　眞吾・飯塚　高弘
   織戸　弘行・目黒　雄治・原田　憲正

７． 手術的治療を施行した腰椎椎間板囊腫の１例
  日野記念病院整形外科
   田中　政信・小林　昌明
  滋賀医大整形外科
   勝浦　章知

８． 馬尾腫瘍と鑑別を要した腰部硬膜外静脈瘤の１例
  京都市立病院整形外科
   神谷　宣広・四方　實彦・中山　富貴
   田中　千晶・杉本　正幸・高橋　　真
   榎本　栄朗・藤林　俊介・吉富　啓之
   郡田　大宇
  八幡中央病院整形外科
   真鍋克次郎

９． 両先天性橈尺骨癒合症の１例
  京府医大整形外科
   福田　幸久・金　　郁喆・平澤　泰介
  京都第一赤十字病院整形外科
   藤田　信彦

10． 先天性足底筋筋肥大により生じた扁平足変形の１例
  奈良医大整形外科
   奥田　真義・高倉　義典・田中　康仁
   亀井　　滋・米田　岳史・玉井　　進

11． 小児化膿性仙腸関節炎の１例
  南大阪病院整形外科
   鉄村　信治・大坂　芳明・小山　茂和
   山崎　　久
  大阪医大整形外科
   金　　明博・阿部　宗昭

12． 下垂体機能低下症に伴った大腿骨頭すべり症の１例
  兵庫県立西宮病院整形外科
   青木　譲二・藤田　直己・臼井　康雄
   大内　聖士
  兵庫県立西宮病院内科
   川村　修司

13． コンポーネントの破損を認めた人工骨頭置換術の１例
  近畿大整形外科
   藤田　昌彦・丹　　彰浩・神谷　正人
   福田　寛二・菊池　　啓・田中　清介

14． 術後13年でステム折損を生じた人工股関節の１症例
  京大整形外科
   大槻　文悟・飯田　寛和・川那辺圭一
   赤木　将男・中村　孝志

15． 大腿骨コンポーネント欠損のまま３年経過した片側置
換型人工膝関節の１例

  大阪市大整形外科
   越宗　　勝・乾　健太郎・山田　健司
   格谷　義徳・油谷　安孝・山野　慶樹

16． 膝関節のロッキングを来した色素性絨毛結節性滑膜炎
の１例

  宝塚市立病院整形外科
   平島　　顕・丸岡　　隆・松本　　学
   安水　　斉
  兵庫医科大学整形外科
   山田　　博

17． 滑膜組織の直接浸潤により肘部管症候群を来したムチ
ランス型 RA の１症例

  阪大整形外科
   田中　誠人・島田　幸造・冨田　哲也
   菅本　一臣・島岡　康則・越智　隆弘
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18． 鏡視下に安定化手術を施行しコンタクトスポーツに復
帰しえた外傷性肩関節後方不安定症の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   宮崎　義雄・瀧内　敏朗・杉田　　淳
   清水　義友・横田　淳司・前田　　朗
   米田　　稔
  阪大整形外科
   井澤　一隆・林田　賢治
  札幌医大整形外科
   堀田　知伸

19． 巨大胼胝を形成した hyperostotic macrodactyly の１例
  三田市民病院整形外科
   清原　稔之・佐藤　　進・小村　　孝
   柴沼　　均・中山　潤一・大野　　修
  神戸大整形外科
   山本　哲司

20． 下腿に発生した骨化性筋炎の１例
  兵庫医大整形外科
   糸原　　仁・麸谷　博之・岩田　康男
   木下厳太郎・厚井　　薫・楊　　鴻生
   圓尾　宗司

21． 縄文時代発掘人骨にみられた多発性関節炎の１例
  滋賀医大整形外科
   井上　康二・福田　眞輔
  京大大学院理学研究科
   中井　将嗣
  京大大学院霊長類研究所
   片山　一道
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第336回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年１月17日（土）
会　　　場：千里ライフサイエンスセンター５F
　　　　　　サイエンスホール

１． 下腿骨骨折後に𦙾・腓骨交叉癒合を生じ足関節部痛を
来した１例

  大阪医大整形外科
   高沢　　実・奥田　龍三・木下　光雄
   森川　潤一・常徳　　剛・阿部　宗昭

２． Pubic osteolysis の１例
  市立小野市民病院整形外科
   森本　　弘・辻　　　寿・永井　琢己
   長濱　史朗

３． 石黒法に準じて治療した mallet thumb の１例
  神戸労災病院整形外科
   円山　茂樹・山﨑　京子・藤原　　朗
   栗原　　章・井口　哲弘・佐藤　啓三
   笠原　孝一・松本　英裕・石本　勝彦
   藤代　高明

４． クリオグロブリン血症を合併した Camurati-Engelmann 
病の１例

  神戸大整形外科
   下村　隆敏・山本　哲司・丸井　　隆
   水野　耕作

５． 坐骨神経に発生し神経幹内に広範な浸潤をみた 
malignant peripheral nerve sheath tumor の１例

  京大整形外科
   宗　　和隆・坪山　直生・池田　　登
   仮元　幹雄・中村　孝志
  京大生医工研
   戸口田淳也
  京大医療短大
   笠原　勝幸
  京大中検病理
   中嶋　安彬

６． 腰部結核性膿瘍の１例
  近畿大整形外科
   大木　　浩・丹　　彰浩・福田　寛二
   田中　清介

７． 第２腰椎棘突起に発生した fibrous dysplasia の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   金丸　裕一・渡邊　康司・棚瀬　嘉宏
  神戸大整形外科
   山本　哲司

８． 経皮的レーザー椎間板減圧術後に症状の増悪した１例
  京府医大整形外科
   長江　将輝・小倉　　卓・長谷　　斉
   大澤　　透・平澤　泰介

９． 第２腰椎椎体から発生した骨軟骨腫の１例
  恵生会病院整形外科
   山田　素久・杉山　友悦
  奈良医大整形外科
   植田百合人・玉井　　進

10． 多数回手術を要したアテトーゼ型脳性麻痺による頚髄
症の１例

  和歌山医大整形外科
   筒井　俊二・玉置　哲也・吉田　宗人
   川上　　守・林　　信宏・安藤　宗治
   中元耕一郎
  和歌山医大歯科口腔外科
   森田　展雄

11． 頚椎 OPLL 再手術の１症例
  京都市立病院整形外科
   藤林　俊介・四方　實彦・田中　千晶
   杉本　正幸・高橋　　真・中山　富貴
   榎本　栄朗・吉富　啓之・神谷　宣広
   郡田　大宇

12． 自然消退した頚椎黄色靱帯石灰化症の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   石井　正悦・大和田哲雄・大河内敏行
   佐藤　　巌・米田　　稔

13． ウェゲナー肉芽腫症に合併した硬膜外脂肪腫症
  田附興風会北野病院整形外科
   松島　正弘・梁瀬　義章・松田　康隆
   石田　文明・大江　久之・田中　康之
   伊藤　秀男
  田附興風会北野病院内科
   藤田　正憲・木下　　慎

14． 術後早期にライナーが磨耗した THA の１例
  関西医大整形外科
   中谷　健治・田辺　隆敏・徳永　裕彦
   中川　琢磨・小川　亮惠

15． 人工股関節置換術後に生じた鼡径部腫瘤の１例
  国立大阪病院整形外科
   原口　圭司・李　　勝博・松井　　稔
   青木　康彰・廣島　和夫
  国立大阪病院臨床検査科
   河原　邦光・倉田　明彦
  阪大整形外科
   大園　健二

16． 人工膝関節後の慢性化膿性関節炎に対して 
articulating spacer を用いた治療を行った１例

  奈良医大整形外科
   水掫　貴満・石村　雅男・幅田　　孝
   大串　　始・玉井　　進



- 445 -

17． 外傷後に Charcot 関節様変化を起こし人工膝関節置換
術を行った１例

  大阪市大整形外科
   越宗　　勝・岡島　良明・格谷　義徳
   小林　章郎・大橋　弘嗣・乾　健太郎
   油谷　安孝・山野　慶樹

18． Focal fibrocartilaginous dysplasia の１症例
  阪大整形外科
   田中　誠人・中瀬　尚長・倉都　滋之
   荒木　信人・安井　夏生・越智　隆弘
  大阪府立成人病センター整形外科
   吉川　秀樹

19． 人工股関節置換術を施行した achondroplasia の１例
  兵庫医大整形外科
   福永　　訓・楊　　鴻生・厚井　　薫
   岩田　康男・麩谷　博之・松原　康秀
   今村　史明・森　　亮一・岡山　明洙
   圓尾　宗司
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第337回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年２月21日（土）
会　　　場：千里ライフサイエンスセンター５F
　　　　　　サイエンスホール

１． 被虐待児症候群における多発骨折の１例
  和歌山医大整形外科
   土井　順博・松崎　交作・岩崎　　博
   下薗　英史・玉置　哲也
  橋本市民病院整形外科
   加藤　　健

２． 梨状筋症候群の１例
  近畿大整形外科
   板金　寛昌・野中　籐吾・大谷　和裕
   丹　　彰浩・福田　寛二・菊池　　啓
   浜西　千秋・田中　清介

３． 人工膝関節置換術後に発生した MRSA 感染の１例
  田附興風会北野病院整形外科
   田中　康之・梁瀬　義章・松田　康孝
   石田　文明・松島　正弘・大江　久之
   伊藤　秀夫

４． 成人第２腰椎に発生した好酸球性肉芽腫症の１例
  大阪市大整形外科
   音野　慶仁・中村　博亮・関　　昌彦
   山野　慶樹
  阪堺病院整形外科
   大木　　毅

５． 術後に両側横隔神経麻痺を来した頚椎後縦靱帯骨化症
の１例

  京都市立病院整形外科
   吉富　啓之・四方　實彦・藤林　俊介
   田中　千晶・杉本　正幸・高橋　　真
   中山　富貴・榎本　栄朗・神谷　宣広
   郡田　大宇
  京都市立病院麻酔科
   中村　久美

６． Pyogenic spondylitis in two cases　̶ 15 and 20 years 
follow up study ̶

  兵庫医大整形外科
   Singh Dipak Man・夫　　徳秀
   谷口　　睦・大塚　誠治・別所　康生
   横山　　浩・圓尾　宗司

７． 豆状骨有鈎骨間骨癒合症の１例
  奈良医大整形外科
   橋内　智尚・城崎　和久・山内　　亨
   赤羽　　学・小野　浩史・矢島　弘嗣
   玉井　　進

８． キーンベック病に伴なった手指伸筋腱皮下断裂の１例
  神戸労災病院整形外科
   石本　勝彦・山崎　京子・藤原　　朗
   栗原　　章・井口　哲弘・佐藤　啓三
   笠原　孝一・松本　英裕・円山　茂樹
   藤代　高明

９． 大腿骨滑車に発生した両膝離断性骨軟骨炎の１例
  京府医大整形外科
   平川　永徳・麻生　伸一・竹中　信之
   高井　信朗・平澤　泰介

10． 先天性恒久性膝蓋骨脱臼の１例
  天理よろず相談所病院整形外科
   松家　昌彦・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   藤森　洋一・大庭　真央・吉野　仁浩
   小松　朋央

11． 34年間の長期にわたって経過を観察し得た低リン血
症性ビタミン D 抵抗性くる病（VDRR）の１例

  神戸大整形外科
   丸野　英人・丸井　　隆・土井田　稔
   水野　耕作

12． Salter 手術に対する最小侵襲手術の試み
  大阪医大整形外科
   桑田　智紀・瀬本　喜啓・吉村　弘治
   阿部　宗昭
  枚方市民病院整形外科
   武田　勝雄

13． 同側の大腿骨顆部に骨萎縮が続発した特発性一過性大
腿骨頭骨萎縮症の１症例

  関西医大整形外科
   市岡　直也・宮島　茂夫・田辺　隆敏
   徳永　裕彦・小川　亮惠

14． 大腿骨頭辷り症術後に転子下骨折を生じた１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   保田　拓史・三木　秀宣・橋本　　淳
   増原　建作・米田　　稔
  大阪厚生年金病院小児科
   小林めぐみ

15． 大腿骨 prosthesis 下端部骨折の治療経験
  滋賀医大整形外科
   高瀬　年人・西岡　淳一・井上　康二
   牛山　敏夫・牛窪　成雄・森　　孝憲
   難波江正浩・川崎　　拓・福田　眞輔

16． 踵骨後方滑液包に発生した滑膜軟骨腫症の１例
  島田病院整形外科
   富原　朋弘・上野　憲司・金　　国一
   島田　永和
  大阪市大整形外科
   山野　慶樹

17． 転落による四肢多発骨折の１例
  中谷整形外科病院
   国分　　毅・寺下　徹称・木村　真二
   中谷　正臣
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18． 連環状形態をとった第３頚神経砂時計腫（plexiform 
schwannoma）の１例

  京大整形外科
   後藤　匡志・柴田弘太郎・笠井宗一郎
   多田　弘史・坪山　直生・松下　　睦
   中村　孝志
  京大耳鼻咽頭科
   庄司　和彦
  京大中検病理
   南口早智子・中嶋　安彬
  京大生体医療工学研究センター
   戸口田淳也

19． 腰部脊柱管内囊腫の１例
  阪大整形外科
   廣田　　健・岩崎　幹季・金澤　淳則
   宮本　紳平・米延　策雄・越智　隆弘
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第338回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年３月14日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 手掌部に発生した脂肪腫の１例
  大阪府立病院整形外科
   石川　昌彦・藤田　　悟・田中　裕之
   金子　徳寿・乾　　浩明・加藤　泰司
   小野　剛紀・冨士　武史
  大阪府立病院病理科
   伏見　博彰
  大阪労災病院整形外科
   政田　和洋

２． 手関節部に発生し骨破壊を呈した PVS の１例
  大阪府立病院整形外科
   田中　裕之・藤田　　悟・石川　昌彦
   金子　徳寿・乾　　浩明・加藤　泰司
   小田　剛紀・冨士　武史
  大阪府立病院病理科
   伏見　博彰
  大阪労災病院整形外科
   政田　和洋

３． 手関節部掌側にみられたサルコイドーシスの１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   岡本　浩一・橋本　亮治・辻　　貴史
   小石　恭之・藤沢　直史・高見　勝次

４． 外傷を契機に発症した手指屈筋腱慢性滑膜性腱鞘炎の
治療経験

  阪大整形外科
   辺見　俊一・島田　幸造・金澤　淳則
   越智　隆弘

５． 肘関節脱臼を伴わない尺骨鈎状突起骨折の１例
  神戸大整形外科
   中谷　徹也・宮田　啓介・松井　允三
   藤岡　宏幸・角田　雅也・藤田　健司
   水野　耕作

６． 斜角筋間麻酔で腕神経叢損傷を来した１例
  国立明石病院整形外科
   土井　良一・黒石　昌芳・三浦　寿一
   吉田　和也

７． 特発性一過性大腿骨頭萎縮症の２例
  高砂市民病院整形外科
   柳浦　敬子・冨岡　正雄・三谷　　誠
   坪田　次郎・佃　　政憲・坂田　敏郎

８． 大腿内側広筋に発生した化膿性筋炎の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   清水　義友・正富　　隆・宮崎　義雄
   米田　　稔

９． 左 TKA 後，肺，脳塞栓を来した患者で回復後右 TKA 
を施行した１例

  三菱京都病院整形外科
   大塚　　悟・脇田　重明
  三菱京都病院麻酔科
   久下　　真
  三菱京都病院内科
   井村　美紀・吉岡　　亮

10． 人工膝関節置換術後に下腿腫瘤を生じた１症例
  住友病院整形外科
   町田　明敏・山本　隆文・太田　信彦
   石山　照二・山田　真一・西塔　　進

11． 骨 Paget 病様変化を来した原発性上皮小体機能亢進症
の１例

  兵庫医大整形外科
   高森眞理子・松原　康秀・楊　　鴻生
   厚井　　薫・岩田　康男・麸谷　博之
   森　　亮一・圓尾　宗司

12． 胸髄腫瘍と鑑別を必要とした特発性脊髄ヘルニアの２
例

  国立神戸病院整形外科
   宮田　啓介・向井　　宏・鷲見　正敏
   池田　正則・正田　悦朗・野瀬　範久
   伊藤研二郎・振角　和利
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也

13． 椎間関節を支点とする椎骨前後のてこ作用について
  北条病院整形外科
   島津　　晃・安井　　明

14． 舌癌の放射線治療後に頚椎の病的骨折と脊髄損傷を来
した極めて希な１例

  洛和会音羽病院整形外科
   安藤　元郎・野口　　隆・兼松まどか
   鹿江　　寛・保坂　泰介
  洛和会音羽病院病理部
   渡辺　千尋

15． 神経根を内包した仙骨囊腫の１手術例
  京府医大整形外科
   月城　淑子・長谷　　斉・小倉　　卓
   生駒　和也・平澤　泰介

16． 高度な仙骨破壊を来した神経鞘腫の１例
  奈良医大整形外科
   賀代　篤二・植田百合人・松山　悦啓
   吉川　隆章・竹嶋　俊近・玉井　　進
  奈良県立五條病院整形外科
   桶田　正成
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17． 手掌に発生した angiomyofibroblastoma の１例
  近畿大整形外科
   山崎　顕二・野中　籐吾・丹　　彰浩
   浜西　千秋・田中　清介
  近畿大第二病理
   古田　朋子・橋本　重夫

18． 腰部に発生した胞巣状軟部肉腫の１例
  滋賀医大整形外科
   川崎　　拓・石澤　命仁・松本　圭司
   福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

19． 膝蓋骨に発生した動脈瘤様骨囊腫の１例
  和歌山医大整形外科
   山口　耕史・尾崎　良行・大浦　晴夫
   佐々木俊二・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・木下　裕文

20． 成人になり神経症状を来した先天性側弯症の１例
  関西医大整形外科
   加須屋　崇・赤木　繁夫・斎藤　貴徳
   加藤　勇司・笹井　邦彦・小川　浩司
   安田　忠勲・小川　亮惠

21． 先天性腓骨偽関節症の１治療例
  姫路聖マリア病院整形外科
   岩本　　淳・芝　　昌彦・藤田　郁夫
   鍋島　祐次・藤井　英夫

22． 亜急性に経過した膝蓋骨骨髄炎の１例
  大阪市大整形外科
   佐々木　緑・北野　利夫・山田　健司
   坂本　貞範・大久保　衛・山野　慶樹

23． 尺骨遠位端に発生した periosteal chondroma の１例
  京大整形外科
   芝川　温之・坪山　直生・池田　　登
   麻田　義之・中村　孝志
  京大生医工研
   戸口田淳也
  京大中検病理
   中嶋　安彬
  浜松労災病院整形外科
   平光　照子
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第339回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年５月９日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 中指中節骨骨転移を来した肝細胞癌の１例
  新宮市立市民病院整形外科
   篠田　健一・山下　英明・玉置　譲二
   石川　雅久
  関西医大整形外科
   中川　琢磨・小川　亮惠

２． 手掌に発生した脂肪腫の１例
  近畿大整形外科
   曽根崎竜一・野中　籐吾・丹　　彰浩
   浜西　千秋・田中　清介

３． 手関節部腱鞘巨細胞腫（GCTTS）２例の画像診断
  市立長浜病院整形外科
   奥平　修三・琴浦　良彦・高橋　　忍
   鈴木　毅一・姫野　　良・青山　朋樹
   安良　　興・秋山　泰高

４． くびれによる後骨間神経麻痺の１例
  兵庫医大整形外科
   大迎　知宏・田中　寿一・山下　仁司
   森　　亮一・岡山　明洙・岡本　卓也
   圓尾　宗司

５． 左橈骨に発生した軟骨粘液線維腫の１例
  奈良医大整形外科
   門野　邦彦・三井　宣夫・宮内　義純
   城戸　　顕・玉井　　進
  平成記念病院整形外科
   定　　直行

６． 肘に発生した parosteal lipoma の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   織辺　　隆・園田　万史・一山　茂樹
   広野　正邦

７． 肘頭部に発生した骨内ガングリオンの１例
  済生会中和病院整形外科
   林　　誠之・北田　　力・千福　健夫
   石崎　嘉孝・前之園多幸

８． 肩上方関節唇付着部断裂を伴った肩甲部ガングリオン
に対する鏡視下手術の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   瀧内　敏朗・宮崎　義雄・清水　義友
   杉田　　淳・正富　　隆・米田　　稔
  双愛整形外科
   中村　博行

９． 腓骨に発生した類骨骨腫の１例
  大阪労災病院整形外科
   片江　祐二・三山　崇英・辺見　　茂
   三岡　智規・濱田　雅之・堀部　秀二
  大阪府立成人病センター整形外科
   吉川　秀樹

10． 腓腹筋内に発生したガングリオンの２例
  市立加西病院整形外科
   前田　啓志・矢野　　悟・山田　昌弘
   箱木　知也・板倉　良友・本田　久樹

11． 𦙾骨に発生した bizzare parosteal osteochondromatous
proliferation の１例

  加古川市民病院整形外科
   宮　　秀俊・北澤　久也・岸本　健太
   前澤　範明
  神戸大整形外科
   山本　哲司
  兵庫県立成人病センター整形外科
   赤松　俊浩

12． 診断に難渋した長管骨に発生した BPOP（bizzare 
parosteal osteochondromatous proliferation）の１例

  関西医大附属洛西ニュータウン病院整形外科
   上島　大輔・中東　康純・菅　　俊光
   柴野　恵介・辻　　秀記・亀山　　修
  関西医大第二病理学
   四方　伸明・螺良　愛郎

13． 腰部脊柱管内に発生した上衣囊腫の１例
  京都市立病院整形外科
   郡田　大宇・四方　實彦・田中　千晶
   杉本　正幸・高橋　　真・中山　富貴
   藤林　俊介・吉富　啓之・神谷　宣広

14． 画像上脊髄硬膜外腫瘍と鑑別を要した腰椎椎間板ヘル
ニアの２例

  滋賀医大整形外科
   木村喜久雄・猿橋　康雄・浅嶌　周造
   勝浦　章知・福田　眞輔

15． 環小指伸筋腱断裂を来した SLE の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   山口　晋司・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・指方　輝正

16． 手関節に対する tendon interposition arthroplasty の試
み

  関西医大整形外科
   市岡　直也・中村　誠也・南川　義隆
   小川　亮惠

17． CPPD 結晶沈着により生じた肘部管症候群の１例
  市立長浜病院整形外科
   青山　朋樹・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・姫野　　良・奥平　修三
   安良　　興・秋山　泰高

18． 腕相撲により生じた上腕骨内側上顆骨折の１例
  国立明石病院整形外科
   三浦　寿一・吉田　和也・土井　良一
   黒石　昌芳
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19． 化膿性椎間板炎と見誤った肺膿瘍の１例
  大阪回生病院整形外科
   藤井　　剛・豊田　嘉清・香山　幸造
   宮本敬二郎
  大阪回生病院外科
   酒井　　正・藤村　　隆

20． 転位した小骨片により神経根症状を来した頚椎脱臼骨
折の１例

  市立岸和田市民病院整形外科
   橋谷　　実・百名　克文・大谷　　茂
   良原　公浩
  三井整形外科
   三井　敏文

21． 肩関節不安定症に対して鏡視下レーザー shrinkage を
施行した１例

  阪大整形外科
   陶山弘太郎・宮本　隆司・竹内　英二
   菅本　一臣・越智　隆弘

22． 𦙾骨内顆及び反対側大腿骨内顆に発生した特発性骨壊
死の２症例

  神戸大整形外科
   真鍋　道彦・野田　光昭・土井田　稔
   松田　　茂・黒坂　昌弘・水野　耕作

23． 右大腿骨外顆部に広範な特発性骨壊死を来した１例
  神戸労災病院整形外科
   藤代　高明・井口　哲弘・栗原　　章
   山崎　京子・佐藤　啓三・笠原　孝一
   松本　英裕・石本　勝彦・円山　茂樹

24． 化膿性腸腰筋炎に併発した化膿性股関節炎の１症例
  兵庫県立淡路病院整形外科
   若見　朋晃・庄　　智矢・橋本　圭祐
   澤村　　悟・桜井　敦志・岡田　純典
   新倉　隆宏

25． 脊髄損傷患者の感染性褥瘡に敗血症を合併した２症例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   森川健一郎・河井　秀夫・藤原　桂樹
   津田　隆之・大脇　　肇・浅野　雅敏
   細井波留夫・中川　滋人・中尾　浩志
   山崎　　聡・向井　克容・京　　具成
   西原　俊作・山田　裕三
  星ヶ丘厚生年金病院リハビリテーション科
   矢田　定明

26． 大腿骨硬化病変を伴った掌蹠囊胞症性骨髄炎の１例
  和歌山医大整形外科
   松本　卓二・大浦　晴夫・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   桜井　啓一・木下　裕文

27． 人工股関節再置換術に impaction bone graft を施行し
た１症例

  大阪医大整形外科
   篠原　和幸・中島　幹雄・南　　昌宏
   渡辺　千聡・阿部　宗昭

28． アルカプトン尿症性関節症の１例
  京府医大整形外科
   大久保直規・牧之段　淳・久保　俊一
   平澤　泰介
  京府医大病院病理部
   土橋　康成

29． バイポーラ型人工骨頭のアウターヘッドが内骨頭から
脱臼して約３年間放置されていた１例

  大阪市大整形外科
   大疁　武夫・西村　典久・音野　慶仁
   中川　　滋・山野　慶樹
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第340回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年６月20日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 難治性踵骨骨髄炎に対する踵骨亜全摘出術の経験
  神戸大整形外科
   田所　　浩・藤田　健司・山口　晋司
   水野　耕作

２． 小児に発生した坐骨骨髄炎と思われた１例
  和歌山医大整形外科
   北野　陽二・玉置　哲也
  済生会有田病院整形外科
   壇上　茂人・森本　高史・松尾　直彦

３． 高度屈曲拘縮を来した RA 膝に対する Link rotating 
hinge prosthesis を用いた TKA の１症例

  関西医大整形外科
   竹村　清介・森本　忠信・中川　琢磨
   宮島　茂夫・小川　亮惠

４． 関節外症状としてリンパ性浮腫を伴った慢性関節リウ
マチの１例

  大阪市大整形外科
   音野　慶仁・乾　健太郎・油谷　安孝
   小林　章郎・宮口　正継・上原　千典
   山野　慶樹

５． Generalized osteoarthritis に合併した glant solitary 
synovial osteochondromatosis

  京大整形外科
   柴田弘太郎ロバーツ・松末　吉隆
   赤木　将男・麻田　義之・中村　孝志

６． 内側膝蓋大腿靱帯損傷を伴った習慣性膝蓋骨脱臼の治
療

  阪大整形外科
   坂浦　博伸・中田　　研・夏梅　隆至
   前　　達雄・越智　隆弘
  大阪府立看護大学理学療法学科
   史野　根性

７． 呼吸停止，四肢麻痺から著明な回復を示した軸椎歯突
起骨折の１例

  市立長浜病院整形外科
   姫野　　良・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・青山　朋樹・奥平　修三
   安良　　興・秋山　泰高
  市立長浜病院脳神経外科
   永田　裕一

８． 左腸骨に発生した低悪性度骨肉腫の１例
  奈良医大整形外科
   飯田　　仁・三井　宜夫・宮内　義純
   城戸　　顕・玉井　　進

９． 腓骨近位部に発生した骨肉腫の１例
  兵庫医大整形外科
   奥野　宏昭・麸谷　博之・楊　　鴻生
   糸原　　仁・厚井　　薫・岩田　康男
   圓尾　宗司

10． 膝蓋腱の外側に発生した明細胞肉腫の１例
  滋賀医大整形外科
   西　洋一郎・松本　圭司・石澤　命仁
   浅嶌　周造・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査部
   岡部　英俊

11． 悪性変化した殿部巨大粉瘤の１例
  市立長浜病院整形外科
   青山　朋樹・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・姫野　　良・奥平　修三
   安良　　興・秋山　泰高
  市立長浜病院形成外科
   吉田　芳信
  市立長浜病院皮膚科
   桐山　貴至

12． 橈骨神経浅枝に多発した神経鞘腫の１例
  近畿大整形外科
   大谷　和裕・山本　憲宏・斎藤　政克
   野中　藤吾・丹　　彰浩・菊池　　啓
   浜西　千秋・田中　清介

13． 長母趾伸筋腱腱鞘に発生した腱鞘巨細胞腫
  兵庫県立総合リハビリセンター中央病院整形外科
   赤浦　潤也・津村　暢宏・濱本　秀樹
   幸野　秀志・高田　正三・藤田　久夫
  兵庫県立成人病センター
   赤松　俊浩

14． 両側大腿骨頭に順次発生をみた一過性大腿骨頭萎縮症
の２例

  大阪厚生年金病院整形外科
   清水　義友・三木　秀宣・増原　建作
   米田　　稔

15． 股関節脱臼を伴わない大腿骨骨頭単独骨折の１例
  中谷整形外科病院
   国分　　毅・寺下　徹弥・高祖　清泰
   藤代　高明・中谷　正臣
  公立和田山病院整形外科
   木村　真二

16． 悪性骨腫瘍との鑑別を要した掌蹠膿疱症性大腿骨骨炎
の１例

  京府医大整形外科
   平川　永徳・平田　正純・村田　博昭
   山口　順子・楠崎　克之・平澤　泰介
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第341回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年７月18日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 大菱形骨単独骨折の１例
  京都市立病院整形外科
   郡田　大宇・高橋　　真・田中　千晶
   中山　富貴・藤林　俊介・三原　一志
   神谷　宣広・大西　宏之・四方　實彦

２． 双生児に発生した先天性中手骨癒合症例
  京大整形外科
   大西　宏之・池田　　登・麻田　義之
   中村　孝志
  京大生体医療工学研究センター
   戸口田淳也

３． 多発性骨髄腫に合併した両手根管症候群の１例
  和歌山医大整形外科
   阪中　淳也・谷口　泰徳・松本　卓二
   湯田　啓之・舟津　稔博・玉置　哲也

４． 慢性骨髄炎に続発した瘻孔癌の１例
  神戸大整形外科
   中谷　徹也・藤岡　宏幸・山本　哲司
   角田　雅也・田所　　浩・水野　耕作

５． 第10胸椎骨巨細胞腫に total en bloc spondylectomy 
を行った１症例

  兵庫医大整形外科
   糸原　　仁・夫　　徳秀・谷口　　睦
   横山　　浩・青木　康夫・米湊　　裕
   圓尾　宗司
  兵庫医大第２病理
   山田　章彦・植松　邦夫

６． 医療行為に関連して発生した腰椎硬膜外膿瘍の２例
  関西医大整形外科
   藤澤　礼子・加藤　勇二・斎藤　貴徳
   赤木　繁夫・小川　浩司・小川　亮惠

７． 縄文時代中期発掘人骨にみられた痛風性関節炎の１例
  滋賀医大整形外科
   井上　康二・福田　眞輔
  京大霊長類研究所
   中井　将嗣・片山　一道

８． 同時期に下肢４関節置換術を行った RA の１例
  近畿大整形外科
   松下　哲尚・斎藤　政克・松村　文典
   福田　寛二・宗圓　　聰・浜西　千秋
   田中　清介

９． 股関節人工骨頭置換術術後に亜脱臼を生じた症例
  奈良県立五條病院整形外科
   殿山　浩平・中垣　公男・桶田　正成
   西森　清之
  奈良医大整形外科
   川手　健次・玉井　　進

10． 特発性大腿骨頭壊死に骨頭下骨折を合併した２例
  大阪市大整形外科
   久次米　剛・大橋　弘嗣・油谷　安孝
   格谷　義徳・小林　章郎・乾　健太郎
   宮口　正継・上原　千典・笹岡　隆一
   政田　俊明・山野　慶樹

11． 股関節に発生したガングリオンの２症例
  阪大整形外科
   井上裕美子・菅野　伸彦・坂井　孝司
   原口　圭司・大園　健二・越智　隆弘

12． 長期挿管麻酔後，両股両膝に異所性骨化が生じた１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   杉田　　淳・橋本　　淳・平尾　　眞
   米田　　稔
  成田整形外科病院整形外科
   前田　　朗
  国立循環器病センター心臓血管外科
   小林順二郎

13． 膝後外側構成体，後十字靱帯合併損傷（陳旧例）に対
する解剖学的再建術の経験

  京府医大整形外科
   小田　　良・高井　信朗・大槻　康雄
   平澤　泰介

14． 距骨頚部の骨内ガングリオンの１例
  奈良医大整形外科
   倉本　奈々・門野　邦彦・米田　岳史
   城戸　　顕・田中　康仁・宮内　義純
   高倉　義典・玉井　　進
  森田整形外科医院
   森田　吉英

15． 腱板大断裂を伴い関節窩前下方の骨折片が介在したた
め整復不能であった肩関節脱臼の１例

  第一東和会病院整形外科
   三幡　輝久・谷田　泰孝
  大阪医大整形外科
   土居　宗算・藤原　憲太・阿部　宗昭
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第342回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年９月19日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． TKA 後遺残骨棘に対し切除術を施行した１例
  京大整形外科
   山元　輝明・赤木　将男・松末　吉隆
   中村　孝志

２． MRI が早期診断治療に有用であった手舟状骨骨折の
１例

  兵庫医大整形外科
   常深健二郎・田中　寿一・中野　利彦
   大迎　知宏・福永　　訓・圓尾　宗司
  新須磨病院整形外科
   金谷　貴子・岩崎　安伸

３． 先天性両肘関節強直症の１例
  天理病院整形外科
   梅原　　滋・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   藤森　洋一・吉野　仁浩・大沢　正実
   松岡　靖子

４． ミノサイクリンの投与により著明に改善した Reiter 
症候群の１例

  京府医大整形外科
   毛利　尚史・日下　義章・月城　淑子
   藤原　靖大・平澤　泰介

５． ペルテス病後の大腿骨短縮例に伸展骨切り術を施行し
た１症例

  近畿大整形外科
   西村　俊司・山崎　顕二・嶋田　　亘
   大浦好一郎・福田　寛二・浜西　千秋

６． 人工膝関節置換術後に腓骨頚部骨折を伴って膝関節亜
脱臼を生じた１例

  奈良医大整形外科
   下林　幹夫・大串　　始・石村　雅男
   幅田　　孝・玉井　　進

７． 外閉鎖筋に生じた化膿性筋炎の１例
  公立学校共済組合近畿中央病院整形外科
   京　　具成・中村　宣雄・永野　重郎
   川津　伸夫

８． 感染を合併した糖尿病による神経障害性関節症の１例
  関西医大整形外科
   田井　俊明・宮島　茂夫・加須屋　崇
   中川　琢磨・森本　忠信・小川　亮惠

９． 仙腸関節に発生した chondrosarcoma の１例
  京都市立病院整形外科
   神谷　宣宏・田中　千晶・高橋　　真
   中山　富貴・藤森　俊介・三原　一志
   郡田　大宇・大西　宏之・四方　實彦

10． 外傷を契機として尿閉を呈した馬尾腫瘍内出血の１例
  和歌山医大整形外科
   岡田　基宏・玉置　哲也・川上　　守
   山田　　宏・西　　秀人

11． 奇形腫と考えられた馬尾腫瘍の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   石井　正悦・大和田哲雄・大河内敏行
   佐藤　　巌・米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理科
   小林　　晏・山崎　　大
  大阪府立成人病センター整形外科
   久田原郁夫

12． 第２胸椎に発生した孤立性骨囊腫の１例
  大阪市大整形外科
   村上　理子・中村　博亮・関　　昌彦
   小西　定彦・寺井　秀富・山野　慶樹

13． 転子部骨腫瘍に対し HA 充填＋予防的 CHS 手術を施
行した１例

  大阪府立母子保健総合医療センター整形外科
   田中　啓之
  阪大整形外科
   名井　　陽・吉川　秀樹・越智　隆弘
  大阪府立成人病センター整形外科
   荒木　信人
  国立呉病院整形外科
   倉都　滋之

14． 長期間にわたり気胸を繰り返している類上皮肉腫の１
例

  市立長浜病院整形外科
   安良　　興・鈴木　毅一・琴浦　良彦
   尾立　征一・青山　朋樹・姫野　　良
   高橋　　忍・秋山　泰高
  京大呼吸器外科
   長谷川誠紀

15． 多発筋肉内脂肪腫に合併した筋肉内脂肪肉腫の１例
  滋賀医大整形外科
   平岡　誠司・松本　圭司・石澤　命仁
   江川　雅章・難波江正浩・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査
   岡部　英俊

16． 原発性腸腰筋膿瘍の１例
  神戸大整形外科
   中谷　徹也・丸井　　隆・土井田　稔
   水野　耕作

17． ５歳女児の臼蓋荷重部に発症した骨腫瘍の１例
  奈良医大整形外科
   松村　憲晃・大村　哲司・水掫　貴満
   川手　健次・玉井　　進
  奈良医大小児科
   朴　　永東・中野　智巳・稲垣　二郎
   吉岡　　章
  大阪府立母子保健総合医療センター病理部
   荒木　　洋・中山　雅弘



- 455 -

第343回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年10月17日（土）
会　　　場：千里ライフサイエンスセンター５F
　　　　　　サイエンスホール

１． 頚椎 PLDD 後に頚部脊椎症を発症した１例
  兵庫医大整形外科
   釜江　清矢・谷口　　睦・横山　　浩
   夫　　徳秀・青木　康夫・米湊　　裕
   糸原　　仁・圓尾　宗司

２． 環軸椎の変形性関節症による亜脱臼にて痙性運動麻痺
を呈した１症例

  三菱京都病院整形外科
   大塚　　悟・小竹　俊郎
  京大整形外科
   松下　　睦・多田　弘史・中村　孝志

３． 化膿性腸腰筋炎の２例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   山田　裕三・石井　崇大・松田　泰昌
   田中　美成・西原　俊作・鈴木　　毅
   野口　義文・山崎　　聡・中川　滋人
   細井波留夫・浅野　雅敏・大脇　　肇
   津田　隆之・藤原　桂樹・河井　秀夫

４． 化膿性仙腸関節炎の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   中川　修一・大和田哲雄・米田　　稔
  堀口整形外科
   保田　拓史

５． 大胸筋皮弁を用いて治療した MRSA を起因菌とする
化膿性胸鎖関節炎の１例

  大阪市大整形外科
   酒井　俊幸・北野　利夫・五谷　寛之
   中塚　洋直・山野　慶樹

６． 胸椎に発生した osteoid osteoma の１例
  京大整形外科
   青山　　隆・多田　弘史・松下　　睦
   坪山　直生・中村　孝志
  京大中央検査部病理
   中嶋　安彬

７． 肩甲上神経麻痺を伴う肩甲棘基部のガングリオンに対
する超音波ガイド下穿刺の試み

  京府医大整形外科
   島村　　崇・山口　順子・堀井　基行
   平澤　泰介
  済生会吹田病院整形外科
   黒川　正夫

８． 長期経過を経て摘出した左足部血管腫の１例
  近畿大整形外科
   桝村　直志・松下　哲尚・曽根崎竜一
   丹　　彰浩・神谷　正人・菊池　　啓
   浜西　千秋・田中　清介

９． Kotz system を用い人工股関節再々置換術を施行した
１症例

  大阪医大整形外科
   本庄　正朋・南　　昌弘・中島　幹雄
   神原　清人・高沢　　実・阿部　宗昭

10． 初回手術後25年を経て再置換に至った Polycentric 型
人工膝関節の１例

  滋賀医大整形外科
   平岡　誠司・西岡　淳一・牛窪　成雄
   福田　眞輔
  行岡病院整形外科
   七川　歓次

11． 慢性透析患者に発生した膝蓋腱断裂の１例
  八尾徳洲会総合病院整形外科
   佐藤　千尋・北西　正光・岡田　　順
   成田　晃一・塚本　英資・長谷川　潔

12． 低リン血症性骨軟化症に合併した腋窩部の tumoral 
calcinosis の１例

  和歌山医大整形外科
   舟津　稔博・大浦　晴夫・谷口　泰徳
   松崎　交作・玉置　哲也
  和歌山医大輸血部
   岡本　幸春・太田喜一郎

13． 軽微な交通外傷により発生した高齢者腸腰筋損傷の１
例

  町立榛原総合病院整形外科
   谷口　　晃・東山　一郎・岡橋　達晃
   長谷川克純・仲川　喜之
  大倭病院整形外科
   梅垣　修三

14． 先天性股関節脱臼を伴った両下腿骨欠損症の１症例
  阪大整形外科
   佐原　　亘・中瀬　尚長・高橋　幸恵
   安井　夏生・越智　隆弘
  井上病院整形外科
   平林　伸治

15． Gamma nail 術後に生じた希な合併症の１例
  六甲病院整形外科
   若見　朋晃・尾崎　昭洋・中林　幹治

16． 股関節に発生した osteochondromatosis の１例
  関西医大整形外科
   西原　　歩・和田　孝彦・田辺　隆敏
   中川　琢磨・徳永　裕彦・小川　亮惠

17． 大腿骨感染性偽関節治療後に生じた骨欠損に対する超
音波治療の１例

  神戸大整形外科
   藤代　高明・松井　允三・中谷　徹也
   藤岡　宏幸・角田　雅也・水野　耕作
  中谷整形外科病院
   中谷　正臣
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第344回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年11月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 軟部肉腫の異時多発を伴った Werner 症候群の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   惠美　直敦・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・指方　輝正

２． ウイルス性脊髄炎に続発した仙骨部褥創と左大腿骨骨
髄炎に対し股関節離断術と筋皮弁移行術を施行した１
症例

  奈良医大整形外科
   酒井亜紀子・城崎　和久・矢島　弘嗣
   山内　　亨・石村　雅男・玉井　　進

３． 外反母趾手術 chevron 法に対する PLA の使用経験
  大阪市大整形外科
   榎本　　誠・西村　典久・中川　　滋
   坂本　貞範・山野　慶樹

４． 環指中節骨に発生した骨巨細胞腫の１例
  神戸大整形外科
   福山　泰平・山本　哲司・丸井　　隆
   水野　耕作

５． 第１中手骨に生じた osteoid osteoma の１例
  神戸労災病院整形外科
   中島　哲雄・山崎　京子・岸本　健太
   中山　潤一・濱本　秀樹・松本　英裕
   笠原　孝一・佐藤　啓三・井口　哲弘
   栗原　　章・藤原　　朗

６． 妊娠末期に急激に増大した示指血管腫の１例
  近畿大整形外科
   山本　憲廣・松村　文典・西村　俊司
   福岡　　宏・斎藤　政克・丹　　彰浩
   浜西　千秋

７． MRI が診断，治療上有用であった爪下 glomus 腫瘍の
２例

  国立泉北病院整形外科
   朝倉　正樹・香月　憲一・家口　　尚
   松浦　健司

８． Frohse のアーケードにおける parosteal lipoma による
後骨間神経不全麻痺の１例

  西脇市立西脇病院整形外科
   堀口　康伸・織邊　　隆・廣野　正邦
   園田　万史

９． 診断に難渋した胸郭出口症候群の１例
  京府医大整形外科
   福井　康人・藤原　浩芳・岡島誠一郎
   平澤　泰介

10． 同胞４人全員に発症した遺伝性感覚性ニューロパチー 
̶その後の経過̶

  国立加古川病院整形外科
   福田　　登・西林　保朗・中川　夏子
   阿部　修治・大森　　裕・三浦　靖史
   吉川　正徳・松本　道明・円山　茂樹
   居村　茂明

11． 全麻下マニプレーション後に発症したと考えられる広
範な関節包欠損を伴った肩関節前下方不安定症の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   宮崎　義雄・瀧内　敏郎・松本　憲尚
   中川　修一・平尾　　真・北村　卓司
   米田　　稔

12． 小指 PIP 関節における陳旧性掌側板損傷の治療経験
  高砂市民病院整形外科
   河本　旭哉・臼井　康雄・松田　清嗣
   宮本　裕史・坪田　次郎・冨岡　正雄
   坂田　敏郎

13． 手根中手関節脱臼骨折の治療経験
  中谷整形外科病院
   高祖　清泰・藤代　高明・良川　昌鳳
   寺下　徹弥・中谷　正臣

14． 非定型的な経過をたどった SLE の１例
  兵庫医大整形外科
   井出　雄久・松原　康秀・楊　　鴻生
   厚井　　薫・岩田　康男・麸谷　博之
   福西　成男・圓尾　宗司

15． 全身性の靱帯・腱の融解を伴い高度両膝関節脱臼を来
したきわめて稀な MCTD の１症例

  阪大整形外科
   田中　誠人・島岡　康則・冨田　哲也
   菅本　一臣・島田　幸造・中瀬　尚長
   佐原　　亘・安井　夏生・越智　隆弘

16． 大腿骨骨肉腫に対する bone transport 法による患肢温
存手術の１例

  大阪医大整形外科
   北野　　直・白井　久也・植田　直樹
   馬場　一郎・阿部　宗昭
  枚方市民病院整形外科
   森下　　忍・篠原　和幸

17． 胸椎部脊髄症を呈した慢性関節リウマチの１例
  京大整形外科
   堤　　良祐・多田　弘史・飯田　寛和
   松下　　睦・麻田　義之・中村　孝志

18． 頚椎部硬膜外囊腫の１例
  市立長浜病院整形外科
   安良　　興・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・姫野　　良・青山　朋樹
   尾立　征一・秋山　泰高
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19． 胸腔内膿瘍を伴った胸椎化膿性脊椎炎の１例
  滋賀医大整形外科
   堀　　克弘・福田　眞輔・浅嶌　周造
   勝浦　章知・猿橋　康雄・森　　幹士
  野洲病院整形外科
   樽本　　龍

20． 腰椎椎間板ヘルニアに対する microendoscopic 
discectomy の経験

  和歌山医大整形外科
   西　　秀人・玉置　哲也・吉田　宗人
   川上　　守・山田　　宏・高見　正成

21． 再手術を要した頚胸椎 OPLL の１例
  関西医大整形外科
   谷川　暢之・加藤　勇司・斎藤　貴徳
   赤木　繁夫・小川　亮惠
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第345回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成10年12月12日（土）
会　　　場：大阪コクサイホテル３F「孔雀の間」

１． 老人に自然発症した環軸回旋位固定の１例
  滋賀医大整形外科
   森　　幹士・福田　眞輔・勝浦　章知
   猿橋　康雄・浅嶌　周造

２． 頚椎椎弓根スクリュー固定が有効であった頚椎多数回
手術の１例

  京都市立病院整形外科
   藤林　俊介・四方　實彦・大西　宏之
   田中　千晶・高橋　　真・中山　富貴
   三原　一志・神谷　宣広・郡田　大宇
  川崎医大整形外科
   杉本　正幸

３． 脊柱管レベルで double crush syndrome 様の病態がみ
られた１例

  国立加古川病院整形外科
   松本　道明・阿部　修治・西林　保朗
   中川　夏子・大森　　裕・三浦　靖史
   吉川　正徳・福田　　登・円山　茂樹
   居村　茂明

４． 経皮的レーザー椎間板除圧術後合併症により治療を要
した４例

  阪大整形外科
   三木　秀賢・谷内　孝治・松岡　孝志
   宮本　紳平・和田　英路・米延　策雄
   越智　隆弘
  国療刀根山病院整形外科
   鍋島　隆治

５． A case of intraspinal synovial cyst in the lumbar spine
  Department of Orthopaedic Surgery, Hyogo College  

 of Medicine
   Wen-Hua Wu・S Maruo
   Y Kominato・H Yokoyama
   M Taniguchi・Y Aoki・T Fu
  Department of Pathology
   A Kubota

６． 偽性囊腫により発症した手根管症候群の１例
  県立加古川病院整形外科
   三谷　　誠・西川　哲夫・金村　在哲
   富田　佳孝・日野　高睦・松原　伸明
   原田　俊彦

７． 郵便局員に発症した小指屈筋腱皮下断裂の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   伊藤　　淳・渡辺　康司・棚瀬　嘉宏

８． Mycobacterium szulgai による示指腱鞘炎の１例
  永山病院整形外科
   福西　邦素・成山　雅昭・岡崎　辰也
   永山　宗徳
  大阪医大整形外科
   常徳　　剛

９． 足関節脛骨側に骨軟骨病変を伴った距骨骨軟骨損傷の
２例

  京府医大整形外科
   木戸　健介・野口　昌彦・八田陽一郎
   藤田　信弥・平澤　泰介

10． 術中体外照射により患肢温存療法を行った大腿骨骨肉
腫の１例

  市立長浜病院整形外科
   尾立　征一・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・姫野　　良・青山　朋樹
   安良　　興・秋山　泰高
  市立長浜病院放射線科
   青木　徹哉
  市立長浜病院内科
   奥田　哲也

11． 放射線処理骨にて患肢温存術を施行した右脛骨骨肉腫
の１例

  奈良医大整形外科
   村上　淳一・三井　宜夫・宮内　義純
   朴木　寛弥・城戸　　顕・玉井　　進

12． 胸髄の脊髄症状を呈した steroid induced epidural 
lipomatosis の１例

  京大整形外科
   那須　文章・多田　弘史・松下　　睦
   中村　孝志
  京大第３内科
   田中　智洋・小野　孝彦・武曾　恵理

13． 胸膜炎，心膜炎，肺臓炎など多彩な合併症を併発した
悪性関節リウマチの１例

  大阪市大整形外科
   上原　千典・油谷　安孝・乾　健太郎
   南部　誠治・前田　　剛・山野　慶樹
  大阪市大第２内科
   後藤　仁志・山田　敦子

14． 骨盤部ガス壊疽に対して片側骨盤離断術を施行した１
例

  大阪府三島救命救急センター
   田中　公生・石津　恒彦・中岡　伸哉
   河原　邦彦・富士原　彰

15． 観血的整復術を要した股関節後方脱臼の２例
  神戸大整形外科
   新倉　隆宏・角田　雅也・三枝　康宏
   水野　耕作

16． Insufficiency fracture を伴った急速破壊型股関節症の
１例

  関西医大整形外科
   松矢　浩暉・和田　孝彦・田辺　隆敏
   徳永　裕彦・小川　亮惠
  森本整形外科
   森本　清一
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17． 大腿骨両顆骨壊死の１症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   北村　卓司・松本　憲尚・正富　　隆
   三木　秀宣・佐藤　　巌・増原　建作
   米田　　稔
  成田整形外科病院整形外科
   前田　　明

18． 著しいポリエチレンの摩耗を来し再置換を要した 
Miller/Galante Ⅰ型人工膝関節の２例

  大阪医大整形外科
   吉良　貞昭・神原　清人・中島　幹雄
   南　　昌宏・高沢　　実・阿部　宗昭

19． 同側 THA，TKA 後に大腿骨骨折を生じ治療に難渋し
た１例

  近畿大整形外科
   松下　哲尚・野中　藤吾・大谷　和裕
   松村　文典・神谷　正人・福田　寛二
   浜西　千秋・田中　清介

20． 硬膜管拡大術を施行した脊髄髄内脂肪腫の経過観察３
例

  和歌山医大整形外科
   湯田　啓之・玉置　哲也・吉田　宗人
   川上　　守・安藤　宗治・山田　　宏
   岩崎　　博・野村　和教
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第346回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年１月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 長期透析患者に生じた両側膝蓋骨上極剝離骨折の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   平尾　　眞・松本　憲尚・正富　　隆
   三木　秀宣・杉田　　淳・米田　　稔

２． 胸鎖関節結核の１例
  大阪市立北市民病院整形外科
   楊　　裕健・林　　俊一・鈴木　真司
   原　　好延
  大阪市立住吉市民病院整形外科
   国吉　裕子

３． 脊椎側弯症に対する鏡視下前方解離術の経験
  大阪医大整形外科
   糟谷　彰宏・小坂　理也・瀬本　喜啓
   山田　将雄・川島　啓誠・金　　明博
   阿部　宗昭

４． 診断に難渋した truncal neuropathy の１例
  関西医大整形外科
   深見　紀彦・齋藤　貴徳・赤木　繁夫
   加藤　勇司・小川　浩司・安田　忠勲
   小川　亮惠

５． 頚部刺創後に頚髄内膿瘍の発生が疑われた１例
  済生会滋賀県病院整形外科
   小林　政史・白井　幸裕・吉岡　　誠
   山口　佳彦・植田　秀貴・黒田　利秀
   長江　将輝・井上　四郎
  済生会滋賀県病院脳神経外科
   日野　明彦

６． 腰椎椎間板ヘルニアが疑われた脊柱管内囊腫の１例
  神戸大整形外科
   久保　晴司・土井田　稔・丸井　　隆
   水野　耕作

７． 特発性胸髄ヘルニアの１例
  奈良医大整形外科
   高　　伸夫・植田百合人・松山　悦啓
   吉川　隆章・竹嶋　俊近・玉井　　進

８． 手掌深部に発生した脂肪腫の１例
  阪和住吉総合病院整形外科
   竹口　輝彦・中村　誠也・山田　一夫
   中村　　健

９． 両短指症による小指外転拘縮が仮骨延長により改善し
た１例

  京府医大整形外科
   西垣　泰典・金　　郁喆・呂　　寅幸
   平澤　泰介

10． 有頭骨単独骨折の１例
  中谷整形外科病院
   藤代　高明・良川　昌鳳・高祖　清泰
   寺下　徹弥・中谷　正臣

11． 外傷後肘関節拘縮に対して Orthofix 肘用創外固定器
を用いて治療を行った１例

  阪大整形外科
   黒田　昌之・島田　幸造・秋田　鐘弼
   妻木　範行・越智　隆弘

12． 投球による尺側側副靱帯尺骨付着部剝離骨折の１例
  京大整形外科
   伊藤　岳之・赤木　将男・池田　　登
   中村　孝志
  相馬病院整形外科
   相馬　　靖

13． TKA 術後８年で著明な外反動揺性のため再置換術を
必要とした１例

  兵庫医大篠山病院整形外科
   阿部　宗樹・松田　泰彦・武藤　　力
   山田　　博・立石　博臣
  兵庫医大整形外科
   楊　　鴻生・厚井　　薫・岩田　康男

14． 若年者に発生した大腿四頭筋腱断裂の１例
  国立神戸病院整形外科
   青木　譲二・鷲見　正敏・池田　正則
   向井　　宏・黒石　昌芳・伊藤研二郎

15． 大腿骨頚部及び転子間骨折を来した低リン血症性くる
病の１例

  大阪市大整形外科
   前田　　剛・格谷　義徳・大橋　弘嗣
   小林　章郎・乾　健太郎・油谷　安孝
   音野　慶仁・村上　理子・山野　慶樹

16． 弾発症状を呈した外傷後膝関節内腫瘤の１例
  和歌山医大整形外科
   宮崎　展行・佐々木俊二・大浦　晴夫
   山崎　　悟・坂田　亮介・玉置　哲也
  向陽病院整形外科
   船岡　信彦

17． 膝蓋上包を占拠した滑膜性骨軟骨腫症の１例
  天理よろづ病院整形外科
   吉野　仁浩・宮崎　和躬・廣藤　榮一
   藤森　洋一・梅原　　滋・大沢　正実
   嶋　　靖子

18． 右膝蓋骨に発症した良性軟骨芽細胞腫の１例
  滋賀医大整形外科
   田中　成浩・石澤　命仁・松本　圭司
   江川　雅章・吉川　玄逸・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊
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19． 踵骨内脂肪腫の２例
  近畿大整形外科
   桝村　直志・上野　貢生・丹　　彰浩
   宗圓　　聰・神谷　正人・大谷　和裕
   浜西　千秋

20． 低リン血症性骨軟化症を合併した潰瘍性大腸炎の１例
  兵庫医大整形外科
   山下　邦洋・楊　　鴻生・松原　康秀
   福西　成男・岩田　康男・麩谷　博之
   厚井　　薫・圓尾　宗司



- 462 -

第347回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年２月20日（土）
会　　　場：大阪証券会館９階ホール

１． 橋本病に合併した限局性筋炎の１例
  京都市立病院整形外科
   大西　宏之・中山　富貴・田中　千晶
   高橋　　真・藤林　俊介・三原　一志
   神谷　宣広・郡田　大宇・四方　實彦
  京都市立病院神経内科
   藤竹　純子・立岡　良久

２． 急速に進行した Priser 病の１例
  大阪市大整形外科
   松尾　澄治・高松　聖仁・中川　　滋
   五谷　寛之・日高　典昭・山野　慶樹

３． Madelung 変形にイリザロフ創外固定器を用いて治療
した１例

  北野病院整形外科
   野田　太一・石田　文明・大江　久之
   梁瀬　義章・松田　康孝・松島　正弘
   伊藤　秀夫・岡本　幸大

４． 人工骨頭再置換術によって RSD 症状が軽減した１例
  阪大整形外科
   山村　在慶・菅本　一臣・宮本　隆司
   竹内　英二・越智　隆弘

５． 電気生理学的検査が心因性麻痺の診断に有効であった
２例

  和歌山医大整形外科
   筒井　俊二・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・山田　　宏・窪田　誠治
   松本　卓二・下薗　英史・岩崎　　博
   野村　和教
  誠佑記念病院整形外科
   栗本　公博

６． 胸骨に発生した軟骨肉腫の１例
  市立長浜病院整形外科
   安良　　興・琴浦　良彦・尾立　征一
   鈴木　毅一・高橋　　忍・姫野　　良
   青山　朋樹・秋山　泰高
  市立長浜病院呼吸器科
   乾　　健二
  市立長浜病院病理部
   沢田　眞治

７． 軽微な外力で生じた胸骨骨折の１例
  育和会記念病院整形外科
   田村　彰浩
  東住吉森本病院整形外科
   岸田　宗久・尾川　義政・淵田　昌克
  大阪市立弘済院付属病院整形外科
   大川得太郎

８． 珍しい形態を呈した距舟間癒合症の１例
  大手前病院整形外科
   竹本　治将・島屋　正孝・石橋　　治
   藤谷良太郎・谷口俊四郎
  奈良医大整形外科
   高倉　義典

９． 症候性 os talonaviculare dorsale の小経験
  大阪医大整形外科
   柳川　哲司・森川　潤一・木下　光雄
   奥田　龍三・阿部　宗昭
  大阪医大中央検査部病理
   堤　　　啓

10． 両足に多発した Morton 病の１例
  奈良医大整形外科
   倉本　奈々・門野　邦彦・阪本　達哉
   米田　岳史・田中　康仁・高倉　義典
   玉井　　進

11． 外用副腎皮質ステロイド製剤の長期大量使用後に発生
した両大腿骨頭壊死症の１例

  国立舞鶴病院整形外科
   小嶋　晃義・濱口　裕之・河本　浩栄
   斎藤　令馬・山添　勝一
  京府医大整形外科
   久保　俊一・平澤　泰介

12． RA 患者に大腿骨骨頭骨折を来した１例
  兵庫医大整形外科
   福永　　訓・厚井　　薫・楊　　鴻生
   岩田　康男・麩谷　博之・福西　成男
   松原　康秀・圓尾　宗司

13． 成人女性に発生した大腿骨頚部疲労骨折の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   織辺　　隆・堀口　康伸・広野　正邦
   園田　万史

14． C3/4 片側椎間関節脱臼を合併した高齢者の高位頚髄
損傷の１例

  京府医大整形外科
   中村　　悟・小倉　　卓・長谷　　斉
   大澤　　透・平澤　泰介

15． 正常圧水頭症を合併した馬尾神経腫瘍の１例
  市立長浜病院整形外科
   青山　朋樹・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・姫野　　良・安良　　興
   尾立　征一・秋山　泰高
  市立長浜病院神経内科
   工藤　　寛

16． 椎体の scalloping を伴う巨大な dural ectasia を来した
腰椎 neurofibroma の１症例

  京大整形外科
   中村伸一郎・松下　　睦・多田　弘史
   中村　孝志
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17． 腰椎椎間板囊腫の１例　̶ Microscope からみたその
成因に関する１考察̶

  関西医大整形外科
   若林　　英・笹井　邦彦・加藤　勇司
   斉藤　貴徳・赤木　繁夫・小川　亮惠

18． 腰椎椎間板ヘルニアにおけるヘルニア摘出術術後の椎
間板狭小化について

   神戸労災病院整形外科
   岸本　健太・井口　哲弘・栗原　　章
   山崎　京子・佐藤　啓三・松本　英裕
   笠原　孝一・浜本　秀樹・中山　潤一
   福山　泰平

19． 上位胸椎に亜脱臼を来した慢性関節リウマチの１例
  滋賀医大整形外科
   平岡　誠司・勝浦　章知・猿橋　康雄
   浅嶌　周造・森　　幹士・福田　眞輔

20． 再発を思わせた大腿軟部腫瘍の１例
  近畿大整形外科
   西村　俊司・宮崎　　浩・丹　　彰浩
   福田　寛二・宗圓　　聡・浜西　千秋
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第348回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年３月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 盲腸皮膚瘻によって排便障害に対処した仙骨脊索腫の
１例

  国立京都病院整形外科
   大槻　文悟
  京大再生研
   戸口田淳也
  京大整形外科
   坪山　直生・松下　　睦・多田　弘史
   西松　秀和・中村　孝志
  京大第１外科
   小野寺　久

２． 頚椎前方固定術後の髄液瘻により呼吸停止を来した１
例

  国立京都病院整形外科
   石部　達也・清水　和也・石田　勝正
   藤田　　裕・武富　雅則・大槻　文悟
   北折　俊之

３． Varigrip System を用いて後方固定術を施行した第３
腰椎転移性腫瘍の１例

  大阪医大整形外科
   納田　真也・金　　明博・岡崎　辰也
   小坂　理也・川島　啓誠・山田　将雄
   阿部　宗昭

４． 第２頚椎の高度な椎体破壊を伴った頚部硬膜外神経鞘
腫の１例

  大阪市大整形外科
   南部　誠治・中村　博亮・関　　昌彦
   山野　慶樹
  日生病院整形外科
   小西　定彦

５． 高齢者頚髄症　̶第５頚椎棘突起基部動脈瘤様骨囊腫
の１例̶

  済生会泉尾病院整形外科
   南平　昭豪・中　　紀文・河野　譲二
   渋谷　高明・細井波留夫・林　　潤三

６． 脊髄硬膜石灰化症の１例
  京都市立病院整形外科
   三原　一志・四方　實彦・田中　千晶
   高橋　　真・中山　富貴・藤林　俊介
   神谷　宣広・郡田　大宇・大西　宏之

７． 表皮囊腫により誘発された intermetatarsophalangeal 
bursitis の１例

  滋賀医大整形外科
   江川　雅章・松本　圭司・石澤　命仁
   平岡　誠司・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊
  滋賀医大皮膚科
   森　　紀子

８． 足趾に石灰化を認め腫瘍性増殖を思わせた１例
  近畿大整形外科
   福岡　　宏・西岡　栄恵・桝村　直志
   菊池　　啓・宗圓　　聰・浜西　千秋

９． 石灰沈着により手根管症候群を来した１例
  六甲病院整形外科
   若見　朋晃・尾崎　昭洋・中林　幹治

10． Toxic shock like syndrome を呈した A 群溶連菌感染
症の１例

  西脇市立西脇病院整形外科
   広野　正邦・織辺　　隆・堀口　康伸
   園田　万史

11． 肘部結核性皮膚腺病の１例
  大阪回生病院整形外科
   田所　　浩・草別　一成・豊田　嘉清
   宮本敬二郎

12． 病的骨折を来した手指末節骨内軟骨腫の１例
  市立長浜病院整形外科
   姫野　　良・琴浦　良彦・鈴木　毅一
   高橋　　忍・青山　朋樹・安良　　興
   尾立　征一・秋山　泰高

13． 先天性肩関節脱臼と鑑別を要した上腕骨に発生した 
dysplasia epiphysealis hemimelica の１例

  神戸大整形外科
   中島　哲雄・藤田　健司・山本　哲司
   水野　耕作

14． スポーツ選手に生じた足根中足関節損傷の３例
  京府医大整形外科
   劉　　和輝・麻生　伸一・野口　昌彦
   千保　一幸・平澤　泰介

15． 野球による肘頭骨端癒合不全の１例
  博愛茨木病院整形外科
   畠中　輝昭・菅野　　博
  関西医大整形外科
   斎藤　貴徳・小川　亮惠

16． 胸鎖関節後方脱臼の１例
  大阪赤十字病院整形外科
   武田　拓之・藤川　重尚・渡辺　秀男
   富原　光雄・浅野　頼子・藤田　昌彦
   長谷川　新・井谷　優克

17． Colles 骨折後浅指屈筋腱間に正中神経が絞扼された
１例

  和歌山医大整形外科
   中根　康博・谷口　泰徳・北野　陽二
   西　　秀人・宮崎　展行・玉置　哲也
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18． 伸筋支帯及び尺側手根伸筋腱が遠位橈尺関節の整復阻
害因子となっていた Galeazzi 骨折の１例

  箕面市立病院整形外科
   樋口　晴久・露口　雄一・田中　誠人
   濱田　泰彦・朴　　　智・清水　信幸
   亀井　正幸

19． 横手根靱帯と interference screw を用い靱帯再建術を
行った陳旧性母指 CM 関節脱臼の１例

  兵庫医大整形外科
   小倉　宏之・田中　寿一・中野　利彦
   大迎　知宏・岡本　卓也・圓尾　宗司

20． 足部内がえしにて踵骨前方突起骨折を生じた１例
  ガラシア病院整形外科
   渡邉　　哲・藤井　昌一
  阪大整形外科
   中田　　研・濱田　雅之・前　　達雄
   越智　隆弘

21． 外傷によって生じた仮性動脈瘤の２例
  市立加西病院整形外科
   高田　　徹・山田　昌弘・箱木　知也
   寺島　康浩・宮田　啓介・矢野　　悟
  市立加西病院放射線科
   田中　　豊
  市立加西病院内科
   中谷　　眞

22． 長期透析患者でアミロイド骨関節症に大腿骨頚部骨折
を合併した１例

  八尾徳州会総合病院
   塚本　英資・佐藤　千尋・成田　晃一
   岡田　　順・岩崎　圭至・北西　正光
   長谷川　潔

23． UKA 後インプラントの磨耗が誘因となり早期に関節
症が進行した透析患者の１例

  関西医大整形外科
   前川　　徹・宮島　茂夫・中川　琢麿
   森本　忠信・小川　亮惠

24． 人工膝関節全置換術後に発症した深部静脈血栓症に対
するウロキナーゼ・ヘバリン併用療法　̶静脈造影を
用いた評価̶

  大阪厚生年金病院整形外科
   杉田　　淳・橋本　　淳・松本　憲尚
   米田　　稔
  大阪厚生年金病院放射線科
   小林　伸行

25． 人工股関節置換術後にポリエチレンライナーの破損を
来した１例

  神鋼加古川病院整形外科
   恩賀　能史・吉原　幸夫・綿谷　和男
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第349回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年５月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 多発性 insufficiency fracture を生じた慢性関節リウマ
チの１例

  関西医大整形外科
   岡本　晃一・宮島　茂夫・赤木　繁夫
   小川　亮惠

２． 急性破壊を来した慢性関節リウマチ股関節症について
の一考察

  大阪市大整形外科
   榎本　　誠・油谷　安孝・格谷　義徳
   大橋　弘嗣・小林　章郎・乾　健太郎
   寺井　秀富・箕田　行秀・南部　誠治
   中野　元博・山野　慶樹

３． 橈骨近位骨端線損傷を合併した Monteggia 骨折の２例
  近畿大整形外科
   森　　成志・宮城　一郎・大谷　和裕
   辻本　晴俊・浜西　千秋

４． 若年者に発症した腰椎慢性硬膜下血腫の１例
  京府医大整形外科
   小椋　明子・長谷　　斉・上島圭一郎
   城守　国斗・平澤　泰介

５． 頚椎椎弓切除術後に環軸関節脱臼を来した２例
  国立神戸病院整形外科
   熊谷　　宏・鷲見　正敏・池田　正則
   向井　　宏・黒石　昌芳

６． 頚胸椎後縦靱帯骨化症に棘突起縦割式広範囲脊柱管拡
大術を行った１例

  和歌山医大整形外科
   納田　和博・吉田　宗人・簗瀬　能三
   山田　　宏・玉置　哲也
  有田済生会病院整形外科
   壇上　茂人

７． MRI 検査の artifact が胸髄部の占拠性病変を疑わせ
た２症例

  滋賀医大整形外科
   堀　　克弘・猿橋　康雄・勝浦　章知
   浅嶌　修造・福田　眞輔
  いわさき整形外科
   岩崎　　淳

８． 腰部脊柱管内ガングリオンの１例
  恵生会病院整形外科
   永野　龍生・杉山　友悦
  奈良医大整形外科
   植田百合人・玉井　　進

９． 脊柱管狭窄症を呈した末端肥大症の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   清水　義友・大河内敏行・杉田　　淳
   大和田哲雄・佐藤　　巌・米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理科
   小林　　晏

10． 上腕骨に発生した bizarre parosteal osteochondroma-
tous proliferation of bone（BPOP: Nora’s lesion）の
１症例

  大阪医大整形外科
   柳川　哲司・植田　直樹・馬場　一郎
   堤　　　啓・阿部　宗昭

11． 遠位橈尺関節に発生した滑膜骨軟骨症の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   真鍋　道彦・鍋島　祐次・藤田　郁夫
   安井　慎二・藤井　英夫

12． 乳児の上腕近位部に生じた巨大な脂肪腫の１例
  滋賀県立小児保健医療センター整形外科
   向原　進一・黄　　義秀・瀬戸　洋一
   二見　　徹・柏木　直也・鈴木　茂夫

13． 下腿に発生した骨外性軟骨腫の１例
  神戸労災病院整形外科
   福山　泰平・佐藤　啓三・山崎　京子
   栗原　　章・井口　哲弘・笠原　孝一
   松本　英裕・浜本　秀樹・中山　潤一
   岸本　健太
  神戸大整形外科
   山本　哲司

14． 足部に発生した腱鞘線維腫の１例
  神戸大整形外科
   石井　憲治・丸井　　隆・山本　哲司
   水野　耕作

15． 足部に発生した骨外性粘液型軟骨肉腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   岡田　文治・赤松　俊浩・森本　一男
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・指方　輝正

16． 非チフス性サルモネラによる化膿性股関節炎の１例
  兵庫県立淡路病院整形外科
   久保　晴司・櫻井　敦志・庄　　智矢
   澤村　　悟・橋本　圭祐・岡田　純典
   三浦　寿一

17． 非外傷性両側骨盤臼蓋底骨折の１例
  市立加西病院整形外科
   宮田　啓介・山田　昌弘・箱木　知也
   高田　　徹・寺島　康浩・矢野　　悟
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18． 恥骨四枝骨折（straddle fracture）に対して髄内螺子
固定を行った１例

  京大整形外科
   吹上　謙一・赤木　将男・池田　　登
   多田　弘史・中村　孝志
  京都博愛会病院整形外科
   富田　素子

19． 股関節固定側の全人工膝関節置換術後に著明な外反変
形を来した１例

  三田市民病院整形外科
   柳浦　敬子・小村　　孝・橋本　　靖
   芝　　昌彦・高畑　正人・大野　　修

20． 巨大滑膜囊腫により大腿神経麻痺を生じた急速破壊型
股関節症の１例

  阪大整形外科
   黒田　昌之・菅野　伸彦・西井　　孝
   坂井　孝司・原口　圭司・大園　健二
   越智　隆弘

21． 凍結保存自己血輸血法を行った脊柱側弯手術の１例
  兵庫医大整形外科
   山下　邦洋・青木　康夫・夫　　徳秀
   谷口　　睦・横山　　浩・白木　孝人
   糸原　　仁・小倉　宏之・京　　文靖
   圓尾　宗司
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第350回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年６月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 化膿性股関節炎に腸腰筋膿瘍を合併した１例
  京府医大整形外科
   吉田　隆司・久保　俊一・上島圭一郎
   金　　郁喆・小倉　　卓・牧之段　淳
   平澤　泰介

２． MRSA 感染人工股関節抜去後の死腔に対する外側広
筋充填術の経験

  奈良医大整形外科
   高　　伸夫・川手　健次・大村　哲司
   矢島　弘嗣・玉井　　進

３． 「イカ乾製品」摂食が原因と考えられたサルモネラ菌
による小児化膿性股関節炎の１例

  関西医大整形外科
   上田　祐輔・宮島　茂夫・赤木　繁夫
   徳永　裕彦・小川　亮惠
  関西医大小児科
   蓮井　正史

４． 橈骨遠位端骨折後に長母指伸筋腱の entrapment を生
じた１例

  新河端病院整形外科
   布谷　佳久・辰井　　光
  河端病院整形外科
   河端　博也
  洛西シミズ病院整形外科
   石津　恒彦

５． 陳旧性遠位橈尺関節脱臼の治療経験
  神戸大整形外科
   振角　和利・藤岡　宏幸・角田　雅也
   水野　耕作

６． 外傷性母指 CM 関節脱臼の１例
  大阪労災病院整形外科
   河村　光廣・吉中　康高・橋本　英雄
   政田　和洋・山本利美雄

７． テーピングにより発症した総腓骨神経麻痺の１例
  市立長浜病院整形外科
   青山　朋樹・秋山　泰高・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・高橋　　忍・石部　達也
   尾立　征一・青山　　隆

８． 橈骨茎状突起骨折を伴った月状骨骨折の１例
  大阪医大整形外科
   納田　真也・岡本　雅雄・白井　久也
   植田　直樹・辻村　知行・吉村　弘治
   阿部　宗昭

９． 中指末節骨に発生したまれな fibrosarcoma の１例
  枚方市民病院整形外科
   篠原　和幸・森下　　忍・長岡　孝恭
   松田　　浩・弓場　一秀・武田　勝雄
  枚方市民病院病理検査室
   堤　　　啓・上野　　浩

10． 野球選手の肘関節に発生した類骨骨腫の１例
  滋賀医大整形外科
   平岡　誠司・吉川　玄逸・石澤　命仁
   田中　成浩・堀　　克弘・村上　元庸
   松本　圭司・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

11． 手指に発生した石灰化を伴った血管平滑筋腫
（vascular leiomyoma）の１例

  大阪府済生会野江病院整形外科
   西　　大佐・齋藤　哲文・堀口　　誠
   姫野　　良・斉藤　聡彦
  神鋼病院整形外科
   大田　秀一

12． 初回手術時より脱分化を認め４年後に肺転移を来した
傍骨性骨肉腫の１例

  兵庫医大整形外科
   岡山　明洙・麩谷　博之・岩田　康男
   福西　成男・福永　　訓・厚井　　薫
   楊　　鴻生・圓尾　宗司
  宝塚市立病院整形外科
   木下厳太郎

13． 仙骨部に発生した巨大髄膜腫の１例
  近畿大整形外科
   新山　文夫・松村　文典・山本　憲廣
   西岡　栄恵・丹　　彰浩・福田　寛二
   浜西　千秋

14． 放射線照射治療後に発生した骨外性骨肉腫の３例
  阪大整形外科
   三木　宏真・名井　　陽・吉川　秀樹
   越智　隆弘
  大阪成人病センター整形外科
   荒木　信人

15． 肺扁平上皮癌が尺側手根屈筋に転移し尺骨神経に浸潤
した１症例

  和歌山医大整形外科
   高見　正成・大浦　晴夫・玉置　哲也
  和歌山医大第三内科
   南方　良章
  南紀福祉センター
   桜井　啓一
  済生会和歌山病院整形外科
   木下　裕文
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16． Nasu-Hakola 病の１症例
  天理病院整形外科
   嶋　　靖子・広藤　栄一・西松　秀和
   近藤　　啓・梅原　　滋・大澤　正実
   光野　芳樹
  天理病院臨床病理部
   弓場　吉哲

17． Dysplasia epiphysealis hemimelica の２例
  滋賀県立小児保健医療センター整形外科
   向原　進一・鈴木　茂夫・瀬戸　洋一
   二見　　徹・柏木　直也・黄　　義秀

18． 発症後７ヵ月経過して保存的治療に成功した環軸椎回
旋固定の１例

  京大整形外科
   斉藤　　彰・松下　　睦・飯田　寛和
   Weam Mousa・中村　孝志
  小倉記念病院整形外科
   多田　弘史

19． 下肢痛を主訴とした閉鎖孔ヘルニアの１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   杉田　　淳・平尾　　眞・橋本　　淳
   増原　建作・米田　　稔
  大阪厚生年金病院外科
   奥野慎一郎・山崎　　元

20． 外傷性膝関節脱臼の１治療経験
  八尾徳洲会総合病院整形外科
   成田　晃一・長谷川　潔・岡田　　順
   田井　俊明・北西　正光・岩崎　圭至

21． 大腿骨頚部 insufficiency fracture の２症例
  八尾徳洲会総合病院整形外科
   岡田　　順・長谷川　潔・成田　晃一
   田井　俊明・瓜生　恭章

22． 殿筋内脱臼股に対する転子下短縮骨切りを併用した人
工股関節置換術の１例

  市立長浜病院整形外科
   尾立　征一・高橋　　忍・青山　朋樹
   琴浦　良彦・鈴木　毅一・石部　達也
   青山　　隆・秋山　泰高

23． 人工股関節再置換時の臼蓋部骨欠損に対する Gap 
Acetabular Shell の使用経験

  大阪市大整形外科
   和田麻由子・大橋　弘嗣・格谷　義徳
   寺井　秀富・箕田　行秀・松村　　昭
   山野　慶樹

24． 大腿骨人工骨頭置換術後に骨頭ボールが脱転した１例
  市立岸和田市民病院整形外科
   橋口　淳一・脇田　重明・大谷　　茂
   良原　公浩・新井　達也
  日赤和歌山医療センター整形外科
   百名　克文


