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第351回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年７月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 皮下石灰沈着を伴った上腕部感染症に対して広背筋皮
弁移植を行った１例

  和歌山医大整形外科
   北野　陽二・谷口　泰徳・川上　　守
   大浦　晴夫・高見　正成・玉置　哲也

２． 特異な症状を来した腰椎椎間板遊離型ヘルニアの手術
例

  仙齢会はりま病院整形外科
   米湊　　裕・山下　仁司
  兵庫医大整形外科
   青木　康夫・谷口　　睦・圓尾　宗司

３． 陳旧性肩関節後方脱臼骨折の治療経験
  大阪厚生年金病院整形外科
   小畠　昌規・宮崎　義雄・西村　岳洋
   藤井隆太朗・正富　　隆・米田　　稔

４． 胸腹部損傷を合併した第５腰椎破裂骨折
  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

５． Injury of discovertebral junction の手術経験
  兵庫医大整形外科
   糸原　　仁・青木　康夫・横山　　浩
   夫　　徳秀・荒川　　晃・京　　文靖
   圓尾　宗司

６． 敗血症の１年後に発症したカンジダ性脊椎炎の１例
  近畿大整形外科
   浜口　百年・西村　俊司・大浦好一郎
   浜西　千秋

７． 治療に難渋し中心性脱臼に至った放射線照射後臼蓋骨
壊死の１例

  京都民医連中央病院整形外科
   中川　洋寿・松本　　孝・東　正一郎

８． 変形性膝関節症患者に生じた大腿骨顆上骨折に対する
人工膝関節置換術

  京府医大整形外科
   大島　康史・高井　信朗・金光　京石
   平澤　泰介
  京都九条病院整形外科
   吉野　信之

９． 両側 HTO 後，片側の再内反に対し UKA を施行した
内側型変形性膝関節症の１例

  関西医大整形外科
   藤井　　真・宮島　茂夫・中川　琢麿
   森本　忠信・小川　亮惠

10． 人工膝関節置換術後のルースニングにより生じた傍𦙾
骨部の bursitis の１例

  神戸大整形外科
   荷田啓一郎・松井　允三・山本　哲司
   黒坂　昌弘・水野　耕作
  滋賀医大整形外科
   松本　圭司

11． LCS 型 TKA 膝蓋骨ベアリングロッキングによるメ
タローシスにより𦙾骨骨折を生じた１例

  阪大整形外科
   坂浦　博伸・冨田　哲也・金子　元春
   菅本　一臣・越智　隆弘
  ガラシア病院整形外科
   渡辺　　哲・藤井　昌一

12． 両人工膝関節置換術後に両大腿骨頚部疲労骨折を生じ
た慢性関節リウマチの１例

  滋賀医大整形外科
   尾木　祐子・川崎　　拓・江川　雅章
   牛山　敏夫・井上　康二・福田　眞輔

13． 先天性足根骨配列異常による足部障害の１例
  奈良医大整形外科
   河村　健二・米田　岳史・谷口　　晃
   門野　邦彦・大内　一夫・竹口　尚樹
   水掫　貴満・田中　康仁・高倉　義典
   玉井　　進

14． 内転中足を伴った外反母趾の１手術例
  大阪医大整形外科
   常徳　　剛・木下　光雄・奥田　龍三
   森川　潤一・田中　一成・阿部　宗昭

15． 第２趾 MP 関節に生じた滑膜骨軟骨腫症の１症例
  三菱京都病院整形外科
   大塚　　悟・小竹　俊郎
  京大病院病理部
   南口早智子

16． 軽微な外傷により歯突起骨折を受傷した anorexia 
nervosa の１例

  大阪市大整形外科
   米田　昌弘・中村　博亮・関　　昌彦
   小西　定彦・音野　慶仁・岡島　良明
   山野　慶樹

17． 長期間を経て relapse を来した軟骨肉腫の１例
  京大整形外科
   大室　智士・柴田弘太郎・坪山　直生
   戸口田淳也・中村　孝志
  京大病理
   中嶋　安彬
  生産開発科学研究所
   山室　隆夫
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第352回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年９月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 有鉤骨の疲労骨折の１例
  兵庫医大整形外科
   阿部　宗樹・田中　寿一・中野　利彦
   大迎　知宏・圓尾　宗司

２． 腰椎後方進入病巣掻爬・前方固定術と創外固定により
加療した化膿性脊椎炎の１例

  和歌山医大整形外科
   中尾　慎一・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・山田　　宏・松本　卓二
   北野　陽二
  和歌山労災病院整形外科
   林　　信宏

３． サルモネラ菌による化膿性脊椎炎の１例
  関西医大整形外科
   小林　義輝・笹井　邦彦・加藤　勇司
   斎藤　貴徳・赤木　繁夫・小川　亮惠

４． 伊藤白斑に合併した側弯症の１症例
  北市民病院整形外科
   森田　雅博
  大阪市立総合医療センター整形外科
   松田　英樹・辻尾　唯雄
  大阪市立総合医療センター小児科
   池宮美佐子

５． ミノサイクリンの長期投与により骨の緑褐色色素沈着
を呈した１例

  大阪府立母子保健総合医療センター整形外科
   谷内　孝次
  阪大整形外科
   中瀬　尚長・安井　夏生・木山　洋之
   越智　隆弘
  井上病院整形外科
   平林　伸治

６． SLE に発生した trigger wrist
  近畿大整形外科
   冨山　貴司・野中　藤吾・大谷　和裕
   福田　寛二・浜西　千秋

７． 観血的治療を行なった肩石灰沈着性腱炎の１例
  八尾徳洲会総合病院整形外科
   田井　俊明・成田　晃一・岡田　　順
   北西　正光・長谷川　潔

８． 人工股関節置換術後の異所性骨化により脱臼を来した
１例

  滋賀医大整形外科
   谷口　一行・牛山　敏夫・浅嶌　周造
   牛窪　成雄・田中　成浩・井上　康二
   福田　眞輔

９． 変形及び短縮を来した損傷外側半月に対する縫合術の
１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   藤井隆太朗・松本　憲尚・米田　　捻
   小野　啓郎

10． 骨折との鑑別が困難であった分裂膝蓋骨の１例
  中谷整形外科病院
   新倉　隆宏・良川　昌鳳・寺下　徹弥
   田中　浩一・中谷　正臣

11． 大腿部に発生した脱分化型脂肪肉腫の１例
  神戸大整形外科
   松下　雄彦・山本　哲司・丸井　　隆
   水野　耕作

12． 𦙾骨に発生し内反膝変形を来した骨膜性類腱腫の１例
  大阪医大整形外科
   堀之内　崇・瀬本　喜啓・中島　幹雄
   田中　一成・阿部　宗昭

13． 肺転移病巣の自然消退をみた胞巣状軟部肉腫の１例
  京大整形外科
   秋山　典宏・飯田　寛和・坪山　直生
   戸口田淳也・中村　孝志

14． 遊離広背筋皮弁術とアキレス腱再建術により患肢を温
存した下腿軟部腫瘍の１例

  京府医大整形外科
   西垣　泰典・村田　博昭・岡島誠一郎
   石田　敏博・野口　昌彦・楠崎　克之
   平澤　泰介

15． 重量物の長期運搬が原因と考えられる鎖骨遠位端 
osteolysis の１例

  奈良医大整形外科
   芳谷　和洋・冨田　恭治・河村　健二
   玉井　　進

16． 距骨無腐性壊死症に対する足関節固定術の２例
  大阪市大整形外科
   今井　祐記・西村　典久・橋本　祐介
   箕田　行秀・山野　慶樹
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第353回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年10月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 小児に発生した母指 MP 関節背側脱臼の２例
  三田市民病院整形外科
   岩本　　淳・橋本　　靖・大野　　修
   小村　　孝・芝　　昌彦・前野耕一郎

２． 外傷性橈骨頭単独脱臼の治療経験
  新日鐵広畑病院整形外科
   樫本　秀好・宮　　秀俊・西山　隆之
   藤井　英紀・田中　和具

３． 肩峰下滑液包に発生した滑膜性骨軟骨腫の１例
  京府医大整形外科
   木戸　健介・堀井　基行・玉井　幹人
   平澤　泰介
  原整形外科
   原　　浩史

４． 慢性関節リウマチ患者に生じた反復性肩関節脱臼の１
例

  滋賀医大整形外科
   尾木　祐子・吉川　玄逸・牛山　敏夫
   堀　　克弘・平岡　誠司・田中　成浩
   井上　康二・福田　眞輔

５． 大腿骨転子間部に発生した類腱線維腫の１例
  西脇市立西脇病院整形外科
   陣内　　均・園田　万史・広野　正邦
   高畑　正人

６． Pycnodysostosis を生じた大腿骨骨折に対し髄内釘固
定を行った１例

  関西医大整形外科
   池田　一博・中村　誠也・中川　琢磨
   徳永　裕彦・小川　亮惠

７． 長期透析患者に発生した大腿骨骨折の１例
  近畿大整形外科
   中江　　聡・福岡　　宏・野中　藤吾
   松村　文典・浜西　千秋

８． 断裂を生じた陸上選手のアキレス腱炎の１例
  大阪労災病院整形外科
   淵矢　剛司・鳥塚　之嘉・三岡　智規
   堀部　秀二・政田　和洋・山本利美雄

９． スポーツによる小児膝蓋腱𦙾骨付着部損傷の１例
  東大阪市立総合病院整形外科
   大川隆太郎・李　　泰新・額田　昌門
   大角　　潔・福井　　潤・石崎　嘉孝
   北田　　力

10． 希な中間楔状骨脱臼の１例
  神戸大整形外科
   田所　　浩・角田　雅也・水野　耕作
  北都病院整形外科
   野瀬　範久

11． 形質細胞性骨髄炎の１例
  国立姫路病院整形外科
   後藤　匡志・小田　伸悟・森田　　通
   長　　嗣麿・中山裕一郎・天野　壽男

12． 筋肉内腫瘤型サルコイドーシスの１例
  加古川市民病院整形外科
   石井　憲治・北澤　久世・前澤　範明

13． 機能的に良好な回復をみた infantile fibrosarcoma の
１例

  大阪市大整形外科
   村上　理子・北野　利夫・五谷　寛之
   上原　千典・寺浦　英俊・青野　勝成
   山野　慶樹
  大阪市大小児科
   倭　　和美・山口　悦子

14． 第７頚椎に発生した悪性線維性組織球腫の１例
  京都市立病院整形外科
   中山　富貴・四方　實彦・田中　千晶
   池永　　稔・高橋　　真・大西　宏之
   小山　喜也・小島　　央

15． 硬膜内髄外腫瘍の形を呈した男性乳癌転移の１例
  京大整形外科
   渡辺　　慶・黒田　　隆・孫　　国強
   根尾　昌志・松下　　睦・中村　孝志

16． 胸髄硬膜外血管腫の１例
  明石市立市民病院整形外科
   劉　　和輝・景山　直人・堀　　修昌
   河野　　茂・寺島　広昭
  明石市立市民病院放射線科
   佐藤　　修・興津　茂行
  明石市立市民病院臨床検査科
   川端　健二

17． ２椎間に生じた頚胸椎 unilateral facet interlocking の
１例

  兵庫医大整形外科
   京　　文靖・夫　　徳秀・青木　康夫
   横山　　浩・荒川　　晃・糸原　　仁
   井出　雄久・圓尾　宗司
  兵庫医大救急部
   高橋　良典

18． 黄色靱帯骨化症を合併した第９胸椎骨芽細胞腫の１例
  大阪逓信病院整形外科
   桑田　賢二
  阪大整形外科
   米延　策雄・奥田　真也・和田　英路
   松岡　孝志・金澤　淳則・越智　隆弘

19． 第２腰椎後縦靱帯肥厚により下肢症状を呈した１例
  和歌山医大整形外科
   遠藤　　徹・玉置　哲也・吉田　宗人
   山田　　宏・松本　卓二
  誠佑記念病院整形外科
   栗本　公博・宮崎　展行
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20． 第４腰椎の椎体破壊を伴った巨大神経鞘腫の１例
  大阪医大整形外科
   大槻　周平・金　　明博・馬場　一郎
   小坂　理也・山田　将雄・阿部　宗昭

21． 頚椎 hidden flexion injury の１例
  奈良医大整形外科
   河口　泰之・植田百合人・松山　悦啓
   吉川　隆章・竹嶋　俊近・玉井　　進
  奈良県心身障害者リハビリセンター整形外科
   林　　雅弘
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第354回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年11月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． Schwannomatosis の１例
  済生会泉尾整形外科
   廣田　　健・中　　紀文・河野　譲二
   渋谷　高明・細井波留夫・林　　潤三

２． 骨傷を伴わない小児外傷性胸髄損傷の１例
  大阪府三島救命救急センター整形外科
   坪井　競三・中岡　伸哉・藤本　勝久
   河原　邦彦・冨士原　彰

３． 粟粒結核に併発した脊椎カリエスの２例
  京大整形外科
   猪坂　直義・太田　悟司・根尾　昌志
   松下　　睦・中村　孝志
  京大呼吸器内科
   鈴木　克洋・小島　洋児
  京都警察病院整形外科
   岩城　公一
  国立宇多野病院呼吸器内科
   堤　　健雄

４． 全摘可能であった巨大な頚髄 ependymoma 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

５． 第３腰椎に発生した類骨骨腫の１例
  京都市立病院整形外科
   高橋　　真・四方　實彦・田中　千晶
   池永　　稔・中山　富貴・三原　一志
   大西　宏之・小山　喜也・小島　　央
  京都市立病院病理
   勝山　栄治
  葛岡整形外科
   葛岡　達司

６． 巨大馬尾神経鞘腫の１例
  関西医大整形外科
   矢野　光紀・笹井　邦彦・斉藤　貴徳
   赤木　繁夫・加藤　勇司・小川　浩司
   小川　亮惠

７． 深指屈筋腱皮下断裂を生じた bipartite hamulus の１例
  大阪医大整形外科
   吉良　貞昭・白井　久也・佐藤　　敦
   上田　直樹・岡本　雅雄・阿部　宗昭

８． Colles 骨折に合併した長母指屈筋腱皮下断裂の１例
  洛西シミズ病院整形外科
   佐藤　　敦・石津　恒彦・田村　竜一
   吉良　貞政・嶋　　洋明・納田　真也
  大阪医大整形外科
   奥田　龍三

９． ギター演奏が誘因と考えられた橈骨動脈閉塞の１例
  阪大整形外科
   尾上　仁彦・島田　幸造・秋田　鐘弼
   堀木　　充・吉川　秀樹・越智　隆弘

10． レントゲン技師に発生した指動脈瘤の１例
  和歌山医大整形外科
   延與　良夫・玉置　哲也・谷口　泰徳
   北野　陽二

11． 軟部転移で発見された肺癌の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   西原　寛玄・赤松　俊浩・森本　一男

12． 肺転移を伴った右大腿原発胞巣状軟部肉腫の１例
  近畿大整形外科
   大西　祥博・浜口　百年・大浦好一郎
   西岡　栄恵・浜西　千秋

13． 髄内釘固定術後に繰り返し embolization を施行し得
た肝細胞癌の上腕骨病的骨折の１例

  関西労災病院整形外科
   酒井　俊幸・吉田　竹志・村瀬　　剛
   米谷　泰一・多田　浩一

14． 大腿骨頚部に insufficiency fracture を来した症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   平尾　　眞・橋本　　淳・三木　秀宣
   増原　建作・米田　　稔

15． 人工膝関節置換術後に生じた膝蓋骨近位端骨壊死の１
例

  奈良医大整形外科
   片岡　弘行・大串　　始・幅田　　孝
   玉井　　進

16． 高度膝関節拘縮を来した SAPHO 症候群の１例
  兵庫医大整形外科
   奥野　宏昭・厚井　　薫・楊　　鴻生
   岩田　康男・麩谷　博之・福西　成男
   圓尾　宗司
  兵庫医大篠山病院整形外科
   立石　博臣

17． 高度外反変形膝に TKA を施行した慢性関節リウマチ
の１例

  京府医大整形外科
   岡　　佳伸・日下　義章・太田　光彦
   平澤　泰介

18． 腓骨神経麻痺症状を呈した近位𦙾腓関節症の１例
  神戸大整形外科
   山本　晃裕・西川　哲夫・松井　允三
   黒坂　昌弘・水野　耕作
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19． 骨化を伴ったアキレス腱断裂の１例
  国立神戸病院整形外科
   二宮　裕樹・鷲見　正敏・池田　正則
   向井　　宏・黒石　昌芳
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也



- 476 -

第355回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成11年12月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 頚椎・腰椎に手術的治療を要した透析性脊椎症の１例
  兵庫医大整形外科
   糸原　　仁・横山　　浩・夫　　徳秀
   青木　康夫・荒川　　晃・圓尾　宗司

２． 多彩な自律神経症状を伴った頚椎症性脊髄症の１例
  姫路赤十字病院整形外科
   三木　秀賢・向井　克容・三橋　　浩
   田中　美成・田中　正道・細谷　　徹

３． 胸鎖関節炎を併発した化膿性脊椎炎の１例
  兵庫医大篠山病院整形外科
   釜江　清矢・松田　泰彦・山田　　博
   武藤　　力・常深健二郎・立石　博臣

４． 大後頭孔拡大術直後に空洞の消失を見た Chiari １型
奇形の１例

  和歌山医大整形外科
   園田　基宏・山田　　宏・安藤　宗治
   下薗　英史・松崎　交作・玉置　哲也

５． 腰椎椎間板から発生した囊腫病変の２例
  大阪厚生年金病院整形外科
   西村　岳洋・佐藤　　巌・大和田哲雄
   大河内敏行・米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理科
   山崎　　大

６． 外傷によって生じた胸郭出口症候群の治療経験
  大阪医大整形外科
   坪井　競三・土居　宗算・阿部　宗昭

７． 陸上長距離選手に発症した腓骨近位部疲労骨折の１例
  中谷整形外科病院
   田中　浩一・良川　昌鳳・寺下　徹弥
   振角　和利・中谷　正臣

８． 前腕骨骨幹部骨折後，環指浅指屈筋腱の癒着を生じた
１例

  日赤和歌山医療センター整形外科
   玉置　康之・百名　克文・麻田　義之
   坂本　武志・林　　良一・栗山　新一
   渡辺　　慶

９． SLE の治療中結核性腱鞘炎を合併した１例
  奈良医大整形外科
   大島　　学・福居　顕宏・山内　　亨
   大川隆太郎・玉井　　進

10． 母指再建術を施行した３例
  京府医大整形外科
   谷口　大吾・岡島誠一郎・石田　敏博
   長岡　孝則・平澤　泰介

11． Small patella syndrome に伴う膝蓋骨恒久性脱臼にリ
アライメント手術が有効であった１例

  阪大整形外科
   高尾　正樹・中田　　研・濱田　雅之
   前　　達雄・吉川　秀樹・越智　隆弘

12． 半月断裂の原因となったと思われる膝関節外ガングリ
オンの１例

  近畿大整形外科
   中江　　聡・新山　文夫・熊野　文雄
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋

13． 重度大腿骨頭すべり症に対して骨頭前方回転骨切り術
と Kramer 変法を行った１例

  関西医大整形外科
   田島　剛史・和田　孝彦・徳永　裕彦
   赤木　繁夫・小川　亮惠

14． 大腿骨顆部に発生した特発性一過性骨萎縮症の１例
  大阪市大整形外科
   政田　俊明・格谷　義徳・小松　　猛
   山野　慶樹

15． 尺骨骨血管腫の１例
  滋賀医大整形外科
   谷口　一行・松本　圭司・石澤　命仁
   江川　雅章・牛窪　成雄・福田　眞輔
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

16． 頚胸髄に発生した multiple neurinoma の２例
  京都市立病院整形外科
   大西　宏之・四方　實彦・高橋　　真
   田中　千晶・池永　　稔・中山　富貴
   三原　一志・小山　喜也・小島　　央

17． 尺骨への浸潤を伴った collagenous fibroma の１例
  京大整形外科
   伊藤　隆司・坪山　直生・柿木　良介
   中村　孝志
  京大再生研
   戸口田淳也
  京大中検病理
   中嶋　安彬
  吉川病院整形外科
   柿沼　　工

18． 左肘部に発生した多発性再発性グロームス腫瘍の１例
  県立奈良病院整形外科
   篠原　靖司・宮内　義純・熊井　　司
   村井　　聡・原納　明博・八幡　倫世
  県立奈良病院中検病理
   中西　敬介・桑島　真一
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19． 胸椎巨細胞腫腫瘍摘出後に前脊椎動脈症候群を合併し
た１例

  神戸大整形外科
   人羅　俊明・土井田　稔・丸井　　隆
   水野　耕作
  鐘紡記念病院整形外科
   謝　　典頴
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第356回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年１月22日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． ジストニアに合併した頚椎症性筋萎縮症の１例
  市立長浜病院整形外科
   青山　朋樹・高橋　　忍・石部　達也
   琴浦　良彦・鈴木　毅一・尾立　征一
   青山　　隆・秋山　泰高

２． 脊髄症と意識消失発作を来した軸椎歯突起後方腫瘤の
１例

  京都市立病院整形外科
   大西　宏之・田中　千晶・四方　實彦
   池永　　稔・高橋　　真・中山　富貴
   三原　一志・小山　喜也・小島　　央

３． 胸髄髄膜腫の１例
  滋賀医大整形外科
   尾木　祐子・福田　眞輔・森　　幹士
   勝浦　章知・猿橋　康雄・浅蔦　周造
  能登川病院整形外科
   大村喜久雄

４． 進行性の下肢麻痺を示した強直性脊椎炎の１例
  和歌山医大整形外科
   阪中　淳也・玉置　哲也・安藤　宗治
   川上　　守・南出　晃人・山崎　　悟
   下園　英史

５． 若年者における dysplastic spondylolisthesis の３治験例
  大阪厚生年金病院整形外科
   北村　卓司・大和田哲雄・大河内敏行
   辻野　宏明・信貴　経夫・米田　　稔
  阪大整形外科
   佐藤　　巌

６． 小児橈骨頭骨折の１例　̶ Salter-Harris Ⅳ型，Wilkins 
Type B ̶

  西脇市立西脇病院整形外科
   高畑　正人・園田　万史・広野　正邦
   陣内　　均

７． 距骨に発症した dysplasia epiphysealis hemimelica の
１例

  神戸大整形外科
   矢野　智則・藤田　健司・西川　哲夫
   黒坂　昌弘・水野　耕作

８． 巨大なアミロイド腫瘤を形成した透析アミロイド症の
１例

  兵庫医大整形外科
   福永　　訓・福西　成男・楊　　鴻生
   厚井　　薫・岩田　康男・麩谷　博之
   小倉　宏之・京　　文靖・圓尾　宗司

９． 中手骨及び基節骨に骨破壊を来した母指 MP 関節部
腱鞘巨細胞腫の１例

  近畿大整形外科
   大西　祥博・松村　文典・福岡　　宏
   西岡　栄恵・福田　寛二・浜西　千秋

10． 骨頭下骨棘形成を伴った大腿骨近位部類骨骨腫の１例
  阪大整形外科
   大鶴　　聰・西井　　孝・菅野　伸彦
   原口　圭司・坂井　孝司・大園　健二
   吉川　秀樹
  協和会病院人工関節センター
   佐藤　宗彦

11． RAO 術後に回転臼蓋の壊死を来した１例
  大阪医大整形外科
   浅井　重博・南　　昌宏・中島　幹雄
   神原　清人・阿部　宗昭

12． 内視鏡検査後に生じた感染性人工関節の２例
  大阪市大整形外科
   政田　俊明・油谷　安孝・乾　健太郎
   中川　　滋・中塚　洋直・和田麻由子
   山野　慶樹
  整形外科吉田クリニック
   吉田研二郎

13． 変形性距舟関節症の１例
  京府医大整形外科
   樋口　哲生・野口　昌彦・大槻　康雄
   木戸　健介・平澤　泰介

14． 距骨への下行膝動静脈を茎とした血管柄付き骨移植の
２症例

  京大整形外科
   黒田　　隆・柿木　良介・真多　俊博
   浅野　大洋・中村　孝志
  公立豊岡病院整形外科
   松本　泰一・椋棒農夫也

15． Toxic shock syndrome を発症した足関節脱臼骨折の
１例

  榛原総合病院整形外科
   水掫　貴満・仲川　喜之・谷口　　晃
   長谷川克純・村田　景一・東山　一郎

16． サッカー競技中に生じた長母趾屈筋腱皮下断裂の１例
  関西医大整形外科
   田井　俊明・中村　誠也・赤木　繁夫
   小川　亮惠
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第357回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年２月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 腰椎ダンベル型腫瘍の１例
  京都市立病院整形外科
   小山　喜也・三原　一志・池永　　稔
   四方　實彦・田中　千晶・高橋　　真
   中山　富貴・大西　宏之・小島　　央

２． 胸腰椎-腸骨後方固定術（Galveston 法）後にロッド
折損を来した多発性脊椎転移の１症例

  京大整形外科
   木村　浩明・根尾　昌志・松下　　睦
   中村　孝志
  吉川病院整形外科
   柿沼　　工・吉川　順介

３． 軸椎歯突起骨折に対する前方螺子固定術の経験
  京府医大整形外科
   森　　正樹・小倉　　卓・平澤　泰介
  水田整形外科病院
   堂埜　秀文・水田　早苗
  明治鍼灸大附属病院整形外科
   北條　達也・勝見　泰和

４． 軟骨無形成症の胸腰椎移行部遺残後弯変形に対する椎
体楔状骨切術の試み

  阪大整形外科
   尾上　仁彦・金澤　淳則・宮本　隆司
   秋田　鐘弼・和田　英路・佐藤　　巌
   安井　夏生・米延　策雄・吉川　秀樹
   越智　隆弘
  国立大阪病院整形外科
   廣島　和夫

５． 画像診断にて髄内腫瘍を疑った１手術例
  関西医大整形外科
   藤澤　礼子・赤木　繁夫・斎藤　貴徳
   笹井　邦彦・加藤　勇司・小川　亮惠

６． 短母指伸筋腱皮下断裂の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   藤本　卓也・棚瀬　嘉宏・織辺　　隆
   渡辺　康司

７． 慢性刺激により発生した小指球部動脈瘤の１例
  奈良医大整形外科
   磯本　慎二・矢島　弘嗣・山内　　亨
   小畠　康宣・吉川　隆章・玉井　　進

８． 右手背挫滅後伸筋腱癒着に対し血管柄付筋膜移植を施
行した１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   北村　卓司・杉本　瑞生・正冨　　隆
   米田　　稔

９． 小児の距骨体部骨折の１例
  神戸大整形外科
   島　　直子・丸井　　隆・藤田　健司
   角田　雅也・水野　耕作

10． 33年前に刺入された竹による囊胞性肉芽腫を来した
１例

  近畿大整形外科
   浜口　百年・西岡　栄恵・上野　貢生
   浜西　千秋

11． クローン病に合併した股関節炎の１例
  兵庫医大整形外科
   京　　文靖・岩田　康男・楊　　鴻生
   厚井　　薫・福西　成男・福永　　訓
   圓尾　宗司

12． 人工骨頭置換術後の深部感染に対する抗生剤含有セメ
ントスペーサーの使用経験

  大阪医大整形外科
   木本　真史・神原　清人・幕谷　　薫
   南　　昌宏・中島　幹雄・阿部　宗昭

13． 活動性結核性股関節炎に対し人工骨頭置換術を行い
13年後に再手術を施行した１例

  滋賀医大整形外科
   平岡　誠司・井上　康二・牛山　敏夫
   牛窪　成雄・福田　眞輔

14． TKA 後反対側に大腿骨頚部 insufficiency fracture を
生じた１例

  国立明石病院整形外科
   土井　良一・大森　　治・前田　啓志
   吉田　和也

15． キアリー骨盤骨切り術後に致死性肺塞栓症を来した１
例

  大阪市大整形外科
   江口　佳孝・西村　典久・松村　　昭
   越宗　　勝・山野　慶樹

16． 仙骨部に巨大囊腫を形成した神経鞘腫の１例
  和歌山医大整形外科
   舟津　稔博・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・山田　　宏・南出　晃人
   北野　陽二・納田　和博・玉置　哲也
  紀南綜合病院整形外科
   寺尾　賢秀・中川　幸洋
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第358回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年３月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 手術を行った多発性痛風結節の１例
  愛染橋病院整形外科
   鈴木　英介・田中　浩和
  愛染橋病院病理
   藤田　眞幸

２． 大腿骨骨幹部骨折に対する髄内釘手術後に発生した大
腿骨頭壊死症の１例

  国立大阪病院整形外科
   草開　義治・松井　　稔・李　　勝博
   廣島　和夫

３． 分裂膝蓋骨に生じた膝蓋骨骨折
  近畿大整形外科
   冨山　貴司・上野　貢生・大谷　和裕
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋

４． Candida guilliermondii による膝関節炎に対し人工膝
関節置換術（TKA）を行った１例

  和歌山医大整形外科
   舟津　稔博・佐々木俊二・簗瀬　能三
   北野　陽二・坂田　亮介・阪中　淳也
   遠藤　　徹・玉置　哲也

５． 外側半月板前角部より発生した膝関節内囊腫の１例
  関西医大整形外科
   西原　　歩・和田　孝彦・宮島　茂夫
   森本　忠信・小川　亮惠

６． JRA による両膝伸展制限に対し仮骨延長法による変
形矯正を行った１例

  京府医大整形外科
   山本　美幸・大島　康史・金　　郁喆
   日下　義章・平澤　泰介

７． 骨延長・骨短縮術により骨長調整を行った両足第１・
４中足骨短縮症の１例

  兵庫医大整形外科
   井出　雄久・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・奥野　宏昭・釜江　清矢
   圓尾　宗司

８． 特発性長母指伸筋腱皮下断裂の１例
  神戸大整形外科
   島　　直子・田所　　浩・藤岡　宏幸
   濱本　秀樹・角田　雅也・松田　清嗣
   水野　耕作

９． 小指深指屈筋腱皮下断裂の１例
  神戸労災病院整形外科
   河本　旭哉・山崎　京子・藤原　　朗
   栗原　　章・井口　哲弘・佐藤　啓三
   笠原　孝一・萱岡　道泰・西田康太郎
   清原　稔之・丸野　英人

10． モンテジア骨折とガレアッチ骨折の合併例
  国立明石病院整形外科
   前田　啓志・吉田　和也・土井　良一
   大森　　治

11． シートベルト損傷による L4-5 椎間関節脱臼の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

12． Kaneda SR を用いた胸椎前方固定術後１年８ヵ月で
偽性大動脈瘤を合併した１例

  京大整形外科
   太田　英吾・根尾　昌志・松下　　睦
   中村　孝志
  京大心臓血管外科
   塚下　将樹・小山　忠明・米田　正始
  京大総合診療部
   渡辺　　創・高橋　　理

13． PLIF 術後に腰仙椎部高度すべりの再発を来した 
Hajdu-Cheney 型特発性骨溶解症の１例

  大阪医大整形外科
   安井　憲司・小坂　理也・吉良　貞昭
   金　　明博・馬場　一郎・阿部　宗昭

14． 頚椎に発生した硬膜内髄外 hemangioblastoma の１例
  大阪市大整形外科
   豊田　宏光・関　　昌彦・中村　博亮
   小西　定彦・中塚　洋直・山野　慶樹

15． 腓腹筋内に発生した腫瘤型筋サルコイドーシスの１例
  公立神崎総合病院整形外科
   赤浦　潤也・打村　昌一・長野　正憲
   呉　　玉彬・福島　久徳
  神戸大第２病理
   前田　　盛

16． 急性リンパ性白血病に対する同種骨髄移植後に生じた
骨肉腫の１例

  阪大整形外科
   藤本　哲穂・名井　　陽・名和　　巌
   吉川　秀樹
  阪大病理病態学
   浅井　達哉
  阪大小児科
   原　　純一

17． 指尖部に発生した悪性腫瘍の１例
  大阪労災病院整形外科
   前田　邦隆・政田　和洋・吉中　康高
   橋本　英雄・山本利美雄
  国立大阪病院整形外科
   青木　康彰

18． 肩関節直立脱臼の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   柳浦　敬子・鍋島　祐次・安井　慎二
   藤田　郁夫・藤井　英夫
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第359回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年５月13日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 長期透析患者に発生した大腿骨骨幹部骨折の１例
  近畿大整形外科
   福岡　　宏・松村　文典・西岡　栄恵
   大谷　和裕・辻本　晴俊・浜西　千秋

２． Lumbar subdural hematoma の１例
  済生会泉尾病院整形外科
   廣田　　健・中　　紀文・渋谷　高明
   細井波留夫・谷口　暢章・河野　譲二

３． 環状骨端の解離を伴った壮年期腰椎椎間板ヘルニアの
１例

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   松矢　浩暉・東　　隆司・岡田　　順
   北西　正光・長谷川　潔

４． 骨ページェット病に偶発した腰椎椎間板ヘルニアの１
例

  宝塚市立病院整形外科
   木下厳太郎・松本　　学・丸岡　　隆
  兵庫医大整形外科
   楊　　鴻生

５． 腰椎レーザー術後に増悪した腰椎変形すべり症の１治
験例

  市立長浜病院整形外科
   尾立　征一・高橋　　忍・青山　　隆
   嶋　　靖子・石部　達也・鈴木　毅一
   琴浦　良彦・秋山　泰高

６． 第 ５ 腰 椎 に 発 生 し た extrapulmonary small cell 
carcinoma の１例

  兵庫医大整形外科
   阿部　宗樹・夫　　徳秀・青木　康夫
   横山　　浩・荒川　　晃・李　　一浩
   福永　　訓・井出　雄久・麩谷　博之
   圓尾　宗司
  兵庫医大第２病理
   中正　恵二・植松　邦夫

７． 転移性胸椎部硬膜内髄外腫瘍の１例
  市立堺病院整形外科
   白　　鴻成・岸本　成人・飯塚　高弘
   小杉　祐一・藤原　達司
  市立堺病院リハビリ科
   原田　憲正
  市立堺病院病理研究科
   星田　義彦

８． 肺症状を初発とし10年の経過で脊椎転移した血管内
皮腫の１例

  大阪医大整形外科
   大野　克記・金　　明博・小坂　理也
   馬場　一郎・幕谷　　薫・堤　　　啓
   阿部　宗昭
  大阪医大中央検査部病理
   辻　　　求

９． 胸骨に発生した Langerhans cell histiocytosis の１例
  滋賀医大整形外科
   江川　雅章・石澤　命仁・松本　圭司
   井上　康二
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊・茶野　徳宏

10． 上腕骨に発生した脱分化型軟骨肉腫の治療経験
  京府医大整形外科
   立入　久和・井上　敦夫・竹中　信之
   村田　博昭・楠崎　克之・平澤　泰介

11． 足部に発生した骨外性粘液型軟骨肉腫の２例
  兵庫県成人病センター整形外科
   鈴木　　剛・秋末　敏宏・赤松　俊浩
  兵庫県成人病センター病理
   木崎　智彦・指方　輝正

12． 軟部腫瘍と鑑別を要した猫引っ掻き病の２例

13． 右第３中足骨に発生した parosteal lipoma の１例
  国立大阪病院整形外科
   久保　範明・青木　康彰・松峯　昭彦
   家口　　尚・廣島　和夫
  国立大阪病院臨床検査科病理
   河原　邦光

14． ホルネル徴候と腕神経叢麻痺を伴って発症した鎖骨下
動脈瘤の１例

  和歌山医大整形外科
   中尾　慎一・山田　　宏・玉置　哲也
  和歌山医大第一外科
   野口　保蔵・林　　弘樹・内藤　泰顕
  和歌山医大紀北分院
   鈴間　孝臣
  海南市民病院整形外科
   下薗　英史

15． 橈骨頭前方脱臼の１例
  済生会兵庫県病院整形外科
   藤本　卓也・棚瀬　嘉宏・織辺　　隆
   渡辺　康司

16． 母指 CM 関節外傷性脱臼の１例
  中谷整形外科病院
   振角　和利・良川　昌鳳・寺下　徹弥
   田中　浩一・中谷　正臣

17． 手指に発生した石灰沈着性腱炎の１例
  国立明石病院整形外科
   大森　　治・前田　啓志・土井　良一
   吉田　和也

18． Double fingernail の治療経験
  大阪市大整形外科
   榎本　　誠・五谷　寛之・和田麻由子
   寺浦　英俊・山野　慶樹
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19． 大腿骨頭に 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
   上田　祐輔・和田　孝彦・徳永　裕彦
   赤木　繁夫

20． THR を施行した脳性麻痺患者症例の検討
  大阪厚生年金病院整形外科
   北村　卓司・三木　秀宣・増原　建作

21． THR 術後アルミナ骨頭破損を来した１例
  奈良医大整形外科
   上野　岳暁・川手　健次・大村　哲司
   中島　弘司
  京セラバイオセラム事業部
   分部　　泉

22． 大腿骨滑車に発生した膝離断性骨軟骨炎の１例
  宝塚市立病院整形外科
   常深健二郎
  兵庫医大篠山病院整形外科
   山田　　博・松田　泰彦・武藤　　力
   立石　博臣
  河合整形外科
   河合　岳雄

23． 外側膝蓋支帯の肥厚により弾発性に習慣性膝蓋骨亜脱
臼を来した１例

  神戸大整形外科
   田所　　浩・松井　允三・黒坂　昌弘
   水野　耕作

24． 両膝関節離断性骨軟骨炎を合併した Freiberg 病の１例
  市立加西病院整形外科
   乾　　義弘・山田　昌弘・箱木　知也
   金丸　裕一・松本　彰生・矢野　　悟

25． 慢性関節リウマチにみられた下腿巨大滑膜囊腫の１例
  阪大整形外科
   藤本　哲穂・冨田　哲也・名井　　陽
   金子　元春・橋本　　淳・越智　隆弘
   吉川　秀樹

26． 踵骨に発生した骨内脂肪腫の２例
  市立貝塚病院整形外科
   水島　秀幸・古濱　正彦・石井　正悦
   小西　長生・山口　勝之

27． 多発性中足骨頭無腐性壊死を思わせた１例
  大阪社会医療センター整形外科
   松尾　澄治・湊　　康行・小林　章郎
   中田　信昭・石田　俊武

28． 治療に難渋した𦙾骨高位骨切り術後の高度外反膝の１
症例

  京大整形外科
   小林　大輔・中川　泰彰・松末　吉隆
   赤木　将男・中村　孝志
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第360回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年６月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 小児肩関節損傷 Rockwood type Ⅳの１例
  滋賀医大整形外科
   田中　成浩・吉川　玄逸・平岡　誠司
   堀　　克弘
  村上整形外科クリニック
   村上　元庸

２． CREST 症候群の１例
  近畿大整形外科
   朝田　滋貴・辻本　晴俊・大谷　和裕
   上野　貢生・浜西　千秋

３． 人工股関節置換術後に著明な osteolysis を生じた１例
  大阪市大整形外科
   政田　俊明・大橋　弘嗣・格谷　義徳
   小松　　猛・松井　嘉男・山野　慶樹

４． 背側中手動脈を茎とした血管柄付筋筋膜移植にて治療
した右中指基節骨慢性化膿性骨髄炎の１症例

  京大整形外科
   木村　浩明・柿木　良介・原　　忠司
   真多　俊博・浅野　大洋・岡本　　健
   中村　孝志

５． MRI 上関節内腫瘍を疑わせた半月板損傷の１例
  和歌山医大整形外科
   阪中　淳也・佐々木俊二・簗瀬　能三
   山田　　宏・下薗　英史・園部　秀樹
   坂田　亮介・玉置　哲也

６． 𦙾骨遠位部病的骨折に対して骨セメント併用の髄内釘
による患肢温存術を施行した１例

  兵庫医大整形外科
   釜江　清矢・麩谷　博之・厚井　　薫
   岩田　康男・福西　成男・小倉　宏之
   楊　　鴻生・圓尾　宗司

７． 外傷性後𦙾骨筋腱脱臼の１例
  大阪医大整形外科
   岡本　純典・木下　光雄・森川　潤一
   奥田　龍三・阿部　宗昭

８． Infantile cortical hyperostosis の１例
  阪大整形外科
   岩井　貴男・中瀬　尚長・安井　夏生
   越智　隆弘・吉川　秀樹
  井上病院整形外科
   平林　伸治

９． 腰仙部特発性硬膜外脂肪腫症の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   藤井隆太朗・大河内敏行・平尾　　眞
   信貴　経夫・辻野　宏明・大和田哲雄
   米田　　稔
  大阪厚生年金病院病理科
   小林　　曇

10． 脊柱管狭窄を来した第11胸椎椎体血管腫に対する椎
体置換術の１例

  京府医大整形外科
   呉　　尭平・長谷　　斉・小倉　　卓
   大澤　　透・森　　正樹・平澤　泰介

11． 強直性脊椎炎に胸椎脱臼骨折を生じた１例
  田北病院整形外科
   瀬戸　靖史・田北　武彦・井上　恵介
   鈴木　順三・酒井亜紀子
  奈良医大整形外科
   植田百合人・山岡　茂雄・高倉　義典

12． Charcot spine が疑われた腰椎多数回手術例の１例
  国立神戸病院整形外科
   人羅　俊明・黒石　昌芳・鷲見　正敏
   池田　正則・向井　　宏

13． 肩甲上神経麻痺の１例
  関西医大整形外科
   梅田　眞志・斎藤　貴徳・笹井　邦彦
   西原　　歩・小川　浩司・赤木　繁夫
   小川　亮惠

14． 骨片を伴った腱板表層不全断裂の１例
  奈良医大整形外科
   相澤　智紀・冨田　恭治・辰巳　英章
   芳谷　和洋・高倉　義典
  恵生会病院整形外科
   杉山　友悦・永野　龍生

15． 鉤状突起偽関節手術により治療した肘関節不安定症の
１例

  神戸大整形外科
   田中　浩一・角田　雅也・藤岡　宏幸
   水野　耕作
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第361回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年７月22日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 殿部に発生した巨大類上皮囊腫の１例
  神戸大整形外科
   藤井　　剛・山本　哲司・西川　哲夫
   丸井　　隆・水野　耕作

２． 上腕骨遠位骨幹端に発生し肘関節屈曲制限を来した骨
軟骨腫の１例

  大阪医大整形外科
   大野　克記・岡本　雅雄・植田　直樹
   馬場　一郎・阿部　宗昭

３． 上腕骨骨内脂肪腫の１例
  市立枚方市民病院整形外科
   田村　滋規・武田　勝雄・森下　　忍
   長岡　孝恭・永山宗一郎・嶋　　洋明

４． 神経症状を呈した脊柱管内滑膜囊腫（juxta-facet cyst）
の２例

  大阪労災病院整形外科
   中村　茂子・宮内　　晃・鈴木　省三
   岩崎　幹季・山本利美雄

５． 転移性多発脊椎腫瘍を思わせた高月病（Crow-Fukase 
syndrome）の１例

  近畿大整形外科
   山口　博史・西崎　栄恵・熊野　文雄
   浜西　千秋

６． 頚椎における juxtafacet cyst の１例
  京大整形外科
   井上　茂亮・松下　　睦・根尾　昌志
   中村　孝志
  京大病理部
   中嶋　安彬
  京都市立病院整形外科
   伊藤　隆司

７． 掌蹠膿疱症に伴った脊椎炎の１例
  兵庫医大整形外科
   荒川　　晃・夫　　徳秀・青木　康夫
   横山　　浩・福西　成男・李　　一浩
   糸原　　仁・福永　　訓・小倉　宏之
   米田　信介・清野　大輔・山際　得益
   圓尾　宗司

８． 石灰沈着性長頚筋炎の１例
  市立枚方市民病院整形外科
   嶋　　洋明・武田　勝雄・森下　　忍
   長岡　孝恭・永山宗一郎・田村　滋規

９． 難治性カンジダ脊椎炎に対し後方 instrumentation を
施行した１例

  関西医大整形外科
   岡本　尚史・加藤　勇司・斎藤　貴徳
   笹井　邦彦・赤木　繁夫

10． 椎体病変を伴う頚部砂時計腫の２例
  阪大整形外科
   野村　興一・金澤　淳則・佐藤　　巌
   和田　英路・向井　克容・米延　策雄
   越智　隆弘・吉川　秀樹

11． 遊離広背筋皮弁移植による再建を行った Werner 症候
群の足関節部潰瘍の１例

12． 母趾末節骨に発生した類骨骨腫の１例
  奈良医大整形外科
   飯田　昭夫・門野　邦彦・谷口　　晃
   芳谷　和洋・田中　康仁・高倉　義典

13． 多中心性細網組織球症に生じた膝関節炎の鏡視所見
  大阪市大整形外科
   松井　嘉男・油谷　安孝・乾　健太郎
   山野　慶樹
  大阪市大第２内科
   後藤　仁志

14． 最近経験した肩腱板腱内断裂の２症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   小畠　昌規・米田　　稔・福島　　直
   和田麻由子・冨士　武史
  関目病院整形外科
   宮崎　義雄

15． 高位頚骨骨切り術後の高度外反膝に対し人工膝関節全
置換術（TKA）を行い腓骨神経麻痺を来した１例

  滋賀医大整形外科
   谷口　一行・井上　康二・牛山　敏夫
   平岡　誠二・牛窪　成雄

16． 一過性大腿骨頭骨萎縮症が両側に生じた１例
  京府医大整形外科
   松井　隆明・久保　俊一・上島圭一郎
   浅野　武志・平澤　泰介

17． 人工骨頭置換術で骨セメント挿入後心停止を起こした
１例

  市立岸和田市民病院整形外科
   橋口　淳一・脇田　重明・新井　達也
   大谷　　茂・若林　　英・池田　一博
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第362回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年９月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 第５頚椎棘突起に生じた骨軟骨腫の１例
  奈良医大整形外科
   宮崎　　潔・小泉　宗久・植田百合人
   松山　悦啓・吉川　隆章・高倉　義典

２． 大腿骨線維性骨異形成に対する骨延長の２例
  大阪市大整形外科
   洲鎌　　亮・西村　典久・北野　利夫
   青野　勝成・笹岡　隆一・河合　秋典
   山野　慶樹
  PL 病院整形外科
   松倉　　登

３． 第２世代 bipolar 型人工骨頭置換術の inner bearing 破
損の１例

  神戸大整形外科
   李　　相亮・西川　哲夫・三枝　康宏
   新倉　隆宏・水野　耕作

４． 人工膝関節置換術後に一過性片麻痺を生じた１例
  京府医大整形外科
   小藤　和孝・高井　信朗・小林　政史
   金光　京石・平澤　泰介
  京都九条病院整形外科
   吉野　信之

５． 胸腰椎前方固定術３例の合併症検討
  厚生会第一病院整形外科
   二見　国彦・大西　俊輝・広沢　成明
   渡部　貴士・名村　臣夫

６． 特異な臨床像を呈した長期透析患者の腰椎病変の２手
術例

  和歌山医大整形外科
   遠藤　　徹・山田　　宏・安藤　宗治
   川上　　守・玉置　哲也

７． 両下肢弛緩性麻痺を呈した巨大な脊髄空洞症の１例
  滋賀医大整形外科
   三村　朋大・猿橋　康雄・勝浦　章知
   井上　康二
  マキノ病院整形外科
   浅嶌　周造

８． 仙骨脊索腫の１例
  京都市立病院整形外科
   小島　　央・池永　　稔・四方　實彦
   田中　千晶・高橋　　真・三原　一志
   竹本　　充・野澤　　聡・伊藤　隆司
  京都市立病院臨床検査科
   嶋田　俊秀

９． 膝蓋骨骨折ギプス除去後に生じた肺塞栓症の１例
  八尾徳州会総合病院整形外科
   西原　　歩・東　　隆司・岡田　　順
   北西　正光・長谷川　潔
  八尾徳州会総合病院内科
   瓜生　恭章・福田　　貢

10． 健康成人に発症し鏡視下洗浄ドレナージにより治療し
た化膿性股関節炎の１例

  京大整形外科
   小田　竜治・清水　　真・田村　治郎
   松末　吉隆・中村　孝志
  関西医大整形外科
   飯田　寛和

11． 両側軸前性多趾症の１例
  関西医大整形外科
   佐々木万弓・中村　誠也・赤木　繁夫
   飯田　寛和

12． 肘内側側副靱帯再建を要した後方型野球肘の２例
  兵庫医大整形外科
   中村　佳照・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・奥野　宏昭・京　　文靖
   田口　　晋・森本さやか・圓尾　宗司

14． 外傷後30年経過し発症した小指屈筋腱断裂の１例
  近畿大整形外科
   西村　章朗・大谷　和裕・辻本　晴俊
   福田　寛二・浜西　千秋

15． 母指中手骨に発生し診断に難渋した giant cell reparative 
granuloma（GCRG）の１例

  大阪医大整形外科
   糟谷　彰宏・植田　直樹・馬場　一郎
   岡本　雅雄・堤　　　啓・阿部　宗昭



- 486 -

第363回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年10月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 頚椎髄膜から発生した mesenchymal chondrosarcoma 
の１例

  京大整形外科
   笠原　俊幸・根尾　昌志・松下　　睦
   中村　孝志
  京大病理学
   中嶋　安彬
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  国立京都病院整形外科
   清水　和也・廣島　芳城

２． 頚椎脊柱管内囊腫の１例
  市立長浜病院整形外科
   嶋　　靖子・高橋　　忍・琴浦　良彦
   鈴木　毅一・石部　達也・青山　　隆
   新井　隆三・秋山　泰高

３． 環軸椎骨性隆起により脊髄症状を呈した１例
  関西医大整形外科
   村田　　実・笹井　邦彦・赤木　繁夫
   梅田　眞志・斉藤　貴徳・加藤　勇司
   飯田　寛和

４． ナビゲーションシステムを用いて行った Magerl 法の
２例

  和歌山医大整形外科
   筒井　俊二・川上　　守・安藤　宗治
   簗瀬　能三・山田　　宏・山口　耕史
   玉置　哲也

５． Horner 症候群を呈した胸髄砂時計腫の１例
  神戸大整形外科
   星野　祐一・土井田　稔・丸井　　隆
   宮田　啓介・水野　耕作
  神戸大第２外科
   山本　英博
  兵庫県立成人病センター呼吸器外科
   坪田　紀明

６． 脊椎全摘術後偽関節に salvage operation を行った１例
  兵庫医大整形外科
   清野　大輔・夫　　徳秀・青木　康夫
   横山　　浩・福西　成男・李　　一浩
   荒川　　晃・糸原　　仁・福永　　訓
   小倉　宏之・米田　信介・山際　得益
   圓尾　宗司

７． 仙骨に生じた insufficiency fracture の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   藤井隆太朗・杉本　端生・正富　　隆
   米田　　稔・冨士　武史

８． 距骨後外側に生じた肉芽腫に対する経腓骨的自家骨軟
骨移植の１例

  阪大整形外科
   立石　耕介・濱田　雅之・中田　　研
   中村　憲正・鳥塚　之嘉・前　　達雄
   名井　　陽・上田　孝文・吉川　秀樹

９． 橈骨骨幹部骨折変形治癒後に橈骨頭脱臼を生じた１例
  大阪府済生会中津病院整形外科
   大田　陽一・吉中　康高・北野　公造
   宮脇　裕二

10． 足背動脈瘤の治療経験
  奈良医大整形外科
   前川　尚宜・山内　　亨・小畠　康宣
   畠中　　渉・飯田　昭夫・矢島　弘嗣
   高倉　義典

11． 深腓骨神経麻痺を合併した𦙾・腓骨遠位骨端線離開の
１例

  大阪医大整形外科
   安田誠一郎・奥田　龍三・常徳　　剛
   森川　潤一・木下　光雄・阿部　宗昭

12． 肩甲骨頚部に生じた骨内ガングリオンの１例
  滋賀医大整形外科
   西村　一郎・石澤　命仁・江川　雅章
   平岡　誠司・井上　康二
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊・九嶋　亮治・茶野　徳宏

13． 成人三角筋拘縮症の１例
  洛西シミズ病院整形外科
   北野　　直・石津　恒彦・田村　竜一
   吉良　貞政・佐藤　　敦・大野　克記

14． 慢性関節リウマチによる高度内反変形膝の３症例
  京府医大整形外科
   牧　　昌弘・日下　義章・小林　政史
   徳永　大作・平澤　泰介

15． Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation
（Nora’s lesion）の１例

  京都市立病院整形外科
   野澤　　聡・高橋　　真・四方　實彦
   田中　千晶・池永　　稔・三原　一志
   竹本　　充・小島　　央・伊藤　隆司
  京都市立病院臨床検査科病理
   嶋田　俊秀・鷹巣　晃昌

16． 多発性神経鞘腫の１例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・西岡　栄恵・上野　貢生
   山口　博史・浜西　千秋
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第364回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年11月25日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 膝関節内側半月板ガングリオンの２例
  関西医大整形外科
   鈴木　史和・宮島　茂夫・森本　忠信
   飯田　寛和

２． 難治性頬部膿瘍を合併した多発性慢性骨髄炎の１例
  京大整形外科
   坂本　昌宏・松末　吉隆・小池　和広
   中川　泰彰・中村　孝志
  京大病理部
   北市　正則・中嶋　安彬

３． 術中脊髄機能モニタリングによりサブラミナルワイ
ヤーの折損を診断し得た１例

  和歌山医大整形外科
   高見　正成・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・山田　　宏・西浦　弘晃
   岩崎　　博・野村　和教・筒井　俊二

４． 長期間放置された外傷性肩関節後方脱臼に対して 
glenoid osteotomy を施行した１例

  阪大器官制御外科
   柏井　将文・宮本　隆司・乾　　浩明
   菅本　一臣・吉川　秀樹

５． 肩甲脊椎骨を伴う Sprengel 変形の１例

６． 前脛骨動静脈を血管茎とした血管柄付き腓骨頭移植術
の１例

  奈良医大整形外科
   花房　寛典・矢島　弘嗣・朴木　寛弥
   小畠　康宣・山内　　亨・森下　　亨
   高倉　義典

７． 第１肋骨疲労骨折の１例
  神戸大整形外科
   松本　知之・藤田　健司・角田　雅也
   水野　耕作
  益子整形外科
   益子　秀久

８． 爪下外骨腫の１例
  近畿大整形外科
   西村　章朗・上野　貢生・熊野　文雄
   西岡　栄恵・松村　文典・浜西　千秋

９． 再置換術後に骨折を生じた Omniflex 型人工股関節置
換術の１例

10． 長期にわたり慢性関節リウマチとして治療を受けてい
た CPPD 膝関節症の２症例

  兵庫医大整形外科
   田口　　晋・楊　　鴻生・厚井　　薫
   岩田　康男・麩谷　博之・福西　成男
   福永　　訓・釜江　清矢・中村　佳照
   李　　潤基・圓尾　宗司

11． Iliopsoas bursitis を伴ったリウマチ性多発筋痛症の１
例

  滋賀医大整形外科
   西村　一郎・谷　　仁孝・堀　　克弘
   牛山　敏夫・井上　康二
  村上整形外科クリニック
   村上　元庸

12． 両側膝蓋骨再戻性脱臼の１例　̶腰野分類̶
  西脇市立西脇病院整形外科
   寺島　康浩・園田　万史・廣野　正邦
   伊藤　　淳

13． 胸腔鏡視下に傍脊椎腫瘤を摘出し得たダンベル型髄膜
腫の１例

  大阪市大整形外科
   鈴木　亨暢・中村　博亮・小西　定彦
   星　　　学・辻尾　唯雄・箕田　行秀
   徳原　善雄・中村　信之・山野　慶樹
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第365回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成12年12月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． セメントロッドとイリザロフ創外固定を併用した大腿
骨感染性偽関節の１例

  大阪医大整形外科
   北原　義大・白井　久也・吉村　弘治
   岡本　雅雄・植田　直樹・阿部　宗昭

２． 骨髄腫症に発生した両側大腿骨頚部骨折の１例
  関西医大整形外科
   西原　　歩・和田　孝彦・加藤　勇司
   徳永　裕彦・飯田　寛和
  関西医大病理学部
   植村　芳子

３． Occlusion balloon を用いて救命しえた骨盤骨折の１例
  大阪府三島救命救急センター
   安井　憲司・坪井　競三・藤本　勝久
   中岡　伸哉・冨士原　彰

４． 肩関節外転機能を温存しえた肩甲骨体部発生の２次性
軟骨肉腫の１例

  和歌山医大整形外科
   宮本　　選・大浦　晴夫・南　　晋司
   簗瀬　能三・玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   木下　裕文

５． Oberlin 法を用いて遊離薄筋移植術を行い肘関節屈曲
機能を獲得した陳旧性上位型腕神経叢損傷の１症例

  京大整形外科
   柿本　良介・石川　正洋・中村　孝志
  京都専売病院整形外科
   真多　俊博
  玉造厚生年金病院整形外科
   小林　大輔

６． 肩甲脊椎骨を伴う Sprengel 変形の１例
  京府医大整形外科
   井上　敦夫・堀井　基行・金　　郁喆
   平澤　泰介

７． 3D-CT（volume rendering method）による手部の腱
描出が術前評価に有用であった２例

  洛西シミズ病院整形外科
   大野　克記・石津　恒彦・田村　竜一
   吉良　貞政・佐藤　　敦・北野　　直

８． Hadju-Cheney 症候群に合併した伸筋腱皮下断裂の１例
  神戸大整形外科
   林　　申也・藤岡　宏幸・石田　一成
   国分　　毅・水野　耕作

９． 特発性若年性骨粗鬆症の１例
  加古川市民病院整形外科
   鈴木　　剛・北澤　久也・北川　　篤
   前澤　範明

10． 頚椎血管腫に対する vertebroplasty の治療経験
  兵庫医大整形外科
   足立　　克・荒川　　晃・夫　　徳秀
   横山　　浩・青木　康夫・李　　一浩
   小倉　宏之・圓尾　圭史・米田　信介
   山際　得益・宇多　優吾・圓尾　宗司

11． Interventional MR ガイド下に穿刺した頚椎硬膜内囊
腫状病変の１例

  滋賀医大整形外科
   上中　一泰・勝浦　章知・浅嶌　周造
   猿橋　康雄・堀　　克弘・井上　康二

12． カンジダによる腰椎椎間板炎の１例
  奈良県立五條病院整形外科
   横井　一之・中垣　公男・桶田　正成
   松永　　潔

13． 人工股関節再置換術例における抜去ジルコニア骨頭の
摺動面性状の検討

  阪大整形外科
   岡　久仁洋・菅野　伸彦・西井　　孝
   坂井　孝司・原口　圭司・西原　俊作
   萩尾　佳介・岸田　友紀・吉川　秀樹

14． TKA 後術後非外傷性に膝蓋骨骨折を生じた RA の１
例

  近畿大整形外科
   新山　文夫・大谷　和裕・松村　文典
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋

15． 癒合部骨化と症状出現の経過を確認できた距踵間癒合
症の１例

  奈良医大整形外科
   片山　　健・田中　康仁・門野　邦彦
   谷口　　晃・花房　寛典・高倉　義典
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第366回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年１月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 胸髄脂肪腫の１例
  奈良医大整形外科
   玉井　克弥・吉川　隆章・植田百合人
   竹嶋　俊近・小泉　宗久・高倉　義典

２． THA 施行時に使用した cup supporter の有用性
  大阪医大整形外科
   広藤　真司・南　　昌宏・大原　英嗣
   中島　幹雄・阿部　宗昭

３． 多発性脊髄・馬尾神経鞘腫の検討
  関西医大整形外科
   田井　礼子・赤木　繁夫・加藤　勇司
   斉藤　貴徳・笹井　邦彦・飯田　寛和

４． アダマンチノーマを疑われた橈骨骨腫瘍の１例
  大阪市大整形外科
   金城　養典・青野　勝成・寺浦　英俊
   笹岡　隆一
  大阪市大臨床病理部
   若狭　研一・八幡　朋子

５． 上腕骨，鎖骨，肩峰に多発した血管内皮腫の１例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・西岡　栄恵・山口　博史
   上野　貢生・松村　文典・福田　寛二
   浜西　千秋

６． 多発性外骨腫に続発した腸骨軟骨肉腫の１症例
  京大整形外科
   伊藤　裕美・戸口田淳也・坪山　直生
   柿木　良介・村上　　弘・中村　孝志
  京都専売病院整形外科
   真多　俊博
  関西医大整形外科
   飯田　寛和

７． 骨外性骨軟骨腫を伴った稀な外反母趾の１例
  京府医大整形外科
   松本　憲和・野口　昌彦・生駒　和也
   橋口　　律・楠崎　克之・平澤　泰介

８． 治療に難渋した MRSA 感染性仙骨部，坐骨部褥瘡の
治療経験

  松下記念病院整形外科
   甲斐　史敏・玉井　和夫・小橋　裕明
   八田陽一郎・藤井　敏之・藤岡　幹浩

９． Chiari 骨盤骨切り術後に股関節強直を来した１例
  兵庫医大整形外科
   李　　潤基・厚井　　薫・楊　　鴻生
   岩田　康男・麩谷　博之・福西　成男
   中村　佳照・田口　　晋・圓尾　宗司
  兵庫医大篠山病院整形外科
   立石　博臣

10． 急速破壊型股関節症を呈した acromegaly の１例
  滋賀医大整形外科
   奥村　法昭・牛山　敏夫・谷　　仁孝
   江川　雅章・井上　康二
  村上整形外科クリニック
   村上　元庸

11． 骨破壊を伴わずに手関節掌側脱臼をきたした慢性関節
リウマチの１例

  阪大整形外科
   北　　圭介・森友　寿夫・島田　幸造
   冨田　哲也・鳥塚　之嘉・吉川　秀樹
   越智　隆弘

12． 左鎖骨骨折観血的整復固定術後に腕神経叢損傷と循環
障害を呈した１例

  奈良県立奈良病院整形外科
   成川　功一・石田　仁志・村井　　聡
   原納　明博・宮内　義純
  水本整形外科
   水本　　茂

13． 舟状骨病的骨折の１例
  和歌山医大整形外科
   阿部　唯一・谷口　泰徳・簗瀬　能三
   玉置　哲也

14． ACTH 産生性下垂体腺腫に続発した大腿骨頭壊死症
の１例

  社保神戸中央病院整形外科
   浦出　英則・青芝　秀幸・河合　生馬
   岡田　　哲・奥田　良樹

15． 骨端線を越えた Brodie 骨膿瘍の１例
  神戸大整形外科
   原　　仁美・林　　申也・丸井　　隆
   山本　哲司・黒坂　昌弘・水野　耕作
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第367回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年２月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 外傷後に発生した膝前十字靱帯内ガングリオンの１例
  神戸大整形外科
   角谷賢一朗・松井　允三・柳浦　敬子
   山本　哲司・黒坂　昌弘・水野　耕作

２． 膝靱帯術後に高度屈曲拘縮を生じ TKA を施行した１例
  京都大整形外科
   福田　明伸・松末　吉隆・中川　泰彰
   大西　　勉・中村　孝志
  京都大理学療法部
   神先　秀人

３． 全人工股関節置換術後に真菌感染を合併した１例
  大阪市大整形外科
   伊達　優子・中川　　滋・大橋　弘嗣
   格谷　義徳・中野　和子・河合　秋典
   小松　　猛・巽　　一郎・山野　慶樹

４． Bipolar 型人工骨頭置換術後に inner head の脱臼をき
たした２例

  近畿大整形外科
   西村　章朗・上野　貢生・辻本　晴俊
   福田　寛二・浜西　千秋

５． 人工膝関節再置換術後モジュラーステムの固定スク
リューが関節内に脱落した症例

  関西医大整形外科
   鈴木　史和・森本　忠信・宮島　茂夫
   飯田　寛和

６． 特発性距骨壊死に対する人工距骨置換術の１例
  奈良医大整形外科
   野々下　博・高倉　義典・田中　康仁
   門野　邦彦・谷口　　晃・重松　浩司
   河村　健二

７． 異所性骨に発生した骨肉腫の１例
  大阪大整形外科
   藤本　哲穂・名井　　陽・城山　　晋
   上田　孝文・吉川　秀樹

８． 環軸椎にみられた骨増殖性病変の１例
  和歌山医大整形外科
   遠藤　　徹・川上　　守・西浦　弘晃
   北野　陽二・岩崎　　博・玉置　哲也
  北裏病院整形外科
   青木　雅昭

９． 根性坐骨神経痛を来した脊柱管内ガスヘルニアの経験
  京府医大整形外科
   井上　敦夫・小倉　　卓・長谷　　斎
   大澤　　透・平澤　泰介

10． 腕神経叢麻痺を合併した小児軸椎歯突起骨折の１例
  近江八幡市民病院整形外科
   西垣　泰典・植村　　理・陳　　宗雅
   田村　裕二・水谷　昭陽

11． 腰椎椎間関節に偽痛風発作を生じた１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   藤代　高明・鍋島　祐次・安井　慎二
   藤田　郁夫・藤井　英夫

12． Dysplastic spinal canal stenosis の１症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   藤井隆太朗・大和田哲雄・石川　昌彦
   信貴　経夫・金澤　淳則・冨士　武史

13． 体操選手の舟状骨疲労骨折の１例
  兵庫医大整形外科
   山際　得益・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・奥野　宏昭・清野　大輔
   李　　潤基・圓尾　宗司

14． 多数回の骨折に対し保存的治療を行った Menkes 病の
１例

  大阪医大整形外科
   藤原　憲太・岡本　雅雄・大原　英嗣
   瀬本　喜啓・阿部　宗昭
  大正病院整形外科
   吉村　弘治

15． Madelung 変形に対し矯正骨切り術を施行した dyschon-
drosteosis の１例

  滋賀医大整形外科
   奥村　法昭・牛窪　成雄・猿橋　康雄
   江川　雅章・井上　康二
  甲西リハビリ病院
   田中　成浩

16． Suture anchor を利用した上腕二頭筋遠位皮下断裂の
１手術例

  市立貝塚病院整形外科
   石井　正悦・井上　　剛・太田　一威
   辻野　宏明・山口　勝之

17． 小菱形骨骨折の１例
  中谷整形外科病院
   人羅　俊明・良川　昌鳳・樫本　秀好
   島　　直子・中谷　正臣

18． 若年女性に発生した鎖骨下静脈血栓症（Paget-
Schroetter 症候群）の１症例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   行方　雅人・秋田　鐘弼・河井　秀夫
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第368回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年３月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 急速に股関節破壊をきたした慢性関節リウマチの２例
  大阪大整形外科
   村井　純子・大鶴　　聰・橋本　　淳
   冨田　哲也・越智　隆弘・吉川　秀樹
  国立大阪病院整形外科
   大園　健二
  ガラシア病院整形外科
   藤井　昌一・南平　昭豪

２． 手術を施行した平山病の１例
  関西医大整形外科
   佐々木万弓・斎藤　貴徳・赤木　繁夫
   加藤　勇司・笹井　邦彦・小串むつみ
   中東　康純・飯田　寛和

３． 硬膜および椎弓を穿破した胸腰移行部巨大神経鞘腫の
１例

  兵庫医大整形外科
   圓尾　圭史・青木　康夫・李　　一浩
   横山　　浩・夫　　徳秀・荒川　　晃
   釜江　清矢・足立　　克・圓尾　宗司
  兵庫医大第２病理学教室
   西上　隆之

４． アキレス腱付着部断裂の１例
  中町赤十字病院整形外科
   中路　教義・伊藤研二郎・長尾　憲孝

５． 慢性に経過した巨大な筋膜間血腫の１症例
  三田市民病院整形外科
   本間　大介・芝　　昌彦・大野　　修
   橋本　　靖・小村　　孝・横井　敦子

６． 疼痛の鑑別に難渋した骨ページェット病の１例
  大阪市大整形外科
   金城　養典・乾　健太郎・油谷　安孝
   小西　定彦・山野　慶樹
  大阪市大第二内科
   後藤　仁志

７． 高度頚椎後弯変形（首下がり）に脊髄症状を合併した
症例の治療経験

  京都大整形外科
   田中耕次郎・坂本　昌宏・根尾　昌志
   松下　　睦・中村　孝志
  吉川病院整形外科
   松村　拓郎・吉川　順介

８． 頚部軟部組織転移により四肢麻痺を呈した前立腺癌の
１例

  大阪医大整形外科
   安井　憲司・馬場　一郎・金　　明博
   小坂　理也・阿部　宗昭

９． 脛骨近位骨端線離開の１例
  新日鐡広畑病院整形外科
   藤本　卓也・二宮　裕樹・宮　　秀俊
   西山　隆之・田中　和具

10． 外傷後の骨端線部分早期閉鎖に対して骨性架橋切除を
行った１例

  京府医大整形外科
   吉田　敦彦・金　　郁喆・土田　雄一
   川村　和哉・平澤　泰介

11． Transient osteoporosis の１例　̶ transient migratory 
osteoporosis ̶

  大阪厚生年金病院整形外科
   有田　勲生・山崎　　聡・増原　健作
   藤井隆太朗・冨士　武史

12． 上腕骨遠位端転移性骨腫瘍に対する HMRS システム
の使用経験

  奈良医大整形外科
   野々下　博・森下　　亨・朴木　寛弥
   高倉　義典

13． 軟部腫瘍における Interventional MR 下針生検の経験
  滋賀医大整形外科
   江川　雅章・石澤　命仁・奥村　法昭
   井上　康二
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

14． 骨血管腫に続発した血管肉腫の１例
  神戸大整形外科
   名倉　一成・山本　哲司・柳浦　敬子
   丸井　　隆・水野　耕作
  新須磨病院整形外科
   岩崎　安伸

15． 壊疽性膿皮症の１例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・朝田　滋貴・熊野　文雄
   福田　寛二・浜西　千秋

16． 小児にみられたサルモネラによる筋肉内腫瘍の１例
  和歌山医大整形外科
   中尾　慎一・佐々木俊二・大浦　晴夫
   河合　将紀・玉置　哲也
  和歌山医大小児科
   崎山美知代
  新宮市立市民病院整形外科
   安藤　宗治
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第369回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年５月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 家族内に発生した多発性離断性骨軟骨炎の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   前野耕一郎・打村　昌一・長野　正憲
   呉　　玉彬・福島　久徳

２． Farber 病における骨関節病変　̶１手術例における
検討から̶

  大阪府立成人病センター整形外科
   前田　一哉・荒木　信人
  大阪大整形外科
   中瀬　尚長・森友　寿夫・松井　好人
   平林　伸治・名井　　陽・吉川　秀樹
  信州大整形外科
   海渡　貴司

３． 両手指に多発性に出現した tumorous calcinosis の１例
  吹田市民病院整形外科
   石上　仁丸・石山　昭二・金　　光成
   後藤　　晃・淵矢　剛司・美馬　　弘
   中村　俊之・門脇　　徹
  河村病院
   河村　禎人
  国立大阪病院
   田野　確郎

４． 多発性痛風結節の１例
  京府医大整形外科
   松本　憲和・生駒　和也・徳永　大作

５． 減量により縮小した硬膜外脂肪腫症の１例
  大阪警察病院整形外科
   藤原　達司・原田　武雄・三木　秀賢
   小畠　秀人・寺田　幸生・妻木　範行
   中井　　毅・垣内　雅明

６． 診断に難渋した肩関節結核の１症例

７． 感染によると思われた drooping shoulder の１例
  滋賀医大整形外科
   堀　　克弘・吉川　玄逸・村上　元庸
   平岡　誠司・田中　成浩・石澤　命仁
   松末　吉隆

８． 最近経験した各種原因による化膿性股関節炎症例の検
討

  和歌山県立医大整形外科
   簗瀬　能三・松崎　公作・佐々木俊二
   南　　晋司・河合　将紀・山口　耕史
   玉置　哲也

９． 観血的加療を行った化膿性仙腸関節炎の１例
  京都市立病院整形外科
   竹本　　充・四方　實彦・田中　千晶
   池永　　稔・高橋　　真・三原　一志
   小島　　央・伊藤　隆司・永野　昭仁

10． 大腿骨全置換術後の MRSA 感染症に対して抗生剤混
入骨セメントが有用であった１例

  兵庫医大整形外科
   森本さやか・麩谷　博之・小倉　宏之
   岡山　明洙・楊　　鴻生・厚井　　薫
   岩田　康男・福西　成男・圓尾　宗司

11． 破損をきたしたオーダーメード人工膝関節置換術の１
例

  近畿大整形外科
   王　　正道・福岡　　宏・赤城　将男
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋

12． Epineural ganglion による足根管症候群の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   南　　公人・秋末　敏宏・松本　圭司
  兵庫県立成人病センター病理
   木崎　智彦・指方　輝正

13． 月状骨および有頭骨骨折を同時にきたした１例
  神戸大整形外科
   飛田　祐一・角田　雅也・宮田　啓介
   藤岡　宏幸・黒坂　昌弘

14． 有頭骨骨折に有鈎骨骨折を合併した１例
  中谷整形外科病院
   島　　直子・良川　昌鳳・樫本　秀好
   人羅　俊明・中谷　正臣

15． 脊髄造影検査後に髄膜脳炎を呈した１例
  京都市立病院整形外科
   小島　　央・池永　　稔・四方　實彦
   田中　千晶・高橋　　真・三原　一志
   竹本　　充・伊藤　隆司・永野　昭仁
  京都市立病院神経内科
   水田　治男

16． 骨形成不全症に伴う脊柱変形に後方固定術を行った１
例

  大阪医大整形外科
   小坂　理也・瀬本　喜啓・里見　裕子
   阿部　宗昭

17． 椎間関節の骨破壊を伴った RA 腰椎辷り症の１例
  国立神戸病院整形外科
   西原　寛玄・黒石　昌芳・鷲見　正敏
   向井　　宏・池田　正則
  国立神戸病院研究検査科
   中村　哲也

18． 生体肝移植後に発生した下腿骨骨折の１例
  京都大整形外科
   富友　　宏・田村　治郎・清水　　真
   石川　正洋・中村　孝志
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19． SLE に合併した膝蓋腱皮下断裂の１例
  奈良県立医大整形外科
   飯田　昭夫・幅田　　孝・山岡　茂雄
   高倉　義典
  ティッシュエンジニアリング研究センター
   大串　　始

20． SLE に合併した多発性骨壊死症の１例
  関西医大整形外科
   松矢　浩暉・徳永　裕彦・和田　孝彦
   飯田　寛和
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第370回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年６月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 特発性頚椎硬膜外血腫の１例
  関西医大整形外科
   中村　知寿・加藤　勇司・笹井　邦彦
   赤木　繁夫・斉藤　貴徳・飯田　寛和

２． 術後固定隣接部での後弯変形が進行した先天性側弯症
の１例

  国立大阪南病院整形外科
   金子　徳寿・米延　策雄
  阪大大学院医学研究系器官制御外科
   佐藤　　巌・向井　克容・細野　　昇
   吉川　秀樹

３． 腰椎黄色靱帯石灰化症の２例
  滋賀医大整形外科
   上中　一泰・猿橋　康雄・勝浦　章知
   堀　　克弘・松末　吉隆
  草津総合病院整形外科
   宮原健一郎
  能登川病院整形外科
   森本　　茂

４． 後頭－胸椎固定を要した透析性脊椎症頚椎病変の１例
  兵庫医大整形外科
   蔭山　敬久・李　　一浩・夫　　徳秀
   横山　　浩・青木　康夫・荒川　　晃
   釜江　清矢・李　　潤基・足立　　克
   岩田　康男・圓尾　宗司

５． クッシング病に合併した大腿骨頭壊死に対して大腿骨
頭回転骨切り術を施行した１例

  和歌山医大整形外科
   岩田　勝栄・松崎　交作・簗瀬　能三
   山田　　宏・南　　晋司・宮本　　選
   玉置　哲也

６． 化膿性股関節炎をきたしたアトピー性皮膚炎小児患者
の１例

  近畿大整形外科
   上田　晃久・熊野　文雄・赤木　将男
   浜西　千秋

７． 長距離走選手に対する外反母趾の治療経験
  神戸大整形外科
   星野　祐一

８． Metal back socket の wear-through による metallosis 
の１例

  奈良医大整形外科
   森本　光俊・川手　健次・大村　哲司
   高倉　義典
  平成記念病院整形外科
   定　　直行・河村　健二
  済生会御所病院整形外科
   中山正一郎・亀田　光二

９． TKA 術後再置換術を施行した２症例
  垣谷会明治橋病院整形外科
   田中　康志・野瀬　　優・梅原　　滋
  宝生会 PL 病院整形外科
   松倉　　登

10． 神経移植により加療した副神経損傷の２例
  京府医大整形外科
   白数健太郎・岡島誠一郎・土田　雄一

11． 足関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の１例
  市立加西病院整形外科
   木下　恵祐・山田　昌弘・箱木　知也
   金丸　裕一・松田　清嗣・矢野　　悟

12． 高脂血症に伴った骨内黄色腫の１例
  社保神戸中央病院整形外科
   浦出　英則・青芝　秀幸・河合　生馬
   岡田　　哲・奥田　良樹

13． Melorheostosis の１例
  大阪市大整形外科
   豊田　宏光・山北　真也・吉田　　拓
   伊藤　陽一・乾　健太郎・小池　達也
   山野　慶樹

14． 骨肉腫の再発を疑った背部腹壁外デスモイドの１例
  大阪医大整形外科
   浅井　　靖・植田　直樹・馬場　一郎
   堤　　　啓・阿部　宗昭
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第371回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年７月28日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 尺骨神経管より末梢における尺骨神経深枝麻痺の１例
  兵庫医大整形外科
   米田　信介・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・常深健二郎・足立　　克
   井上　真一・圓尾　宗司

２． 第12胸椎再発性巨細胞腫に対する人工椎体使用再建
術の１例

  京府医大整形外科
   本城　邦晃・長谷　　斉・楠崎　克之
   小倉　　卓・大澤　　透・森　　正樹
   寺内　　竜・白数健太郎

３． 頚椎に発生した脊索腫の１例
  奈良医大整形外科
   中村　昭文・小泉　宗久・吉川　隆章
   飯田　　仁・佐藤　誠久・大田　大良
   植田百合人・高倉　義典

４． 先天性膝蓋大腿関節癒合を伴った膝関節屈曲拘縮の１
例

  大阪市大整形外科
   田村　隆典・北野　利夫・笹岡　隆一
   政田　俊明・細見　　僚・今井　祐紀
   山野　慶樹

５． 中指基部に発生した巨大血管平滑筋腫（vascular 
leiomyoma）の１例

  阪大整形外科
   榎原　良一・森友　寿夫・村瀬　　剛
   名井　　陽・上田　孝文・吉川　秀樹
  阪大病理病態学
   冨田　裕彦・青笹　克之

６． 第５中手骨に生じ再建術を要した良性軟骨芽細胞腫の
１例

  関西医大整形外科
   池浦　　淳・中村　誠也・竹口　輝彦
   飯田　寛和
  関西医大病態検査学
   坂井田紀子

７． 母趾 MTP 関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の１例
  大阪医大整形外科
   北原　義大・森川　潤一・木下　光雄
   奥田　龍三・常徳　　剛・阿部　宗昭

８． バイポーラー型人工骨頭置換術後に outer head と 
stem head の間で脱臼を生じた１例

  京都市立病院整形外科
   竹本　　充・田中　千晶・四方　實彦
   池永　　稔・高橋　　真・西島　毅志
   森下　　修・永野　昭仁・伊藤　隆司
   坂本　昌宏

９． TKA 術後に著明なメタローシスと巨大下腿囊腫を合
併した１例

  兵庫県立加古川病院整形外科
   高倉　義幸・高山　博行・村津　裕嗣
   黒田　良祐・三輪　雅彦・日野　高睦
   原田　俊彦

10． 人工膝関節置換術後大腿骨顆上骨折に対して拘束型人
工膝関節を用いて再置換術を施行した慢性関節リウマ
チの１例

  京大整形外科
   岩瀬　大岳・安田　　義・清水　　真
   石川　正洋・中村　孝志

11． 特異な前足部変形を呈した慢性関節リウマチの１例
  滋賀医大整形外科
   奥村　法昭・牛山　敏夫・江川　雅章
   井上　康二・松末　吉隆

12． 化膿性脊椎炎に合併した偽性腹部大動脈瘤の１例
  神戸大整形外科
   今堀　正也・高田　　徹・土井田　稔
   西田康太郎・黒坂　昌弘
  神戸大心臓血管外科
   辻　　義彦・大北　　裕
  済生会兵庫県病院整形外科
   織辺　　隆・渡辺　康司

13． 痛風結節により発症したと思われる手根管症候群の１
例

  近畿大整形外科
   橋本　和喜・大谷　和裕・熊野　文雄
   原　　文彦・福田　寛二・浜西　千秋
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第372回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年９月22日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 殿部に発生した hibernoma の１例
  滋賀医大整形外科
   江川　雅章・石澤　命仁・菊地　克久
   松末　吉隆
  滋賀医大臨床検査医学
   岡部　英俊

２． 透析患者に発生した elastofibroma の１例
  兵庫医大整形外科
   柏　　薫里・楊　　鴻生・福西　成男
   麩谷　博之・厚井　　薫・岩田　康男
   森本さやか・山際　得益・高原　啓嗣
   圓尾　宗司

３． 胸壁全層欠損に再建を要した胸骨悪性骨腫瘍の１例
  大阪府立成人病センター整形外科
   藤本　哲穂・中　　紀文・前田　一哉
   中西　啓文・荒木　信人
  大阪府立成人病センター第二外科
   児玉　　憲
  大阪府立成人病センター形成外科
   栗田　智之

４． 深腓骨神経内に生じた神経内ガングリオンの１例
  奈良医大整形外科
   大川　卓海・谷口　　晃・門野　邦彦
   田中　康仁・高倉　義典

５． アミロイド沈着によると思われる坐骨神経痛の１例
  近畿大整形外科
   宮崎　　浩・浅野喜久子・福田　寛二
   赤木　将男・浜西　千秋

６． 肘関節に発症し大量の遊離体を伴った滑膜性骨軟骨腫
症の１例

  関西医大整形外科
   河野　良太・竹村　清介・中村　誠也
   飯田　寛和
  関西医大中検病理
   植村　芳子・坂井田紀子

７． 人工膝関節置換術後11年を経過して下肢動脈閉塞を
合併した慢性関節リウマチの１例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   石川　太彦・梅田　直也・林田　賢治
   河井　秀夫

８． A 群レンサ球菌感染症による壊死性筋膜炎後に人工
股関節再置換術を施行した慢性関節リウマチの１例

  京府医大整形外科
   徳本有希子・徳永　大作・阪尾　　敬
  京府医大形成外科
   石田　敏博
  朝日大歯学部附属村上記念病院整形外科
   日下　義章

９． 足趾屈筋腱腱鞘より発生した骨外軟骨腫の１例
  公立和田山病院整形外科
   松本　知之・松原　伸明・松島　真司
   高祖　清泰・山口　晋司
  神戸大整形外科
   山本　哲司

10． サファイアスクリューの破損によるメタローシスで著
しい骨頭変形をきたした THA の１例

  京大附属病院整形外科
   那須　　輝・川那辺圭一・田村　治郎
   松村　拓郎・中村　孝志

11． 分裂膝蓋骨に発症した痛風の２例
  大阪市大整形外科
   金城　養典・徳原　善雄・大橋　弘嗣
   格谷　義徳・油谷　安孝・山野　慶樹
  大阪社会医療センター整形外科
   洲鎌　　亮・小林　章郎

12． 大理石骨病に併発した両膝膝蓋下滑膜ひだ障害の１例
  大阪医大整形外科
   森本　賢治・中島　幹雄・大原　英嗣
   常徳　　剛・人見　克司・阿部　宗昭

13． ファクシミリ用紙を用いた変形性膝関節症の歩行分析 
̶距骨下関節固定付き足底板の影響を中心に̶

  貴晶会戸田整形外科リウマチ科クリニック
   戸田　佳孝
  関西鍼灸短大整形外科
   増田　研一

14． 舟状骨近位骨片の著しい掌側転位を伴った経舟状骨月
状骨周囲脱臼の１例

  神戸大整形外科
   太田　里砂・藤岡　宏幸・藤田　健司
   中路　教義・牧野　　健・角田　雅也
   黒坂　昌弘

15． 観血的整復術を要した第２趾 PIP 関節脱臼の１例
  医真会八尾総合病院整形外科
   大川隆太郎・高岡　孝典・重松　浩司
   竹嶋　俊近・面川　庄平
  済生会富田林病院整形外科
   中井　敏幸
  奈良医大整形外科
   田中　康仁・高倉　義典

16． 後方固定・骨移植術を必要とした open book 型開放
性骨盤骨折の１症例

  和歌山医大整形外科
   山口　耕史・川上　　守・大浦　晴夫
   山田　　宏・橋爪　　洋・玉置　哲也

17． 腱板断裂術後に生じた coracoacromial impingement 
の１症例

  阪大整形外科
   久保　伸之・田中　裕之・菅本　一臣
   吉川　秀樹
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第373回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年10月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 乳癌の右第１中手骨に対し母指再建術を施行した１例
  関西医大整形外科
   栂野　弘毅・良原　公浩・中村　誠也
   池浦　　淳・飯田　寛和

２． 手術を施行した梨状筋症候群の１例
  関西医大附属男山病院整形外科
   小津　　敏・斉藤　貴徳・中東　康純
   森　　良樹・飯田　寛和

３． 外傷性示指伸筋腱皮下損傷の１例
  中町赤十字病院整形外科
   市村　克仁・長尾　憲孝・山本　秀三

４． アクリジンオレンジを用いた光線および放射線力学的
療法で治療した悪性骨盤骨腫瘍の２例

  京府医大整形外科
   高取　良太・坂部　智哉・橋口　　津
   村田　博昭・楠崎　克之
  京府医大小児科
   細井　　創・家原　知子・杉本　　徹

５． 放射線治療が著効した glomus jugulare tumor 多発転
移例の検討

  和歌山医大整形外科
   谷端　友紀・大浦　晴夫・南　　晋司
   玉置　哲也

６． 腓骨頭に発生し GCT を疑った solid variant ABC の
１例

  大阪医大整形外科
   常徳　　剛・馬場　一郎・植田　直樹
   阿部　宗昭・堤　　　啓

７． Retropharyngeal tendinitis の１例
  滋賀医大附属病院整形外科
   西脇　聖一・江川　雅章・松末　吉隆

８． 全人工股関節置換術を施行した先天性第 VII 因子欠乏
症の１例

  神戸大整形外科
   高橋　完靖・三枝　康宏・西川　哲夫
   藤代　高明・今堀　正也・黒坂　昌弘

９． 両側同時に発症した大腿骨頚部内側骨折の１例
  中谷整形外科病院
   岡田　文治・飯田　康夫・角谷賢一朗
   樫本　秀好・中谷　正臣・藤原　　朗

10． 第２，５腰椎破裂骨折に対する手術経験
  兵庫医大整形外科
   鄒　　天端・夫　　徳秀・荒川　　晃
   横山　　浩・李　　一浩・蔭山　敬久
   李　　潤基・横井　英之・圓尾　宗司
  兵庫医大救急部
   長濱　史朗・圓尾　圭史

11． SLE 症例に併発した距骨無腐性壊死に対する血管柄
付き腓骨移植の１例

  大阪市大整形外科
   川端　　確・五谷　寛之・寺浦　英俊
   恵木　　丈・岡田　充弘・和田麻由子
   山野　慶樹

12． 分娩麻痺による上肢障害に対する１治療経験
  奈良医大整形外科
   上羽　智之・矢島　弘嗣・小畠　康宣
   村田　景一・高倉　義典

13． 嵌頓様症状をきたした膝関節内脂肪腫の１例
  公立和田山病院整形外科
   山口　晋司・松原　伸明・松島　真司
   高祖　清泰・松本　知之
  神戸大整形外科
   山本　哲司

14． 遠位橈尺関節障害に合併した伸筋腱皮下断裂の１例
  近畿大整形外科
   浅野喜久子・大谷　和裕・原　　文彦
   福田　寛二・浜西　千秋

15． Sauve-Kapandji 法術後に両側非外傷性肘関節脱臼を
生じた１例

  国立療養所刀根山病院整形外科
   岩名　大樹・井澤　一隆・河村　光廣
   鍋島　隆治

16． 静脈皮弁を用いて皮膚再建と血行再建を同時に行った
屈指症の１例

  京大整形外科
   原田　有樹・柿木　良介・池口　良輔
   中村　孝志
  浜松労災病院整形外科
   井上　茂亮

17． 急な停止動作により後十字靱帯断裂をきたした１例
  神戸掖済会病院整形外科
   北　　圭介
  阪大整形外科
   鳥塚　之嘉・三山　崇英・新城　宏隆
   吉川　秀樹
  星が丘厚生年金病院整形外科
   濱田　雅之

18． 股関節再置換手術直前にエコノミークラス症候群を生
じた１例

  住友病院整形外科
   平尾　　眞・西塔　　進・太田　信彦
   福田　和也・渋谷　高明・裏岡　富次
   青木　　克・森本　大樹
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第374回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年11月24日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 膝後十字靱帯より発生したガングリオンの１例
  近畿大整形外科
   上田　広伸・熊野　文雄・辻本　晴俊
   福田　寛二・浜西　千秋

２． 右手中手骨骨化性病変により屈筋腱断裂を生じた１例
  市立堺病院整形外科
   森川健一郎・河野　譲二・原田　憲正
   小杉　祐一・山本　泰司・杉安謙仁朗
  北野整形外科
   北野　継弐

３． 中指に発生した脂肪腫の１例
  国立療養所刀根山病院整形外科
   岩名　大樹・井澤　一隆・河村　光廣
   鍋島　一隆

４． 若年性関節リウマチにより股関節脱臼をきたした１例
  大阪市大大学院整形外科
   前野　考史・乾　健太郎・小池　達也
   伊藤　陽一・豊田　宏光・米田　昌弘
   川端　　確・山野　慶樹

５． 臼蓋形成不全股に滑膜性軟骨腫症を合併した１例
  阪大整形外科
   川島　邦彦・菅野　伸彦・西井　　孝
   三木　秀宣・吉川　秀樹

６． セラミック対セラミック型人工股関節においてセラ
ミックソケット破損の１症例

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   長谷川　潔
  名瀬徳洲会病院整形外科
   樫原　　稔

７． 肺塞栓を合併し，急激な経過で死亡に至った多発骨折
の１例

  滋賀医大整形外科
   安藤　厚生・江川　雅章・牛窪　成雄
   井上　康二・松末　吉隆
  滋賀医大救急部
   長谷　貴将・伊藤　　岳
  滋賀医大循環器外科
   渡田　正二
  滋賀医大放射線科
   古川　　顕

８． Down 症候群に伴う恒久性膝蓋骨脱臼の１例
  京府医大整形外科
   杉谷　和哉・高井　信朗・小林　政史

９． 脊椎炎を生じた SAPHO syndrome の１例
  神戸大整形外科
   美舩　　泰・丸井　　隆・秋末　敏宏
   人羅　俊明・山本　哲司・黒坂　昌弘

10． 術中体位により上大静脈症候群を来たし DIC に至っ
た頚髄腫瘍の１例

  和歌山医大整形外科
   児玉　芳季・玉置　哲也・佐々木俊二
   簗瀬　能三・山田　　宏・橋爪　　洋
   河合　将紀・山口　耕史

11． 特発性腰椎硬膜外脂肪腫症の１例
  奈良医大整形外科
   佐藤　誠久・吉川　隆章・植田百合人
   小泉　宗久・飯田　　仁・高倉　義典

12． 肋骨を用いて後頭骨頚椎間固定術を施行したダウン症
小児の２例

  大阪労災病院整形外科
   木澤　卓嗣・岩崎　幹季・宮内　　晃
   奥田　真也・青野　博之・岩切健太郎

13． 人工関節置換術を行ったオクロノーシスの１例
  兵庫医大整形外科
   井上　真一・楊　　鴻生・岩田　康男
   厚井　　薫・福西　成男・麩谷　博之
   中村　佳照・圓尾　宗司

14． 脱臼を伴わない大腿骨骨頭骨折の１例
  関西医大整形外科
   薬師寺厚芳・和田　孝彦・徳永　裕彦
   松矢　浩暉・飯田　寛和
  関西医大附属男山病院整形外科
   中東　康純

15． 骨内ガングリオンを伴った両側舟状骨-第１楔状骨間
癒合症の１例

  加古川市民病院整形外科
   李　　相亮・北澤　久也・中山　潤一
   前澤　範明

16． 肩腱板広範囲断裂術後に化膿性関節炎を生じた１例
  大阪医大整形外科
   渡辺　千聡・福西　邦素・大塚　　尚
   阿部　宗昭
  新河端病院整形外科
   岡本　雅雄

17． 広範な膿瘍を呈した化膿性肩関節炎の１例
  京大整形外科
   村田　壮平・中川　泰彰・鈴木　　隆
   根尾　昌志・中村　孝志
  玉造厚生年金病院整形外科
   福田　明伸
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第375回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成13年12月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． Von Recklinghausen 病に肩峰下原発の巨大な脂肪腫
を合併した１例

  国療刀根山病院整形外科
   岩名　大樹・井澤　一隆・河村　光廣
   鍋島　一隆
  阪大整形外科
   吉川　秀樹

２． 右中指に発生した pyogenic granuloma の１例
  中谷整形外科病院
   角谷賢一朗・飯田　康夫・岡田　文治
   樫本　秀好・中谷　正臣・藤原　　朗

３． 体操選手に生じた疲労骨折を原因とする手舟状骨偽関
節の１例

  兵庫医大整形外科
   横井　英之・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・常深健二郎・圓尾　圭史
   蔭山　敬久・鄒　　天瑞・圓尾　宗司

４． 動脈血栓による Volkmann 拘縮の１例
  和歌山医大整形外科
   大宝　英矢・谷口　泰徳・綿貫　匡則
   簗瀬　能三・玉置　哲也
  和歌山医大第一外科
   林　　弘樹

５． Werner 症候群に生じたアキレス腱部皮膚潰瘍に対す
る１治療例

  奈良医大整形外科
   田井野　仁・矢島　弘嗣・辰巳　英章
   小畠　康宣・村田　景一・高倉　義典

６． 腓骨頭部の外骨腫により腓骨神経麻痺を呈した１例
  県立奈良病院整形外科
   土肥　義浩・宮内　義純・石田　仁志
   福井　　潤・小川　宗宏・河口　泰之

７． 異所性石灰化により手根管症候群をきたした１例
  阪大整形外科
   林　　史郎・村瀬　　剛・森友　寿夫
   中瀬　尚長・名井　　陽・吉川　秀樹

８． 膝関節内に発生した tumoral calcinosis（腫瘍状石灰
沈着症）の１例

  神戸大整形外科
   西本　浩司・松井　允三・藤井　　剛
   山本　哲司・黒坂　昌弘

９． 両膝に発生した広範囲なステロイド性骨壊死の１例
  市立西脇病院整形外科
   木下　恵祐・廣野　正邦・伊藤　　淳
   園田　万史

10． 脱転をきたしたセラミック対セラミック THA の１例
  近畿大整形外科
   橋本　和喜・野中　藤吾・赤木　将男
   辻本　晴俊・福田　寛二・浜西　千秋

11． 大腿骨重複開放骨折にエンダー釘螺子併用固定後，イ
リザロフ脚延長を実施した１例

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   田島　剛史・東　　隆司・岡田　　順
   岩崎　圭至・北西　正光・長谷川　潔

12． 糖尿病による神経病性膝関節症に TKA を施行した１
例

  市立貝塚病院整形外科
   蔡　　栄美・石井　正悦・薮野　亙平
   辻野　宏明・山口　勝之

13． Charcot 関節に対する人工膝関節置換術の２例
  大阪市大大学院整形外科
   前野　考史・洲鎌　　亮・豊田　宏光
   笹岡　隆一・乾　健太郎・大橋　弘嗣
   格谷　義徳・油谷　安孝・山野　慶樹

14． モルヒネ不耐性の転移性脊椎腫瘍患者に対するフェン
タニル持続静注療法

  大阪医大整形外科
   滝沢　義唯・金　　明博・馬場　一郎
   小坂　理也・阿部　宗昭

15． ナイフの貫通による脊髄不全麻痺の１例
  関西医大整形外科
   市川　宜弘・竹村　清介・笹井　邦彦
   赤木　繁夫・飯田　寛和

16． MRI にて顕著な馬尾の造影効果を示した癒着性クモ
膜炎の１例

  京大整形外科
   横山　邦雄・根尾　昌志・坂本　武志
   松下　　睦・中村　孝志
  吉川病院整形外科
   吉田　圭二
  京大放射線科
   小山　　貴

17． 頚椎に発生した pneumatocyst の１例

18． 筋緊張性ジストロフィーに合併した頚椎 OPLL の１例
  大阪市立総合医療センター整形外科
   兼松　文昭・北　　輝夫・中川　敬介
   乗上　　啓・松田　英樹

19． 頚椎骨折に合併した椎骨動脈損傷の１例
  大阪府三島救命救急センター
   北原　義大・安井　憲司・藤本　勝久
   中岡　伸哉
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20． 下垂足を呈した若年者腰椎黄色靱帯骨化症の１例
  神戸労災病院整形外科
   矢野　智則・井口　哲弘・栗原　　章
   山崎　京子・佐藤　啓三・笠原　孝一
   金村　在哲・伊藤研二郎・赤浦　潤也
   石田　一成
  神戸労災病院病理検査部
   出射　由香

21． 高度の頚椎後弯変形に対し前・後方固定術を要した 
von Recklinghausen 病の１例

22． 脊椎硬膜外血腫の３例
  滋賀医大整形外科
   久保　充彦

23． 肩関節挙上位でのロッキングを主訴とした腱板縦断裂
の１例

  京府医大整形外科
   酒井　　亮・堀井　基行
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第376回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年１月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 外反母趾手術後に生じたナイロンアレルギーの１例
  大阪医大整形外科
   河上　　剛・奥田　龍三・木下　光雄
   森川　潤一・常徳　　剛・阿部　宗昭

２． 肩化膿性筋炎の治療経験
  大阪市立総合医療センター整形外科
   久次米　剛・石田　　治・日高　典昭
   加藤　相勲・松田　英樹

３． 脊髄空洞症を原因とする Charcot 肩関節症の１例
  八尾徳洲会総合病院整形外科
   當麻　俊彦・梅田　眞志・東　　隆司
   岡田　　順・岩崎　圭至・北西　正光
   長谷川　潔

４． 閉塞性血栓血管炎に合併した化膿性関節炎に対して指
延長術を施行した１例

  神戸大整形外科
   岡田　文治・藤岡　宏幸・藤田　健司
   牧野　　健・中路　教義・角田　雅也
   黒坂　昌弘

５． 前腕 compartment syndrome の減張切開閉鎖に対する 
advanced pedicled dorsal ulnar artery flap の１治療経験

６． 肩関節に発生した骨軟骨腫症の１例

７． 指骨に発生した動脈瘤様骨囊腫の１例
  滋賀医大整形外科
   江川　雅章・石澤　命仁・松末　吉隆

８． 中指基節骨に発生した骨肉腫の１例
  京大附属病院整形外科
   佐竹　　剛・村田　壮平・中山　富貴
   柿木　良介・中村　孝志
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  京大医療技術短大
   坪山　直生
  京大附属病院病理部
   中嶋　安彬

９． Von Recklinghausen 病に angiosarcoma を合併した１例
  阪大整形外科
   久保　伸之・上田　孝文・米谷　泰一
   名井　　陽・吉川　秀樹

10． バスケットボール選手に生じた足関節滑膜性骨軟骨腫
症の経験

  奈良医大整形外科
   和田　義己・谷口　　晃・門野　邦彦
   田中　康仁・高倉　義典

11． RA 環軸椎亜脱臼により呼吸性四肢麻痺を来たした１
例

  近江八幡市民病院整形外科
   植村　　理・西垣　泰典・陳　　宗雅
   田村　裕二・水谷　昭陽・榊田喜三郎

12． 術中体位が原因であったと思われる脊髄不全損傷の２
例

  和歌山医大整形外科
   綿貫　匡則・玉置　哲也・川上　　守
   橋爪　　洋・森畠　康策
  国保橋本市民病院整形外科
   浜崎　広洋・石口　　明
  山東整形外科・肛門外科病院
   山東　秀樹

13． 脊椎手術後に発症した MRSA 感染症の治療経験
  京府医大整形外科
   仲川　春彦・林田　達郎・阪尾　　敬
   森　　正樹・小倉　　卓

14． 高度の破壊性後弯変形に対し，前・後方手術を要した
透析性脊椎症頚椎病変の１例

  兵庫医大整形外科
   横山　　浩

15． 多発病変を認めた化膿性脊椎炎の３例
  関西医大整形外科
   北山聡一郎・竹口　輝彦・笹井　邦彦
   加藤　勇司・赤木　繁夫・飯田　寛和

16． 神経根に分岐異常を認めた１例
  近畿大整形外科
   桝村　直志・上田　晃久・松村　文典
   福田　寛二・浜西　千秋

17． 仙骨硬膜内に発生した epidermoid cyst の１例
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第377回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年２月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 後脛骨筋組織の異常と腱断裂を認めた後脛骨筋腱機能
不全に伴う後天性外反偏平足の１例

  阪大整形外科
   三宅　潤一・橋本　　淳・橋本　英雄
   三木　秀宣・冨田　哲也・吉川　秀樹
  阪大神経内科
   藤村　晴俊
  大阪労災病院リハビリテーション科
   平林　伸治

２． 腕神経叢麻痺を呈した静脈内腫瘍塞栓の１例
  大阪市大整形外科
   川端　　確・青野　勝成・五谷　寛之
   岡田　充弘・政田　俊明・山野　慶樹

３． Panner 病の３例
  京府医大整形外科
   古山　健蔵・金　　郁喆・土田　雄一
   久保　俊一

４． 遠位橈尺関節障害による伸筋腱断裂の１例
  近畿大整形外科
   桝村　直志・宮崎　　浩・大谷　和裕
   西岡　栄恵・浜西　千秋

５． Splint 療法を行った非開放性 mallet thumb の１例
  市立貝塚病院整形外科
   石井　正悦・薮野　亙平・蔡　　栄美
   辻野　宏明・山口　勝之

６． 黒色真菌（Exophiala sp.）による小指皮下腫瘍の１例
  明石医療センター整形外科
   若見　朋晃・吉田　和也・土井　良一
   二宮　裕樹

７． 両股関節強直に対して THA を行った JRA の１例
  兵庫医大整形外科
   清野　大輔・福西　成男・楊　　鴻生
   厚井　　薫・岩田　康男・麸谷　博之
   圓尾　宗司
  兵庫医大篠山病院整形外科
   立石　博臣

８． 人工股関節脱臼整復時に臼蓋骨折，ソケット脱転を来
たした１症例

  京大附属病院整形外科
   木村　豪太・田村　治郎・川那辺圭一
   清水　基行・福田　明伸・中村　孝志

９． 大腿骨近位部骨欠損に対し人工骨を用い再建術をおこ
なった１例

  神戸大整形外科
   立石　耕司・西川　哲夫・藤代　高明
   平田総一郎・橋本　　靖・三枝　康宏
   黒坂　昌弘

10． 早期にポリエチレンの摩耗を認めた Interax 人工膝関
節について

  関西医大整形外科
   鈴木　史和・森本　忠信・宮島　茂夫
   良原　公浩・飯田　寛和

11． 大腸癌治療中に著明な骨破壊を呈し転移性脊椎腫瘍と
誤った化膿性脊椎炎の１例

  滋賀医大整形外科
   久保　充彦

12． MRSA を起炎菌とした化膿性肩関節炎の１治験例
  和歌山医大整形外科
   児玉　芳季・簗瀬　能三・谷口　泰徳
   川上　　守・玉置　哲也
  和歌山労災病院整形外科
   遠藤　　徹

13． MRSA 骨髄炎後の大腿骨短縮に対して仮骨延長術を
行った１例

  奈良医大整形外科
   大田　大良・大村　哲司・川手　健次
   矢島　弘嗣・高倉　義典
  郡山青藍病院
   千　　泰規・塩崎　　裕

14． 脊椎に発生した悪性リンパ腫の２例
  大阪医大整形外科
   馬場　一郎・金　　明博・徳山　文人
   小坂　理也・阿部　宗昭

15． 脊髄症状を呈した頚椎部脊柱管内単発性骨軟骨腫の１
例

  国立神戸病院整形外科
   中島　哲雄・鷲見　正敏・水野　敏行
   池田　正則・向井　　宏・高畑　正人

16． 膝蓋下滑液包に発生した骨軟骨腫症の１例
  神戸労災病院整形外科
   石田　一成・佐藤　啓三・水野　耕作
   栗原　　章・井口　哲弘・山崎　京子
   笠原　孝一・金村　在哲・伊藤研二郎
   赤浦　潤也・矢野　智則

17． 血栓溶解療法後に腸骨筋内血腫瘍を生じた１例
  住友病院整形外科
   平尾　　眞・太田　信彦・福田　和也
   井本　一彦・渋谷　高明・裏岡　富次
   青木　　克・森本　大樹

18． 下腿骨折後に生じたコンパートメント症候群により足
趾屈曲拘縮を来たした１例

  三田市民病院整形外科
   鈴木　　剛・橋本　　靖・芝　　昌彦
   荷田啓一郎・斉藤　寧彦・大野　　修
  姫路聖マリア病院整形外科
   藤井　英夫



- 503 -

19． 両踵骨に生じた非定型的な疲労骨折の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   山本　晃裕・鍋島　祐次・黒石　昌芳
   藤井　英夫
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第378回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年３月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 鎖骨の骨髄炎に対して抗生剤混入 Biopex® を用いて
治療を行った１例

  奈良医大整形外科
   吉村　和憲・村田　景一・小畠　康宜
   矢島　弘嗣・高倉　義典
  吉本整形外科・外科病院整形外科
   木佐貫　修

２． 慢性肩関節脱臼に対して腸骨移植併用で観血的整復術
を行った１例

  大阪市大整形外科
   米田　昌弘・伊藤　陽一・小池　達也
   乾　健太郎・川端　　確・洲鎌　　亮
   山野　慶樹

３． 再置換を行った人工肘関節の２症例
  京府医大整形外科
   金村　　斉・徳永　大作・生駒　和也
   阪尾　　敬・久保　俊一
  朝日大附属村上記念病院整形外科
   日下　義章

４． Oberlin 法を施行した上位型腕神経叢損傷の１例
  関西医大付属男山病院整形外科
   栂野　弘毅・斎藤　貴徳・中東　康純
   森　　良樹
  関西医大付属病院整形外科
   笹井　邦彦・飯田　寛和

５． 投球動作により生じた肩甲下筋腱単独断裂の１例
  滋賀医大整形外科
   西脇　聖一・吉川　玄逸・堀　　克弘
   松末　吉隆
  村上整形外科クリニック
   村上　元庸

６． 外傷性肘関節拘縮に対して Compass Hinge 創外固定
器を応用した１例

７． Werner 症候群の難治性足部潰瘍に対する遊離広背筋
皮弁による治療経験

  和歌山医大整形外科
   大宝　英矢・谷口　泰徳・簗瀬　能三
   綿貫　匡則・谷端　友紀・玉置　哲也

８． 前脛骨筋腱皮下断裂の１例
  NTT 西日本大阪病院整形外科
   玉城　雅史・中原　治彦・大野　充繁
   桑田　賢二・田中　正人・世古　宗仁
   木澤　卓嗣
  大坪整形外科クリニック
   大坪　秀樹

９． 同側足根骨に生じた多発性骨内ガングリオンの１例
  那智勝浦温泉病院整形外科
   藤原　達司・中村　俊之・二宮　晴夫
  大阪厚生年金病院整形外科
   前　　達雄

10． 大腿軟部腫瘍切除後の死腔に生じた MRSA 感染に対
して抗生剤混入骨セメントが有用であった１例

  兵庫医大整形外科
   米田　信介・麩谷　博之・山際　得益
   中村　佳照・福西　成男・岩田　康男
   厚井　　薫・楊　　鴻生・圓尾　宗司

11． MRSA による化膿性膝関節炎に対して関節固定術を
施行した１例

  京大整形外科
   岩瀬　大岳・安田　　義・中川　泰彰
   柿木　良介・清水　　真・松村　拓郎
   中村　孝志

12． 大殿筋化膿性筋炎の１例
  中町赤十字病院整形外科
   市村　克仁・長尾　憲孝・山本　秀三

13． Hypothenar hammer 症候群の１症例

14． THA を行った Paget 病の１例
  大阪船員保険病院整形外科
   轉法輪　光・大野　一幸・濱田健一郎
   木下　裕光・篠田　経博

15． 環軸椎間関節に生じた変形性関節症の１例
  京都市立病院整形外科
   伊藤　隆司・池永　　稔・四方　實彦
   田中　千晶・高橋　　真・竹本　　充
   森下　　修・西島　毅志・永野　昭仁
   坂本　昌宏

16． 広範な硬膜外および傍脊柱筋膿瘍を伴った頚胸椎部化
膿性椎間関節炎の１例

  綾部市立病院整形外科
   山森　寛之・坂本　敏浩・中村紳一郎

17． 転移性硬膜内腫瘍の１例
  近畿大整形外科
   浅野喜久子・松村　文典・桝村　直志
   赤木　将男・福田　寛二・浜西　千秋

18． 第５腰椎破裂骨折の１例
  関西医大附属病院整形外科
   梅田　眞志・児島　　新・赤木　繁夫
   加藤　勇司・笹井　邦彦・中村　誠也
   飯田　寛和
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19． 腰椎分離すべり症に epidural lipomatosis を合併した 
Cushing 病の１例

  ボバース記念病院整形外科
   飯島　祐紀
  阪大大学院器官制御外科
   佐藤　　巌・向井　克容・細野　　昇
   吉川　秀樹

20． 転移性硬膜内腫瘍の１例
  近畿大整形外科
   浅野喜久子・松村　文典・桝村　直志
   赤木　将男・福田　寛二・浜西　千秋



- 506 -

第379回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年４月13日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． ガングリオンにより発症した後骨間神経麻痺の１例
  神戸大整形外科
   中路　教義・藤田　健司・牧野　　健
   藤岡　宏幸・黒坂　昌弘

２． 舟状骨手術後偽関節に対し大腿骨内顆血管柄付骨移植
術を施行した１症例

  京大整形外科
   原田　有樹・柿木　良介・松本　泰一
   池口　良輔・中村　孝志

３． イリザロフ法により加療した内反手の１例
  京府医大整形外科
   本城　邦晃・岡島誠一郎・土田　雄一
   久保　俊一

４． 非定型抗酸菌（mycobacterium avium complex）によ
る橈骨骨髄炎の１症例

  済生会兵庫県病院整形外科
   西原　寛玄・渡辺　康司・棚瀬　嘉宏
   織辺　　隆

５． 多数の米粒体を含む非特異的肘頭滑液包炎の１例

６． 長母指伸筋腱の破格により母指の伸展障害をきたした
１例

  大阪労災病院整形外科
   水沢　慶一・政田　和洋・安田　匡孝
   竹内　英二・平林　伸治・西塔　　進

７． インスツルメンテーションの破損により小脳出血をき
たした脳性麻痺に伴う頚髄症の１例

  和歌山医大整形外科
   谷口　隆哉・川上　　守・大浦　晴夫
   山田　　宏・橋爪　　洋・岩崎　　博
   岩田　勝栄・本田　高幹・玉置　哲也
  和歌山医大脳神経外科
   大岩　美嗣・高山　東春・板倉　　徹

８． 対麻痺をきたした広範囲硬膜外膿瘍の手術経験（最小
侵襲手術の試み）

  兵庫医大整形外科
   山下　邦洋・夫　　徳秀・荒川　　晃
   横山　　浩・李　　一浩・草野　芳生
   中村　佳照・森本さやか・柏　　薫里
   土肥真意子・圓尾　宗司
  兵庫医大総合内科神経
   児玉　典彦

９． 血管腫として10年間経過観察されていた甲状腺癌脊
椎転移の１例

  阪大整形外科
   川島　邦彦・細野　　昇・佐藤　　巌
   向井　克容・吉川　秀樹

10． 頚椎に発症した類骨骨腫の１例
  京都市立病院整形外科
   西島　毅志・四方　實彦・池永　　稔
   田中　千晶・高橋　　真・竹本　　充
   森下　　修・永野　昭仁・伊藤　隆二
   坂本　昌宏

11． 仙髄神経根に発生した神経鞘腫の１例
  宇治徳洲会病院整形外科
   徳山　良之・藤田　俊史・鈴木　英之
   安田　忠勲・岩崎　　徹

12． 坐骨結節剝離骨折の１例
  明石医療センター整形外科
   二宮　裕樹・吉田　和也・土井　良一
   若見　朋晃

13． 神経内ガングリオンによるモートン病の１例
  奈良医大整形外科
   松田　剛典・谷口　　晃・田中　康仁
   門野　邦彦・林　　宏治・佐藤　誠久
   高倉　義典

14． 最近経験した一過性大腿骨頭萎縮症の１例

15． Revision THA 後早期にゆるみを生じた１症例
  大阪医大整形外科
   大原　英嗣・中島　幹雄・阿部　宗昭

16． Charcot 関節に人工膝関節全置換術を施行し16年経過
した１症例

  滋賀医大整形外科
   尾木　祐子・牛山　敏夫・松末　吉隆
  西岡リウマチ整形外科医院
   西岡　淳一

17． 高度な外反変形と不安定性のため TKA を施行した
シャルコー関節の１例

  大阪社会医療センター整形外科
   中村　信之・小林　章郎・長山　隆一
   巽　　一郎
  大阪市大整形外科
   格谷　義徳・大橋　弘嗣・乾　健太郎
   小松　　猛

18． 腰椎神経根から発生した paraganglioma の１例
  関西医大整形外科
   小津　　敏・笹井　邦彦・大成　浩征
   赤木　繁夫・飯田　寛和
  関西医大第二病理学講座
   安原裕美子・螺良　愛郎



- 507 -

第380回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年６月22日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． ダンクシュートによる手指屈筋腱皮下断裂の１例
  和歌山医大整形外科
   谷口　　亘・谷口　泰徳・松本　卓二
   岩崎　　博・玉置　哲也

２． サルコイドーシスによる指腱鞘滑膜炎の１例
  滋賀医大整形外科
   安藤　厚生

３． 舟状骨に発生した骨内ガングリオンの１例
  大阪労災病院整形外科
   大木智香子・政田　和洋・安田　匤孝
   竹内　英二・西塔　　進

４． 片側手指に限局した多発性骨軟骨腫の１例
  和泉市立病院整形外科
   岡島　良明・吉門　俊之・中洲　　裕
   林　　成治・松浦　正典
  大阪市大整形外科
   青野　勝成

５． 骨透亮像を呈し悪性腫瘍を疑われた Langerhans’ cell 
histiocytosis の２例

  大阪市大大学院整形外科
   谷浦　　圭・北野　利夫・青野　勝成
   米田　昌弘・洲鎌　　亮・高岡　邦夫

６． 大胸筋による胸郭出口症候群の１例
  関西医大付属男山病院整形外科
   中村　知寿・斉藤　貴徳・中東　康純
   森　　良樹
  関西医大整形外科
   飯田　寛和

７． 肩鎖関節脱臼に対する靱帯再建術の新しい試み
  兵庫医大整形外科
   高原　啓嗣・田中　寿一・柳田　博美
   大迎　知宏・戸祭　正喜・常深健二郎
   圓尾　圭史・楠　　武志・圓尾　宗司

８． バイポーラー型肩人工骨頭置換術後前方亜脱臼を生じ
再置換術を余儀なくされた慢性関節リウマチの１症例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   石川　太彦・林田　賢治・河井　秀夫

９． イリザロフ創外固定器を用いて治療した脛骨遠位部 
hypertrophic non-union の１例

10． 慢性肉芽腫症に伴う脛骨骨髄炎の１例

11． 大腿部に発生した石灰化上皮腫の１例
  公立神崎総合病院整形外科
   真鍋　道彦・福島　久徳・松田　清嗣
   長野　正憲・打村　昌一

12． 大腿四頭筋腱皮下断裂の１例
  医誠会病院整形外科
   竹口　輝彦・飯田　洋介
  関西医大整形外科
   飯田　寛和

13． 稀な断裂形態を呈したアキレス腱皮下断裂の１例

14． 外傷性変形性足関節症に対して鏡視下足関節固定術を
施行した１例

  京大整形外科
   吉村　洋一・中川　泰彰・鈴木　　隆
   清水　基行・原田　有樹・中村　孝志
  小柳病院整形外科
   村田　　聡

15． アルミナセラミック製人工距骨を用いた人工足関節置
換術の１例

  奈良医大整形外科
   酒本　佳洋・田中　康仁・谷口　　晃
   林　　宏治・中村　昭文・大川　卓海
   門野　邦彦・高倉　義典

16． 頚椎硬膜内髄外に再発した neurenteric cyst の１例
  京府医大整形外科
   平井　直文・長谷　　斉・小倉　　卓
   林田　達郎・立入　久和・大澤　　透
   久保　俊一

17． 経皮的レーザー椎間板減圧術後に広範囲椎体骨壊死を
生じた１例

  大阪医大整形外科
   白石　将史・小坂　理也・馬場　一郎
   金　　明博・阿部　宗昭

18． 馬尾に発生した多発性神経線維腫の１例
  近畿大整形外科
   菊山愛一朗・村松　文典・赤木　将男
   福田　寛二・浜西　千秋

19． 強直性脊椎炎に伴ったキアリ奇形の１例
  関西医大整形外科
   松矢　浩暉・大成　浩征・笹井　邦彦
   赤木　繁夫・飯田　寛和
  関西医大脳神経外科
   山内　康雄・笠井　治文
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第381回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年７月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 副神経麻痺における肩甲上腕リズムの解析
  国立病院呉医療センター整形外科
   野村　幸嗣
  阪大整形外科
   村瀬　　剛・森本　寿夫・菅本　一臣
   吉川　秀樹

２． 特発性脊髄ヘルニアの１例
  兵庫医大整形外科
   井上　真一・夫　　徳秀・横山　　浩
   荒川　　晃・李　　一浩・草野　芳生
   山下　邦洋・中山　　寛・圓尾　宗司
  東青木診療所
   青木　康夫

３． 関節リウマチ（RA）に伴う第３腰椎椎体圧潰の１例
  大阪医大整形外科
   河上　　剛・金　　明博・小坂　理也
   馬場　一郎・矢津　匡矢・徳山　文人
   阿部　宗昭

４． 手術的加療を行った仙骨内 perineurial cyst の１例
  大阪市大整形外科
   飯田　高広・寺井　秀富・小西　定彦
   鈴木　英介・中村　博亮・高岡　邦夫

５． 第２腰椎全摘術を施行した椎体血管内皮腫の１例
  滋賀医大整形外科
   安藤　厚生・猿橋　康雄・勝浦　章知
   高橋　　忍・松末　吉隆
  能登川病院整形外科
   森本　　茂

６． 観血的整復術を要した母指 MP 関節ロッキングの１例
  近畿大整形外科
   大谷　和裕・宮崎　　浩・浜西　千秋

７． 寛骨臼回転骨切り術後の坐骨疲労骨折
  京府医大整形外科
   梶川　佳照・井上　重洋・藤岡　幹浩
   阪尾　　敬・久保　俊一

８． 敗血症に至った化膿性股関節炎の１例
  関西医大整形外科
   浅田　　卓・和田　孝彦・松矢　浩暉
   飯田　寛和

９． 再生半腱様筋腱を用いた ACL 再々建術の１例
  神戸大整形外科
   松本　彰生・松井　允三・柴沼　　均
   吉矢　晋一・黒坂　昌弘
  新須磨病院整形外科
   八木　正義・岩崎　安伸

10． 肩甲骨軟部腫瘤として治療されていた肩関節結核の１
例

  奈良医大整形外科
   宮本　祥成・冨田　恭治・辰巳　英章
   中西　昭登・高倉　義典

11． 股関節に発生した synovial chondromatosis の１例
  淀川キリスト教病院整形外科
   中野　和子

12． 液体窒素処置自家骨で再建した上腕骨軟骨肉腫の１例
  京大整形外科
   原田　有樹・中山　富貴・中村　孝志
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  京大医療技術短大部
   坪山　直生
  京大病理部
   中嶋　安彬

13． 神経鞘腫の補助診断としての microneurography
  和歌山医大整形外科
   中村　正亨・大浦　晴夫・玉置　哲也
  和歌山済生会病院整形外科
   南　　晋司
  関西鍼灸短大東洋医学臨床
   木村　研一
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第382回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年９月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． ばち指変形を伴った末節骨類骨骨腫の１例
  京府医大整形外科
   徳本有希子・林田　達郎・村田　博昭
   楠崎　克之・久保　俊一
  京府医大形成外科
   石田　敏博

２． 肘関節 synovial rupture により尺骨神経麻痺を来たし
た１例

  中町赤十字病院整形外科
   深澤　高広・長尾　憲孝・山本　秀三

３． 陳旧性 Monteggia 脱臼骨折に対する骨延長術を併用
した尺骨骨切り術の１治療経験

  奈良医大整形外科
   二階堂亮平・矢島　弘嗣・小畠　康宣
   重松　浩司・河村　健二・高倉　義典

４． 神経因性食思不振症の女性に合併し，手術を要した手
指巨大痛風結節の１例

  滋賀医大整形外科
   西澤　和也・菊地　克久・堀　　克弘
   今井　晋二・松末　吉隆

５． 頚椎後側弯変形を伴った von Recklinghausen 病の１例
  和歌山医大整形外科
   谷口　　亘・玉置　哲也・川上　　守
   簗瀬　能三・山田　　宏・橋爪　　洋
   松本　卓二・岩崎　　博・筒井　俊二
   谷口　隆哉・金川　建彦

６． 強直性脊椎炎による後弯変形に対し，２椎体同時楔状
骨切り術を施行した１例

  国立京都病院整形外科
   岩瀬　大岳
  京大整形外科
   根尾　昌志・坂本　武志・川那辺圭一
   田村　治郎・中村　孝志
  倉敷中央病院整形外科
   松下　　睦

７． アテトーゼ型脳性麻痺に合併した環軸椎亜脱臼
 ̶ Magerl 法を行った２例̶
  関西医大整形外科
   䯨　　賢一・赤木　繁夫・坂根　正則
   笹井　邦彦・大成　浩征・飯田　寛和

８． 距骨下関節脱臼の１例
  阪大整形外科
   山田　裕三・鳥塚　之嘉・吉川　秀樹
  正風病院
   塩崎　嘉樹

９． Taylor Spatial Frame Fixator により外傷後大腿骨変形
を加療した１例

  近畿大整形外科
   西坂　文章・宮崎　　浩・赤木　将男
   福田　寛二・浜西　千秋

10． 膝関節包より発生した腱鞘線維腫の２例
  神戸大整形外科
   乾　　淳幸・丸井　　隆・秋末　敏宏
   山本　哲司・人羅　俊明・河本　旭哉
   黒坂　昌弘

11． 外科的切除を要したレチノイド長期投与による異所性
骨化症の１例

  大阪市大大学院整形外科
   木村　浩朗・乾　健太郎・金城　養典
   小池　達也・伊藤　陽一・中尾　佳裕
   田村　隆典・高岡　邦夫

12． 関節リウマチに色素性絨毛結節性滑膜炎を合併した１
例

  兵庫医大整形外科
   横井　英之・福西　成男・麩谷　博之
   岩田　康男・厚井　　薫・楊　　鴻生
   圓尾　宗司

13． 右膝関節近傍に発生した tophaceous pseudogout の１例
  大阪医大整形外科
   小埜　久子・植田　直樹・馬場　一郎
   堤　　　啓・阿部　宗昭
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第383回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年10月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 直腸原発カルチノイドの上腕骨骨転移の１例
  国立大阪南病院整形外科
   花之内健仁

２． 母指形成に指骨延長を併用し neurovascular island flap 
を行った１例

  兵庫医大整形外科
   福井　智一・田中　寿一・大迎　知宏
   戸祭　正喜・奥野　宏昭・常深健二郎
   高原　啓嗣・圓尾　宗司

３． trichorhinophalangeal syndrome type １の中手骨短縮
に対して骨延長を試みた１例

  関西医大整形外科
   石田　　響・児島　　新・中村　誠也
   坂根　正則・黒井　亜弥・飯田　寛和

４． 後方侵入と胸腔鏡の併用により摘出した胸椎部脊髄砂
時計腫の１例

  県立奈良病院整形外科
   佐藤　誠久・福井　　潤・小杉　真一
   河口　泰之・竹本　喜典・佐本　憲宏
   宮内　義純
  奈良医大心臓血管胸部外科
   櫛部　圭司

５． 後方ならびに脊椎内視鏡併用による前方アプローチに
よって摘出を行った軸椎神経鞘腫の１例

  和歌山医大整形外科
   木岡　雅彦・玉置　哲也・川上　　守
   大浦　晴夫・山田　　宏・橋爪　　洋
   松本　卓二・岩﨑　　博・谷口　　亘

６． 急性リンパ性白血病による骨粗鬆症により腰椎圧迫骨
折をきたしたダウン症候群の１例

  大阪医大整形外科
   人見　克司・藤原　憲太・瀬本　喜啓
   小坂　理也・阿部　宗昭
  大阪府三島救命救急センター
   里見　裕子

７． 針生検部に局所再発を生じ椎体浸潤をきたした肺扁平
上皮癌の１例

  奈良医大整形外科
   谷掛　洋平・小泉　宗久・飯田　　仁
   吉川　隆章・植田百合人・高倉　義典

８． SLE におけるステロイド投与後の多発性骨壊死症の
１例

  京大整形外科
   金永　　優・川那辺圭一・田村　治郎
   清水　基行・中川　泰彰・鈴木　　隆
   中村　孝志

９． 初診時に明確でなかった小児腕橈関節単独脱臼の１例
  中谷整形外科病院
   石井　憲治・飯田　康夫・西本　浩司
   高祖　清泰・中谷　正臣・藤原　　朗

10． 野球選手に発症した肘頭疲労骨折の１例
  神戸大整形外科
   張　　鍾穎・藤岡　宏幸・中路　教義
   照喜納光信・藤田　健司・角田　雅也
   黒坂　昌弘

11． 左環指に発生した enchondroma protuberans の１例
  大阪労災病院整形外科
   北　　圭介・政田　和洋・竹内　英二
   安田　匡孝・西塔　　進

12． 大腿骨転子部に生じた骨軟骨腫により股関節部痛を来
たした１例

  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   北田　　誠・長本　行隆・山本　健吾
   梅田　直也・河井　秀夫

13． 観血的整復術を要した小児外傷性股関節脱臼の１例
  大手前病院整形外科
   磯本　慎二・谷口俊四郎・島屋　正孝
  原田整形外科
   原田　　稔

14． transient osteoporosis of the femoral condyle の２例
  大阪市大整形外科
   原　　　庸・格谷　義徳・大橋　弘嗣
   乾　健太郎・洲鎌　　亮・多田　昌弘
   飯田　高広・高岡　邦夫

15． 術後３年でソケットの破損をきたしたセラミック／セ
ラミック人工股関節の１例

  滋賀医大整形外科
   山野健太郎・川崎　　拓・兼子　秀人
   牛山　敏夫・松末　吉隆

16． 過伸展を伴った膝複合靱帯損傷に対し同時再建術を
行った１例

  京府医大整形外科
   徳川　誠治・高井　信朗・久保　俊一

17． 診断困難な肩峰下滑液包内異物により生じた肩関節痛
の１症例

  阪大附属病院整形外科
   二井　数馬・佐原　　亘・菅本　一臣
   吉川　秀樹
  住友病院整形外科
   田中　裕之

18． Blount 病の１例
  近畿大整形外科
   保田　賢児・原　　文彦・浜西　千秋
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第384回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年11月16日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． RA による母指変形に対して Acutrak screw® を用い
て IP 関節固定した１例

  京大整形外科
   原田　豪人・安田　　義・佐治　隆彦
   中村　孝志

２． 環納式椎弓形成術下に摘出した胸腰椎移行部硬膜外く
も膜囊腫の１例

  大阪市大整形外科
   鞆　　浩康・小西　定彦・鈴木　英介
   寺井　秀富・今井　祐記・高岡　邦夫

３． 根性坐骨神経痛を伴った premembranous hematoma 
の１例

  関西医大整形外科
   森　　裕之・大成　浩征・笹井　邦彦
   赤木　繁夫・飯田　寛和

４． 高度の頚椎後弯変形に対し前後合併手術を行った関節
リウマチ頚椎病変の１例

  兵庫医大整形外科
   小林　　光・草野　芳生・横山　　浩
   夫　　徳秀・荒川　　晃・李　　一浩
   山下　邦洋・高原　啓嗣・圓尾　宗司

５． 大腿骨 fibrous dysplasia による病的骨折に対して髄内
釘固定を施行した１例

  和歌山医大整形外科
   本田　高幹・大浦　晴夫・松崎　交作
   玉置　哲也
  済生会和歌山病院整形外科
   南　　晋司
  国保古座川病院整形外科
   西浦　晃弘

６． 大腿骨内反骨きり後偽関節を伴う末期股関節症に対し
て S-ROM を用いて人工股関節全置換術をおこなった
１例

  阪大整形外科
   三宅　潤一・三木　秀宣・西井　　孝
   菅野　伸彦・吉川　秀樹

７． 関節リウマチに生じた骨盤脆弱性骨折の３例
  京府医大整形外科
   西垣　泰典・徳永　大作・白須　幹啓
   久保　俊一

８． 小指基節骨骨折後の変形治癒に対し可動式創外固定器
を用いて治療した１例

  近畿大整形外科
   松崎　晃治・宮崎　　浩・大谷　和裕
   浜西　千秋

９． 中指に弾発現象を呈した腱鞘線維腫の１例
  神戸大整形外科
   中川　暁子・秋末　敏宏・丸井　　隆
   山本　哲司・河本　旭哉・人羅　俊明
   黒坂　昌弘

10． 肩関節窩下方への脱臼により関節内遊離体を生じた１
例

  京府医大整形外科
   戸谷　祐樹・後藤　　毅・堀井　基行
   久保　俊一

11． 両側肩関節前下方脱臼後に異所性骨化を生じた両肩腱
板広範囲断裂の１例

  大阪医大整形外科
   木戸　一二・渡辺　千聡・福西　邦素
   大塚　　尚・阿部　宗昭

12． 鏡視下半月切除後に発生した脛骨内顆骨壊死の１例
  高槻病院整形外科
   川崎　英之・平中　崇文・辻　　充男
   上本　晴信・恩賀　能史・真鍋　道彦
   鈴木　哲平

13． 急激に可動域制限が出現した膝関節限局型色素性絨毛
結節性滑膜炎の１例

  滋賀医大整形外科
   永井　宏和・堀　　克弘・吉川　玄逸
   尾木　祐子・松末　吉隆
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第385回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成14年12月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． アレンドロネートで治療を行った骨 Paget 病の１例
  兵庫医大整形外科
   鄒　　天瑞・楊　　鴻生・岡山　明洙
   厚井　　薫・岩田　康男・麩谷　博之
   福西　成男・福井　智一・圓尾　宗司

２． 骨 Paget 病が疑われた転移性骨腫瘍の１例
  大阪府立病院整形外科
   西本　竜史・中川　滋人・森　　茂樹
   米田　憲司・淵矢　剛司・山村　在慶
   塚本　泰徳・浅野　雅敏・藤原　桂樹

３． 術前関節穿刺が誘因と思われる人工膝関節置換術後感
染の２例

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   栂野　弘毅・長谷川　潔・當麻　俊彦
   東　　隆司・岩崎　圭至・北西　正光

４． 診断に難渋した手掌部軟部腫瘍の１例
  大阪市大大学院整形外科
   木村　浩朗・五谷　寛之・豊田　宏光
   青野　勝成・恵木　　丈・片岡　威博
   高岡　邦夫

５． 短外旋筋に発生したまれな化膿性筋炎の１症例
  京府医大整形外科
   松木　正史・藤岡　幹浩・徳川　誠治
   金　　郁喆・井上　重洋・久保　俊一

６． 皮膚炎に多関節炎を合併した１例
  近畿大整形外科
   西坂　文章・福田　寛二・野中　藤吾
   浜西　千秋
  近畿大奈良病院整形外科
   宗圓　　聰

７． 保存的治療で癒合した分裂膝蓋骨の１例
  奈良医大整形外科
   石田由佳子・上松　耕太・幅田　　孝
   高倉　義典

８． 内反趾に対して基節骨 step osteotomy を施行した１
症例

  大阪医大整形外科
   村越　　太・安田　稔人・木下　光雄
   奥田　龍三・中野　敦之・劉　　長萬
   阿部　宗昭

９． 内側楔状骨単独脱臼の１例
  神戸大整形外科
   浜村　清香・三輪　雅彦・角田　雅也
   黒板　昌弘
  服部病院整形外科
   野柳　俊英

10． 過剰趾切除後に楔状骨形成不全をきたした多合指趾症
の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   山下　智也・正富　　隆・大脇　　肇
   冨士　武史

11． 大腿骨骨幹部骨折をきたした pyknodysostosis の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   原　　仁美・黒石　昌芳・鍋島　祐次
   藤井　英夫・尾崎　昭洋・中島　哲雄

12． MESS（Mangled Extremity Severity Score）により
一期的切断の適応とされた下腿切断再接着の１例

  和歌山医大附属病院整形外科
   岩田　勝栄・谷口　泰徳・松崎　交作
   橋爪　　洋・玉置　哲也
  国保橋本市民病院
   山口　耕史
  国保すさみ病院
   大宝　英矢

13． 長母指伸筋腱の破格の１例
  大阪労災病院整形外科
   天野　　大・政田　和洋・竹内　英二
   安田　匡孝・西塔　　進

14． 小児の歯突起骨端離開の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   榎原　良一・松岡　孝志・山本　啓雅
   和田　英路・河井　秀夫

15． 頚椎除圧術を要した，軟骨無形成症に伴う広範脊柱管
狭窄症の１例

  滋賀医大整形外科
   熊谷　康佑・高橋　　忍・勝浦　章知
   猿橋　康雄・松末　吉隆

16． 人工靱帯を用いて再建した陳旧性大腿四頭筋腱断裂の
１例

  関西医大整形外科
   浅田　　卓・森本　忠信・宮島　茂夫
   飯田　寛和

17． 坐骨神経痛様の疼痛を唯一の臨床症状とする頚部脊髄
症の２例

  関西医大付属男山病院整形外科
   黒井　亜弥・斉藤　貴徳・中東　康純
   森　　良樹
  関西医大整形外科
   飯田　寛和

18． Medialis pedis flap を用いて治療した重度足部 
Dupuytren 拘縮の１症例

  京大整形外科
   村尾　浩樹・柿木　良介・松本　泰一
   池口　良輔・中村　孝志
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19． 下腿近位の insufficiency fracture による高度内反膝変
形に対し矯正骨切り術と TKA を同時併用した関節リ
ウマチの１例

  阪大整形外科
   三輪　俊格・橋本　英雄・渡邊　　哲
   橋本　　淳・妻木　範行・菅本　一臣
   吉川　秀樹
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第386回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年１月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 診断・治療に難渋した左足背部軟部肉腫の１例
  阪大整形外科
   中原　一郎・玉井　宣行・名井　　陽
   上田　孝文・吉川　秀樹
  阪大病理病態
   冨田　裕彦

２． 下肢症状のみを呈した頚胸椎ダブルヘルニアの１例
  関西医大整形外科
   足立　　崇・笹井　邦彦・大成　浩征
   赤木　繁夫・飯田　寛和

３． 馬尾に発生した傍神経節腫の１例
  近畿大整形外科
   松崎　晃治・原　　文彦・池田　光正
   松村　文典・福田　寛二・浜西　千秋

４． DISH（Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis; 全身
性特発性骨増殖症）に伴って生じた胸腰椎移行部の偽
関節

  大阪労災病院整形外科
   許　　太如・岩崎　幹季・森田　雅博
   青野　博之・奥田　真也・宮内　　晃
   西塔　　進

５． 再発した胸椎 aggressive osteoblastoma に対して total 
en-bloc spondylectomy を行った１例

  神戸大整形外科
   石川　晴邦・西田康太郎・宮本　裕史
   高田　　徹・三浦　寿一・原田　俊彦
   土井田　稔・黒坂　昌弘

６． ペディクルスクリュー，シリンダー型ケージを使用し
た PLIF，PLF 併用による腰椎固定術

  大阪医大整形外科
   高村　昌樹・金　　明博・小坂　理也
   馬場　一郎・阿部　宗昭

７． 脊椎巨細胞腫の１経験
  和歌山医大整形外科
   本田　高幹・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・岩崎　　博
   中塚　映政・筒井　俊二
  新宮市立医療センター整形外科
   山田　　宏

８． 弾発現象を伴った肩甲骨下部弾性線維腫の１例
  奈良医大整形外科
   西尾　正彦・朴木　寛弥・森下　　亨
   高倉　義典
  奈良医大中央手術部
   三井　宜夫

９． 軽微な外力により足関節脱臼骨折を生じた糖尿病性骨
粗鬆症の１例

  舞鶴赤十字病院整形外科
   志賀　俊樹・柳澤　和芳・福田　幸久
  公立南丹病院整形外科
   鎌田雄一郎

10． TFCC に生じた石灰沈着性腱炎の１症例
  医真会八尾総合病院
   仲川　豪一・面川　庄平・高岡　孝典
   金子　康司・大川隆太郎・松村　憲晃

11． 経皮的心肺補助法後の広範囲下肢筋壊死に対し鏡視下
デブリードマンを試みた１例

  滋賀医大整形外科
   塩路　　傑・上羽　宏明・安藤　厚生
   今井　晋二・松末　吉隆

12． 著明な骨破壊を呈した無腐性距骨壊死の１例
  大阪市大大学院整形外科
   竜江　哲培・小池　達也・乾　健太郎
   伊藤　陽一・今井　祐記・高岡　邦夫

13． 手掌の高圧注入損傷の１例
  中谷整形外科病院
   西本　浩司・飯田　康夫・石井　憲治
   高祖　清泰・中谷　正臣・藤原　　朗

14． 足舟状骨開放骨折の１例
  西脇市立病院整形外科
   伊藤　　淳・片岡　健夫・広野　正邦
   熊谷　　宏

15． 有頭骨骨折の１例
  兵庫医大整形外科
   中山　　寛・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・糸原　　仁・柏　　薫里
   圓尾　宗司

16． 若年性特発性側弯症に対して前方矯正固定術を行った
１例

  京府医大附属病院整形外科
   岡本　慎一・小倉　　卓・長谷　　斉
   白須　幹啓・三上　靖夫・久保　俊一

17． TKA 後重度の外反動揺性を生じ再置換術を要した１
例

  京大整形外科
   三宅　孝宏・中川　泰彰・鈴木　　隆
   吉村　洋一・中村　孝志
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第387回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年２月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 結核性仙腸関節炎の１例
  滋賀医大整形外科
   西澤　和也・江川　雅章・勝浦　章知
   吉川　玄逸・松末　吉隆
  村上整形外科クリニック
   村上　元庸

２． Perthes 病後に生じた遊離骨軟骨片により股関節に嵌
頓症状をきたした１例

  奈良医大整形外科
   登　　希星・川手　健次・大村　哲司
   仲西　康顕・高倉　義典

３． 若年者の両大腿骨頚部骨折術後に発症した脂肪塞栓症
候群に対し，経皮的人工心肺補助（PCPS）を行った
１例

  京都府立与謝の海病院整形外科
   藤田　伸弥・茶谷　賢一・森原　　徹
   新井　祐志
  京都府立与謝の海病院循環器科
   横井　宏和
  京府医大整形外科
   久保　俊一

４． フットポンプ使用中に肺塞栓を生じた TKA の１症例
  近畿大整形外科
   松川　将隆・赤木　將男・森　　成志
   原　　文彦・西坂　文章・野中　藤吾
   浜西　千秋

５． ハムストリング腱を用い，両膝前十字靱帯同時再建術
を行った１例

  神戸大整形外科
   石川　晴邦・中川　暁子・松井　允三
   松本　彰生・吉矢　晋一・黒坂　昌弘

６． 外側半月転位を伴った膝関節脱臼骨折の１例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科
   北田　　誠・濱田　雅之・堤　　眞悟
   河井　秀夫

７． 遠位上腕二頭筋腱断裂の１例
  関西医大附属香里病院整形外科
   大窪　　博・徳永　裕彦・橋口　淳一
   小川　浩司・中谷　晃之・濱田　　彰

８． High riding vertebral artery を両側に認める環軸関節
亜脱臼に対して，Magerl 法を施行した１例

  京大整形外科
   井関　雅紀・根尾　昌志・坂本　武志
   中村　孝志

９． 最近経験した軸椎歯突起骨折の検討
  和歌山医大整形外科
   谷口　隆哉・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・松本　卓二
   岩﨑　　博・筒井　俊二

10． 胸椎椎間板石灰沈着症による胸髄症の治療経験
  兵庫医大整形外科
   高原　啓嗣・李　　一浩・夫　　徳秀
   横山　　浩・荒川　　晃・草野　芳生
   岡山　明洙・小林　　光・圓尾　宗司

11． 仙骨骨折を伴った第５腰椎脱臼骨折の１例
  京都市立病院整形外科
   森下　　修・池永　　稔・清水　　真
   竹本　　充・西島　毅志・坂本　昌宏
   瀧上　伊織・吉村　洋一・田中　千晶

12． 皮膚腫瘍性病変を呈した rheumatoid lymphedema の
１例

  関西医大整形外科
   䯨　　賢一・宮島　茂夫・和田　孝彦
   重栖　　孝・飯田　寛和

13． 距骨頭部に発生した類骨骨腫の１例
  兵庫県立成人病センター整形外科
   岡田　欣之・前田　峰孝・藤田　郁夫
   松本　圭司
  兵庫県立成人病センター検査部病理
   木崎　智彦

14． 打撲による急性および亜急性骨髄炎の２症例
  中町赤十字病院整形外科
   深澤　高広・山本　秀三・長尾　憲孝

15． 股関節に発生し，脚長差を生じた小児色素性絨毛結節
性滑膜炎（PVS）の１例

  阪大大学院整形外科
   久保　範明・大野　一幸・清水　信行
   吉川　秀樹

16． 両大腿・下腿骨髄炎をおこした SLE 患者の治療経験
  大阪市大整形外科
   谷浦　　圭・格谷　義徳・大橋　弘嗣
   洲鎌　　亮・田村　隆典・高岡　邦夫

17． Mann 変法に長母趾伸筋腱延長を加えることにより矯
正できた外反母趾の１例

  大阪医大整形外科
   吉崎　堅一・奥田　龍三・中野　敦之
   劉　　長萬・安田　稔人・木下　光雄
   阿部　宗昭

18． 足部のコンパートメント症候群を呈した脛・腓骨骨折
の１例

  京府医大整形外科
   後藤　　毅・金　　郁喆・河本　浩栄
   土田　雄一・細川　元男・久保　俊一
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第388回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年３月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 両膝に広範囲のステロイド性骨壊死を生じた SLE の
１例

  大阪医大整形外科
   木下　明彦・藤田　昇史・中島　幹雄
   東原　幸男・鉄村　信治・阿部　宗昭
  城山病院整形外科
   山本　善哉

２． 人工膝関節置換術後の膝蓋靱帯断裂に対して人工靱帯
を使用した１例

  大阪府済生会野江病院整形外科
   野田　太一・泰永　　募・堀口　　誠
   姫野　　良・浅野　　順

３． 人工骨・ allograft で骨移植をし，Kerboull plate にて
臼蓋再建をおこなった症例の病理学的検討

  神戸大整形外科
   橋本　慎吾・西川　哲夫・柴沼　　均
   瀧川　悟史・藤代　高明・黒坂　昌弘
  甲南病院加古川病院
   三枝　康宏

４． 殿筋粗面部における大殿筋腱の石灰沈着性腱炎の２例
  明治鍼灸大整形外科
   高取　良太・勝見　泰和・糸井　　恵
   小嶋　晃義・戸谷　祐樹
  京府医大整形外科
   北條　達也・久保　俊一

５． 全型腕神経叢損傷に対し対側 C7 神経根移行術を施行
した１例

  関西医大付属男山病院整形外科
   足立　　崇・斉藤　貴徳・藤澤　礼子
   森　　良樹
  関西医大付属病院整形外科
   笹井　邦彦・飯田　寛和

６． 肩腱板断裂に合併した肩峰下滑液包内の多数の遊離体
の１例

  市立豊中病院整形外科
   飛松　秀和・乾　　浩明・印藤　八尋
   柏井　将文・加藤　泰司・山本　浩司
  市立豊中病院病理診療科
   花田　正人

７． 多数の米粒体を伴った真菌性肩峰下滑液包炎の１例
  奈良医大整形外科
   内原　好信・冨田　恭治・吉村　和憲
   笠次　良爾・辰巳　英章・高倉　義典

８． 人工肘関節再置換術後に尺骨骨折を生じた RA の１例
  京府医大整形外科
   長島　新吾・徳永　大作・北條　達也
   平田　美幸・久保　俊一

９． 上腕骨顆上骨折後の内反肘に生じた遅発性尺骨神経麻
痺の１例

  関西医大整形外科
   坂根　正則・児島　　新・飯田　寛和

10． 第２中手骨基部剝離骨折に長母指伸筋腱断裂を合併し
た１例

  公立和田山病院整形外科
   石田　一成・本間　大介・木下　恵祐
   土井　良一
  足立医院
   足立　　秀

11． 頚椎前方固定術後にジストニアを発症した１例
  京都市立病院整形外科
   竹本　　充・池永　　稔・田中　千晶
   清水　　真・森下　　修・西島　毅志
   坂本　昌弘・瀧上　伊織・吉村　洋一
  京都市立病院神経内科
   園部　正信
  八幡中央病院整形外科
   四方　實彦

12． Diastematomyelia の１症例
  和歌山医大整形外科
   中西　勇人・玉置　哲也・川上　　守
   安藤　宗治・松本　卓二・谷口　隆哉
  新宮市立医療センター整形外科
   山田　　宏

13． 軽微な外傷により大量出血をきたした第XIII因子欠乏
症の１例

  大阪労災病院整形外科
   林　　史郎・西塔　　進・岩城　啓好
  大阪労災病院皮膚科
   倉知　貴志
  市立堺病院血液内科
   古川　佳央

14． 原発性腸腰筋膿瘍の１例
  関西医大附属香里病院整形外科
   大窪　　博・徳永　裕彦・橋口　淳一
   小川　浩司・中谷　晃之・濱田　　彰
  明生病院整形外科
   石田　尊啓

15． 腸腰筋膿瘍を呈した虫垂炎の後腹膜穿孔の１例
  滋賀医大整形外科
   中島　　亮・牛山　敏夫・川崎　　拓
   松末　吉隆
  滋賀医大消化器外科
   西村　彰一・遠藤　善裕・三宅　　亨
   谷　　　徹
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16． 痛みを主訴とした大腿骨頚部 mixed tumor の１例
  京大整形外科
   森瀬　博子・木村　豪太・中山　富貴
   中村　孝志
  京大医療技術短大
   坪山　直生
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  京大附属病院病理部
   中嶋　安彬

17． 大腿骨頚部不全骨折で発見された骨軟化症の１例
  兵庫医大整形外科
   今村　史明・楊　　鴻生・岡山　明洙
   福井　智一・福永　　訓・福西　成男

18． 診断に難渋した甲状腺癌脊椎転移の１例
  阪大整形外科
   竹中　　聡・細野　　昇・坂浦　博仲
   向井　克容・吉川　秀樹

19． 内視鏡を併用し後方進入下に仙骨切断術を施行した脊
索腫の１例

  大阪市大大学院整形外科
   上田　優子・寺井　秀富・小西　定彦
   鈴木　英介・笹岡　隆一・豊田　宏光
   中村　博亮・高岡　邦夫

20． 仙骨囊腫の１例
  近畿大整形外科
   保田　賢児・池田　光正・松村　文典
   福田　寛二・浜西　千秋+
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第389回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年４月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． Hansson pin を用いた大腿骨頚部内側骨折術後に大腿
骨転子下骨折を生じた成年男性の１例

  中町赤十字病院整形外科
   深澤　高広・長尾　憲孝・山本　秀三

２． 腰部脊柱管内に発生した滑膜囊腫の１例
  奈良医大整形外科
   松森　裕昭・吉川　隆章・植田百合人
   小泉　宗久・飯田　　仁・登　　希星
   高倉　義典

３． 前方・後方二期的に切除を行った腰仙椎骨巨細胞腫の
１例

  京府医大整形外科
   石田　雅史・三上　靖夫・長谷　　斉
   小倉　　卓・河本　浩栄・長島　慎吾
   村田　博昭・久保　俊一

４． 坐骨神経痛を来たした acetabular paralabral cyst の１例
  兵庫医大整形外科
   福永　　訓・麩谷　博之・鄒　　天瑞
   今村　史明・福西　成男・厚井　　薫
   楊　　鴻生・立石　博臣・圓尾　宗司

５． 肋骨に発生した osteoid osteoma の１例
  兵庫県立西宮病院整形外科
   川北　晃平・大内　聖士・惠美　直敦
   佃　　政憲・藤田　直己

６． 多発性骨軟骨腫症において変形性股関節症をきたし 
THA を施行した１例

  京大整形外科
   西谷　江平・清水　基行・川那辺圭一
   田村　治郎・中山　富貴・中村　孝志

７． 習慣性胸鎖関節前方脱臼に対する胸鎖靱帯再建術を施
行した１例

  神戸大整形外科
   鈴木　祥浩・藤田　健司・中路　教義
   藤岡　宏幸・黒坂　昌弘
  安江整形外科
   安江　謙二

８． 大腿骨頭に生じた軟骨芽細胞腫の１例
  阪大大学院整形外科
   二井　数馬・樋口　周久・大野　一幸
   上田　孝文・清水　信幸・吉川　秀樹
  国立大阪病院整形外科
   中瀬　尚長

９． Wagner SL Revision Stem を用いた人工股関節再置換
術の小経験

  和歌山医大整形外科
   本田　高幹・松崎　交作・大浦　晴夫
   簗瀬　能三・長雄　好昭
  国保すさみ病院
   大宝　英矢

10． 類宦官症に合併した成人大腿骨頭すべり症の１例
  関西医大整形外科
   三木　孝人・松矢　浩暉・和田　孝彦
   飯田　寛和

11． 真菌性膝関節炎の１例
  大阪医大整形外科
   松本　崇宏・中島　幹雄・藤田　晃史
   東原　幸男・高村　昌樹・大原　英嗣
   阿部　宗昭

12． Ehlers-Danlos 症候群に伴う内反足遺残変形に対して 
Ilizarov 法により治療した１例

  大阪市大大学院整形外科
   住友　　暁・北野　利夫・今井　祐記
   上田　優子・高岡　邦夫
  淀川キリスト教病院
   岡島　幹雄

13． 前骨間神経麻痺と鑑別が困難であった示指深指・浅指
屈筋腱，長母指屈筋腱皮下断裂の１例

  滋賀医大整形外科
   上羽　宏明・今井　晋二・菊池　克久
   川崎　　拓・松末　吉隆

14． 足舟状骨体部骨折の１例
  近畿大整形外科
   西坂　文章・原　　文彦・西岡　栄恵
   福田　寛二・浜西　千秋
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第390回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年６月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 大腿骨に発生した骨膜性骨芽細胞腫の１例
  神戸大整形外科
   中谷　徹也・山本　哲司・丸井　　隆
   秋末　敏宏・人羅　俊明・河本　旭哉
   黒坂　昌弘

２． 手掌に発生した血管平滑筋腫の１例
  近畿大整形外科
   山崎　顕二・大谷　和裕・西岡　栄恵
   福田　寛二・浜西　千秋

３． 手指骨に陥凹を生じたガングリオンの１例
  加古川市民病院整形外科
   荒堀　資弥・北澤　久也・中山　潤一
   前澤　範明

４． Freiberg 病に対して外脛骨を用いて関節形成術を行っ
た１症例

  県立奈良病院整形外科
   大島　卓也・佐本　憲宏・福井　　潤
   竹本　喜典・河口　泰之・宮内　義純

５． 人工膝関節置換術後に伏在神経膝蓋下枝障害を来たし
た１例

  大阪船員保険病院整形外科
   北村　卓司・林　淳一朗・世古　宗仁
   濱田健一郎・清水　義友・福田　和也
   篠田　経博

６． 小切開内側アプローチにより整復内固定した大腿骨頭
骨折の１例

  滋賀医大整形外科
   原　　耕三・川崎　　拓・高橋　　忍
   永井　宏和・兼子　秀人・牛山　敏夫
   松末　吉隆

７． 大腿骨外骨腫骨折により下肢血行障害を認めた１例
  関西医大整形外科
   山城　成康・山本　龍範・児島　　新
   中村　誠也・飯田　寛和
  関西医大救急医学科
   梶本心太郎・中谷　健二・中谷　寿男
  関西医大放射線科
   谷川　　昇・澤田　　敏

８． 関節リウマチ合併先天性内反足に対する足関節矯正固
定術の１例

  大阪市大整形外科
   谷浦　　圭・小池　達也・乾　健太郎
   伊藤　陽一・片岡　威博・高岡　邦夫

９． 長期間経過した医原性脊髄ヘルニアの１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   大島　和也・信貴　経夫・金澤　淳則
   大和田哲雄・冨士　武史
  大阪厚生年金病院リハビリ科
   深澤　穂高
  大阪厚生年金病院脳神経外科
   長谷川　洋

10． 頚椎椎体内に発生した骨内神経鞘腫の１例
  京府医大整形外科
   原田　智久・長谷　　斉・小倉　　卓
   三上　靖夫・村田　博昭・平岡　延之
   久保　俊一

11． 頚髄髄内に発生した neurenteric cyst の１例
  大阪労災病院整形外科
   三輪　俊格・宮内　　晃・奥田　真也
   森田　雅博・岩崎　幹季・西塔　　進
  大阪労災病院脳神経外科
   山本　和己
  尼崎中央病院整形外科
   山本利美雄

12． 硬膜の石灰化を伴った透析性脊椎症頚椎病変の１例
  兵庫医大整形外科
   横山　　浩・楊　　鴻生・夫　　徳秀
   李　　一浩・草野　芳生

13． 小児化膿性肘関節炎の２症例
  姫路聖マリア病院整形外科
   原　　仁美・鍋島　祐次・藤井　英夫
   尾崎　昭洋・中島　哲雄

14． Coonrad 型 TEA 術後に生じた上腕骨内上顆骨折の１例
  京大整形外科
   冨永　智大・安田　　義・松本　泰一
   川井　泰嗣・中村　孝志
  京都市立病院整形外科
   清水　　真

15． 上腕三頭筋腱皮下断裂を生じた１例
  三田市民病院整形外科
   大江　啓介・荷田啓一郎・橋本　　靖
   芝　　昌彦・山本　晃裕・大野　　修

16． 上腕骨大結節骨折の impingement 症候群の１例（コン
ピュータシュミレーション用いた術前手術計画の試み）

  阪大整形外科
   河村　光廣・佐原　　亘・菅本　一臣
   吉川　秀樹

17． 陳旧性屈筋腱部分損傷によるばね指の１例
  国立南和歌山病院整形外科
   片岡　威博・遠山　雅彦・辻尾　唯雄
   柳田　育久・溝川　滋一
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18． 左小指 MP 関節離断性骨軟骨炎の１例
  和歌山医大整形外科
   岩田　勝栄・谷口　泰徳・石本　優々
   勝田　紘史・北野　岳史・吉田　宗人

19． 掌蹠膿疱症に伴う脛骨骨髄炎に抗アレルギー剤が効果
を示した１例

  大阪医大整形外科
   松本　崇宏・馬場　一郎・植田　直樹
   阿部　宗昭

20． 成人肘内障の１例
  奈良医大整形外科
   清水　隆昌・矢島　弘嗣・小畠　康宣
   重松　浩司・河村　健二・内原　好信
   高倉　義典
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第391回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年７月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． チタンスクリューを用いた臼蓋回転骨切り術で脚延長
を行った２症例

  奈良医大整形外科
   竹村　和生・大村　哲司・川手　健次
   高倉　義典

２． 細い髄腔に対する人工関節置換術の問題点
  大阪市大整形外科
   福永　健治・大橋　弘嗣・小林　章郎
   岩切健太郎・仲　　哲史・高岡　邦夫

３． 胸髄硬膜内脂肪腫の１例
  滋賀医大整形外科
   上羽　宏明・猿橋　康雄・西澤　和也
   菊地　克久・高橋　　忍・松末　吉隆
  能登川病院
   森本　　茂

４． 腰椎クモ膜下血腫の１例
  和歌山医大整形外科
   中谷　匡登・吉田　宗人・川上　　守
   亀田　浩司・橋爪　　洋・野村　和教
   筒井　俊二・峰　　　巨・北野　岳史
  新宮市立医療センター整形外科
   山田　　宏

５． 多剤耐性骨関節結核に対する手術治療の経験
  刀根山病院整形外科
   蛯名　耕介・井澤　一隆・前田　ゆき
   鍋島　隆治

６． 膝蓋腱断裂修復術後に再断裂をきたした１例
  神戸大整形外科
   田中　浩一・松井　允三・村津　裕嗣
   吉矢　晋一・黒坂　昌弘

７． 第２足趾移植による再建を要した右母指開放骨折の１
例

  京大整形外科
   福田知佐子・柿木　良介・松本　泰一
   池口　良輔・中村　孝志

８． Werner 症候群に併発した悪性線維性組織球腫の１例
  京府医大整形外科
   堀江　直行・村田　博昭・石田　敏博
   久保　俊一

９． 橈骨遠位骨端線損傷後の手関節変形をイリザロフ法で
治療した１例

  大阪医大整形外科
   劉　　長勱・白井　久也・大塚　　尚
   植田　直樹・渡辺　千聡・阿部　宗昭

10． 前腕コンパートメント症候群の２例
  近畿大整形外科
   三木　良久

11． 陳旧性ボタンホール変形に対し T-J screw を用いて手
術を行った１例

  兵庫医大整形外科
   小林　　光・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・釜江　清矢・堀之内　豊
   圓尾　宗司

12． 斜指症に palmar fibromatosis を合併した１例
  阪大整形外科
   武　　靖浩・森友　寿夫・橋本　英雄
   村瀬　　剛・名井　　陽・上田　孝文
   吉川　秀樹

13． 橈骨遠位端骨折を契機に発見された原発性副甲状腺機
能亢進症の１例

  愛仁会高槻病院整形外科
   鈴木　哲平・平中　崇文・恩賀　能史
   上本　晴信・辻　　充男

14． 示指 DIP 関節に初発した痛風結節の１例
  市立加西病院整形外科
   星野　祐一・山田　昌弘・箱木　知也
   丸野　英人・藤井　英紀・矢野　　悟

15． von Recklinghausen 病に伴う胸椎部巨大 dural ectasia 
の１例

  関西医大整形外科
   上田　祐輔・赤木　繁夫・笹井　邦彦
   大成　浩征・飯田　寛和
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第392回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年９月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． Hand-Schüller-Christian 病の１例
  神戸市立中央市民病院整形外科
   上田　明希・小田　竜治・黒田　　隆
   吹上　謙一・斎藤　聡彦・西田　晴彦
   岩城　公一・西口　　滋・西村　直巳
   新林　弘至・笠井　隆一

２． Costotransversectomy で良好な改善が得られた胸椎椎
間板ヘルニアの１例

  奈良医大整形外科
   小杉　真一・飯田　　仁・植田百合人
   吉川　隆章・小泉　宗久・宮崎　　潔
   高倉　義典

３． 特発性脊髄ヘルニアの２例
  兵庫医大整形外科
   津森　洋平・夫　　徳秀・岡田　文明
   横山　　浩・李　　一浩・草野　芳生
   京　　文靖・福井　智一・圓尾　宗司

４． 脊柱管拡大術後に後側弯変形が進行し神経症状の悪化
をみた脳性麻痺合併頚髄症の１例

  和歌山医大整形外科
   西山　大介・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・松本　卓二
   筒井　俊二・峰　　　巨・北野　岳史
  新宮市立医療センター整形外科
   山田　　宏

５． 脊髄円錐部に発生した脊髄梗塞の１例
  近畿大整形外科
   頭司　敏史・西村　章朗・松村　文典
   浜西　千秋

６． 左示指中手骨骨腫瘍の１例
  大阪市大整形外科
   上村　卓也・家口　　尚・五谷　寛之
   多田　昌宏・高岡　邦夫
  国立大阪病院医療センター整形外科
   久田原郁夫・青野　勝成・大園　健二
   廣島　和夫

７． 環指末節部に発生したパッチニ小体過形成の１例
  滋賀医大整形外科
   尾田　和広・今井　晋二・松末　吉隆

８． 橈骨遠位端骨折におけるプレート固定と他法の X 線
評価の比較

  佐野記念病院整形外科
   坂口　公一・阪根　　寛・桜井　啓一
   久保　隆彦・中村　　薫

９． 若年者に生じた関節包断裂を伴う反復性肩関節前方脱
臼の１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   本田　博嗣・冨士　武史
  大阪厚生年金病院スポーツ医学科
   米田　　稔・水野　直子・前　　達雄

10． 特発性脛骨内顆骨壊死の１症例
  NTT 西日本大阪病院整形外科
   平松久仁彦・大野　充繁・浅井　達哉
   藤原　啓恭・中原　治彦

11． 習慣性・恒久性膝蓋骨脱臼に対する自家半腱様筋腱を
用いた内側膝蓋大腿靱帯再建術

  阪大整形外科
   牧野　孝洋・山田　裕三・中田　　研
   中村　憲正・吉川　秀樹

12． 膝伸展機構損傷を伴った膝蓋骨粉砕骨折偽関節に対し
て偽関節手術を施行した１例

  京大整形外科
   西谷　江平・中川　泰彰・鈴木　　隆
   中村　孝志

13． 無輸血治療を希望するエホバ証人大腿骨骨折の１治療
経緯

  八尾徳州会総合病院整形外科
   長谷川　潔

14． THA（人工股関節全置換術）後に肺血栓塞栓症を生
じ開心術にて救命し得た１例

  神戸大整形外科
   由留部　崇・柴沼　　均・瀧川　悟史
   新倉　隆宏・三枝　康宏・西川　哲夫
   黒坂　昌弘
  神戸大循環器内科
   溝口　貴裕・川合　宏哉・横山　光宏
  神戸大心臓血管外科
   松田　　均・大北　　裕

15．PET を用いて大腿骨頭内血流の増加を確認できた一
過性大腿骨頭骨萎縮症の１例

  京府医大整形外科
   栗林　正明・藤岡　幹浩・井上　重洋
   中村　文紀・牧之段　淳・久保　俊一

16． 母趾基節骨疲労骨折の１例
  社保神戸中央病院整形外科
   本城　邦晃・長岡　孝則・青芝　秀幸
   西村　彰代・前田耕三郎・奥田　良樹

17． 広背筋による肘伸展機能再建を行った上腕軟部肉腫の
１例

  大阪医大整形外科
   四方田光弘・植田　直樹・馬場　一郎
   根木陽一郎・堤　　　啓・阿部　宗昭
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18． 上腕動脈断裂を伴った肘関節閉塞性脱臼の１例
  関西医大整形外科
   石田　　響・中村　誠也・児島　　新
   栂野　弘毅・飯田　寛和
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第393回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年10月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． Open MRI を用いた股関節ガングリオン穿刺術の治療
経験

  阪大整形外科
   花之内健仁・西井　　孝・菅野　伸彦
   三木　秀宣・小山　　毅・高尾　正樹
   吉川　秀樹

２． 脛骨疲労骨折と鑑別を要した類骨骨腫の１例
  滋賀医大整形外科
   荒木　　勧・江川　雅章・吉川　玄逸
   兼子　秀人・松末　吉隆

３． 人工股関節置換術（THA）を行った骨 Paget 病の１例
  兵庫医大整形外科
   西尾　祥史・楊　　鴻生・福西　成男
   今村　史明・麩谷　博之・厚井　　薫
   圓尾　宗司

４． 有痛性弾発肘の１例
  神戸大整形外科
   深瀬　直政・中路　教義・国分　　毅
   藤岡　宏幸・黒坂　昌弘

５． 関節リウマチに生じた外反扁平足に対し，外側支柱延
長術と後脛骨筋腱再建術を施行した１例

  京府医大整形外科
   吉岡　直樹・徳永　大作・生駒　和也
   久保　俊一

６． 第１楔状第１中足骨間癒合症により深腓骨神経障害を
来たした１症例

  NTT 西日本大阪病院整形外科
   藤原　啓恭・浅井　達哉・大野　充繁
   平松久仁彦・中本　吉彦・中原　治彦

７． ティッシュエキスパンダーを使用して治療した下腿切
断端慢性潰瘍の１例

  京府医大整形外科
   中澤　純子・久保　俊一
  京府医大形成外科
   石田　敏博
  済生会滋賀県病院整形外科
   江本　慶太・白井　幸裕

８． 逆行性浅腓腹動脈皮弁で治療した広範踵部皮膚壊死の
１例

  大阪市大整形外科
   上村　卓也・香月　憲一・岡田　充弘
   恵木　　丈・高岡　邦夫
  国立大阪病院整形外科
   大園　健二

９． 痤瘡症候群の１例
  近畿大整形外科
   西村　章朗・西坂　文章・野中　藤吾
   福田　寛二・浜西　千秋

10． 脊髄症を呈した胸椎部 calcifying pseudotumor と思わ
れた１例

  京大整形外科
   三宅　良平・坂本　武志・根尾　昌志
   中村　健次・藤林　俊介・中村　孝志
  京大放射線科
   小山　　貴

11． 腰椎椎間関節から発生した色素性絨毛結節性滑膜炎
（PVS）の１例

  関西医大整形外科
   三木　孝人・笹井　邦彦・吉田　雄吾
   大成　浩征・赤木　繁夫・飯田　寛和
  関西医大第２病理
   坂井田紀子

12． 第２頚椎転移性腫瘍に対する外科的治療の経験
  京都市立病院整形外科
   田中耕次郎・池永　　稔・清水　　真
   森下　　修・西島　毅志・吉村　洋一
   井関　雅紀・田中　千晶

13． 猫なき症候群に合併した脊柱側弯症の１例
  大阪医大整形外科
   木戸　一二・藤原　憲太・瀬本　喜啓
   長谷川彰彦・阿部　宗昭
  枚方市民病院整形外科
   小坂　理也

14． 小児における化膿性仙腸関節炎の１症例
  大阪労災病院整形外科
   長尾　絵奈・岩城　啓好・西塔　　進

15． L5/S1 最外側型腰椎椎間板ヘルニアに対する後方内
視鏡下摘出術の経験

  和歌山医大整形外科
   峰　　　巨・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・中川　幸洋
   南出　晃人

16． 大腿骨大転子部に発生した良性骨芽細胞腫の１例
  恵生会病院整形外科
   中村　昭文・山岡　伸行
  奈良医大整形外科
   植田百合人・森下　　亨・朴木　寛弥
   高倉　義典

17． 距骨側コンポーネントに人工距骨を用いた人工足関節
置換術の１例

  奈良医大整形外科
   山藤　　滋・林　　宏治・磯本　慎二
   東山　一郎・田中　康仁・高倉　義典
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第394回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年11月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 腰椎椎間板ヘルニアを疑われた多発性単神経炎の１例
  天理病院整形外科
   山野健太郎・広藤　栄一・西松　秀和
   長谷　隆生・金馬　敬明・伊藤　岳之
   森本　佳秀・福田知佐子

２． 異常筋による指伸展障害の１例
  兵庫医大整形外科
   堀之内　豊・戸祭　正喜・田中　寿一
   大迎　知宏・釜江　清矢・圓尾　宗司
  高島整形外科
   高島　孝之

３． 上腕骨小結節単独骨折の１例
  奈良医大整形外科
   衣川　和良・冨田　恭治・笠次　良爾
   高倉　義典

４． 骨化性腱板炎を認めた１例
  大阪市大整形外科
   松本　一伸・伊藤　陽一・飯田　高広
   鞆　　浩康・小池　達也・高岡　邦夫

５． 屈筋腱腱鞘内へ転位を認めた PIP 関節脱臼骨折の１例
  近畿大整形外科
   桝村　直志・宮崎　　浩・大谷　和裕
   福田　寛二・浜西　千秋

６． 補強を用いず一次縫合を行った陳旧性アキレス腱断裂
の２例

  滋賀医大整形外科
   苅安佐和子・兼子　秀人・吉川　玄逸
   吉川　正徳・松末　吉隆

７． 術中体外照射骨で再建した肩甲骨ユーイング肉腫の１
例

  京大整形外科
   井関　雅紀・中山　富貴・中村　孝志
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  京大保健学科
   坪山　直生

８． 右腸骨悪性骨腫瘍と鑑別を要した骨盤内血腫の１例
  阪大整形外科
   吉田　礼徳・名井　　陽・上田　孝文
   玉井　宣行・吉川　秀樹

９． 成人女性の背部皮下に生じた石灰化を伴なう巨大な脂
肪腫の１例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   小田　竜治・上田　明希・黒田　　隆
   吹上　謙一・斉藤　聡彦・岩城　公一
   西田　晴彦・西口　　滋・西村　直己
   新林　弘至・笠井　隆一

10． 腸恥滑液包炎に多量のフィブリン塊を認めた関節リウ
マチの１例

  関西医大整形外科
   三木　孝人・上島　大輔・宮島　茂夫
   和田　孝彦・飯田　寛和

11． 大腿骨近位部に発生した類骨骨腫の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   深澤　穂高

12． 原発巣が不明であった悪性黒色腫の仙椎転移の１例
  神戸大整形外科
   藤井　　貴・宮本　裕史・土井田　稔
   西田康太郎・黒坂　昌弘

13． 頚椎に発生した骨軟骨腫の１手術例
  京府医大整形外科
   竹中　　孝・小倉　　卓・長谷　　斉
   原田　智久・三上　靖夫・村田　博昭
   久保　俊一

14． Halo pin の頭蓋内穿孔により気脳症を生じた１例
  三田市民病院整形外科
   荷田啓一郎

15． 成人に発症した三角筋拘縮症の１例
  大阪医大整形外科
   兵田　　暁・渡辺　千聡・大塚　　尚
   阿部　宗昭
  枚方市民病院整形外科
   福西　邦素

16． 人工股関節再置換後に感染を来たし，再々置換術を
行った１例

  和歌山医大整形外科
   直川　裕樹・松崎　交作・大浦　晴夫
   簗瀬　能三・岩崎　　博・本田　高幹
   谷口　　亘・吉田　宗人



- 526 -

第395回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成15年12月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． アルコール処理を併用した胸椎血管腫の治療経験
  近畿大整形外科
   池田　光正・松村　文典・朝田　滋貴
   福田　寛二・浜西　千秋

２． 頚椎に発生した diffuse-type giant cell tumor の１手
術例

  京府医大整形外科
   山田　充彦・三上　靖夫・長谷　　斉
   小倉　　卓・原田　智久・村田　博昭
   久保　俊一

３． 腰椎黄色靱帯内血腫の１例
  和歌山医大整形外科
   谷口　　亘・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・松本　卓二
   南出　晃人・中川　幸洋・直川　裕樹
   勝田　紘史

４． 骨粗鬆症性腰椎圧迫骨折に hydroxyapatite block（HA 
block）を用いた vertebroplasty を行った１例

  兵庫医大整形外科
   京　　文靖・李　　一浩・岡田　文明
   夫　　徳秀・横山　　浩・草野　芳生
   釜江　清矢・西尾　祥史・圓尾　宗司

５． 長期経過した放射線性肩甲骨骨髄炎に対し後背筋皮弁
移植術を施行した１例

  奈良医大整形外科
   加藤　宜伸・矢島　弘嗣・小畠　康宣
   重松　浩司・河村　健二・高倉　義典

６． 左腸骨翼骨折に合併した外側大腿皮神経障害の１例
  三田市民病院整形外科
   高橋　完靖・芝　　昌彦・島　　直子
   荷田啓一郎・橋本　　靖・大野　　修

７． 股関節鏡を用いて治療した Salmonella 化膿性股関節
炎の２例

  京大整形外科
   丸木　　仁・川那辺圭一・清水　基行
   大西英次郎・中村　孝志

８． 若年者の大腿部に発生した孤立性線維性腫瘍の１例
  神戸大整形外科
   坂田　亮介・秋末　敏宏・山本　哲司
   丸井　　隆・中谷　徹也・河本　旭哉
   人羅　俊明・黒坂　昌弘

９． 臼蓋部の上方および後方の骨欠損に対し臼蓋再建を行
い再置換術を行った１例

  大阪市大整形外科
   松本　一伸・大橋　弘嗣・小林　章郎
   祷　　史明・洲鎌　　亮・岩切健太郎
   松本　富哉・上村　卓也・高岡　邦夫

10． 京セラ KLS システムで再置換術を行ったハックス
テップステム破損例の検討

  八尾徳洲会総合病院整形外科
   長谷川　潔・原田　理人・当麻　俊彦
   岩崎　圭至・北西　正光

11． 両側同時に大腿骨顆上骨折を起こした TKA 後の RA 
患者の１例

  関西医大整形外科
   小津　　敏・坂根　正則・児島　　新
   三木　孝人・飯田　寛和

12． 蜂窩織炎との鑑別を要した脛骨遠位部脆弱性骨折の１
例

  済生会兵庫県病院整形外科
   石田　一成・棚瀬　嘉宏・渡辺　康司
   大森　　治

13． 人工足関節抜去後，impaction bone grafting を併用し
関節固定術を行った関節リウマチの１例

  滋賀医大整形外科
   前田　　勉・牛山　敏夫・川崎　　拓
   松末　吉隆

14． 3D-MRI による内反足の解析を行った１例
  阪大整形外科
   糸原　朋信・清水　信幸・樋口　周久
   大野　一幸・菅本　一臣・吉川　秀樹

15． 距骨の外側突起・後突起骨折を同時発生した１例
  市立貝塚病院整形外科
   有光小百合・辻野　宏明・北村　卓司
   石川　太彦・山口　勝之

16． 外傷性ボタン穴変形趾の１例
  大阪医大整形外科
   四方田光弘・安田　稔人・木下　光雄
   奥田　龍三・中野　敦之・劉　　長勱
   北野　　直・阿部　宗昭

17． 腸骨骨移植にて患肢温存できた左母趾に発症した腱鞘
性巨細胞腫の１例

18． キーンベック病に伴った巨大骨棘による手根管症候群
の１例

  中町赤十字病院整形外科
   立石　耕司・長尾　憲孝・山本　秀三



- 527 -

第396回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年１月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 熱傷後に生じた小児 MRSA 骨髄炎の１例
  近畿大整形外科
   三木　良久

２． 小児に生じた鎖骨遠位端骨折の１例
  京府医大整形外科
   佐々木健太朗・堀井　基行・奥村　　弥
   久保　俊一
  京都地域医療学際研究所附属病院整形外科
   上島圭一郎

３． ブラント病に対する１治療経験
  奈良医大整形外科
   高橋　陽子・幅田　　孝・上松　耕太
   服部　耕治・笠次　良爾・高倉　義典

４． 低リン血症性骨軟化症を併発したと考えられる関節リ
ウマチの１例

  阪大整形外科
   牧野　孝洋・橋本　　淳・橋本　英雄
   妻木　範行・冨田　哲也・菅本　一臣
   吉川　秀樹

５． 寛骨臼底骨折を生じた関節リウマチの２例
  兵庫医大整形外科
   堀之内　豊・厚井　　薫・麩谷　博之
   福西　成男・今村　史明・楊　　鴻生
   立石　博臣・圓尾　宗司

６． Accessory ACL と考えられる索状物により膝前面部
痛を生じた１例

  大阪医大整形外科
   木下　明彦・藤田　晃史・中島　幹雄
   白井　久也・鉄村　信冶・森内　宏充
   阿部　宗昭
  佐藤病院整形外科
   荒木　雅人

７． 膝前十字靱帯内ガングリオンの再発した１例
  神戸大整形外科
   増田　節夫・松本　彰生・吉矢　晋一
   松井　允三・角谷賢一朗・山本　哲司
   村津　裕嗣・黒田　良祐・黒坂　昌弘

８． 恥骨結合溶解像を呈し診断が困難な症例
  大阪厚生年金病院整形外科
   野村　幸嗣・大脇　　肇・冨士　武史

９． 大腿骨頭に発生した良性軟骨芽細胞腫の１例
  関西医大整形外科
   山本　　慶・大野　博史・赤木　繁夫
   加須屋　崇・飯田　寛和
  関西医大中検病理
   坂井田紀子

10． 受傷後２年を経て contralateral C7 により正中神経を
再建した１例

  京大整形外科
   三宅　良平・柿木　良介・松本　泰一
   池口　良輔・中村　孝志

11． 多発性脊髄髄膜腫の１例
  和歌山医大整形外科
   直川　裕樹・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・大浦　晴夫・橋爪　　洋
   南出　晃人・中川　幸洋

12． 囊腫内に出血を伴った腰椎 facet joint cyst の１例
  大阪市大整形外科
   片岡　威博・中村　博亮・長山　隆一
   寺井　秀富・福永　健治・谷浦　　圭
   高岡　邦夫

13． 後頭骨環椎癒合症に環軸椎亜脱臼を合併した１例
  滋賀医大整形外科
   寺島　大介・高橋　　忍・猿橋　康雄
   田中　政信・永井　宏和・松末　吉隆
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第397回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年２月21日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 頚椎に発生した non-dural attachment meningioma の
１例

  和歌山医大整形外科
   谷口　　亘・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・中川　幸洋
   南出　晃人

２． 術中体外照射骨還納法にて再建を行った仙骨軟骨肉腫
の１例

  滋賀医大整形外科
   川村　恭司・猿橋　康雄・高橋　　忍
   田中　政信・江川　雅章・松末　吉隆

３． 脛骨発生のアダマンチノーマに同側腓骨の骨線維性異
形成を伴った１例

  兵庫医大整形外科
   岡本　卓也・麩谷　博之・福永　　訓
   今村　史明・大迎　知宏・戸祭　正喜
   田中　寿一・立石　博臣

４． CT ガイド下切除を行った類骨骨腫の１例
  関西医大整形外科
   黒井　亜弥・福田　　登・和田　孝彦
   飯田　寛和

５． 強皮症患者に脂肪肉腫が発生した１例
  大阪市大整形外科
   杉岡　優子・家口　　尚
  国立大阪病院医療センター整形外科
   久田原郁夫・真中　智哉
  大阪市立総合医療センター整形外科
   明石　健一
  大阪市立総合医療センター内科
   岡田　範之

６． 寛骨臼関節唇の放射状 MR 画像と股関節鏡所見を比
較した１例

  京府医大整形外科
   成田　　渉・井上　重洋・藤岡　幹浩
   堀井　基行・阪尾　　敬・高橋　謙治
   久保　俊一

７． 高位先天股脱の反対側の変股症に対する臼蓋回転骨切
り術　̶２症例に対する関節温存の試み̶

  奈良医大整形外科
   北野　修二・大村　哲司・川手　健次
   石田由佳子・高倉　義典
  奈良県心身障者リハビリセンター
   林　　雅弘

８． 大腿骨頭壊死症に対する femoral surface replacement 
の経験

  神戸大整形外科
   佐々木　宏・西山　隆之・瀧川　悟史
   荷田啓一郎・新倉　隆宏・藤代　高明
   柴沼　　均・黒坂　昌弘

９． 術前にメソトレキセート（MTX）投与を中止したた
め関節リウマチ（RA）が再燃した１例

  京大整形外科
   村田　浩一・安田　　義・吉田　　真
   三宅　良平・中村　孝志

10． 閉塞性動脈硬化症を伴った踵部難治性潰瘍に対し，逆
行性 venoneuro-acompanying artery fascio-cutaneous 
flap（V-NAF flap）を用いた１例

  大阪医大整形外科
   北野　　直・奥田　龍三・木下　光雄
   安田　稔人・大塚　　尚・阿部　宗昭

11． 鍼治療後に神経刺激症状をきたした１例
  近畿大整形外科
   頭司　敏史・朝田　滋貴・松村　文典
   浜西　千秋

12． 胸椎部肥厚性硬膜炎の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   下村　和範・大和田哲雄・金子　徳寿
   青野　博之・冨士　武史
  福島病院整形外科
   福島　文雄

13． 環軸椎部巨大神経鞘腫切除術後に出血性小脳梗塞を来
たした１例

  阪大整形外科
   吉田　礼徳・坂浦　博伸・細野　　昇
   向井　克容・石井　崇大・吉川　秀樹
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第398回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年３月13日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． テニス選手にみられた有頭骨無腐性壊死の１例
  兵庫医大整形外科
   津森　洋平・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・小倉　宏之・小林　　光
   圓尾　宗司

２． von Recklinghausen 病に合併した malignant peripheral 
nerve sheath tumor の１剖検例

  神戸市立中央市民病院整形外科
   吹上　謙一・笠井　隆一・新林　弘至
  京大整形外科
   中山　富貴・坪山　直生・戸口田淳也
   中村　孝志

３． 右中指に発生した bizarre parosteal osteochondromatous 
proliferation（BPOP）の１例

  近畿大整形外科
   桝村　直志・宮崎　　浩・三木　良久
   西岡　栄恵・福田　寛二・浜西　千秋

４． 両下腿延長中に行ったアキレス腱延長術後肺塞栓を生
じた１例

  阪大整形外科
   西村　岳洋・大野　一幸・樋口　周久
   清水　信幸・吉川　秀樹

５． 脊柱管内に再発を繰り返した schwannomatosis の１例
  奈良医大整形外科
   嶋津　秀紀・植田百合人・吉川　隆章
   小泉　宗久・福井　　潤・飯田　　仁
   宮崎　　潔・高倉　義典

６． 家族内発生をみた脊髄神経鞘腫の１家系
  和歌山医大整形外科
   中村　正亨・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・中川　幸洋
   南出　晃人・峰　　　巨・北野　岳史
  済生会和歌山病院整形外科
   南　　晋司
  新宮市立医療センター整形外科
   筒井　俊二
  愛徳医療福祉センター整形外科
   玉置　哲也

７． ギランバレー症候群に合併した股関節脱臼症例
  大阪市大整形外科
   原　　　庸・飯田　高広・伊藤　陽一
   高岡　邦夫・北野　利夫・小池　達也

８． 難治性足底胼胝に対し，骨切り術と関節形成術を同時
に施行した１症例

  県立奈良病院整形外科
   奥本　洋樹・佐本　憲宏・宗安　昭佳
   下林　幹夫・宮内　義純

９． 小児に発生した舟状骨・有頭骨同時骨折の１例
  神戸大整形外科
   福井　友章・藤岡　宏幸・国分　　毅
   中路　教義・松本　知之・黒坂　昌弘

10． 腰椎化膿性椎間板炎が腸腰筋膿瘍を介して股関節に波
及した１例

  滋賀医大整形外科
   竹村　宜記・熊谷　康祐・川崎　　拓
   牛山　敏夫・松末　吉隆

11． 頚椎多椎間後方除圧固定術術後に発症した C5 麻痺の
２例

  国立神戸病院整形外科
   鄭　　克真・鷲見　正敏・田所　　浩
   宮本　裕史・高畑　正人・乾　　義弘
   熊谷　　宏・矢野　智則・大江　啓介

12． 腰椎黄色靱帯内血腫の１例
  関西医大整形外科
   河野　良太・山本　龍範・赤木　繁夫
   飯田　寛和

13． 先端巨大症に合併した L1/2 椎間板ヘルニアの１手術例
  京府医大整形外科
   齊藤　正純・長谷　　斉・小倉　　卓
   三上　靖夫・原田　智久・佐々木健太朗
   久保　俊一

14． 先天性膝蓋骨脱臼による二次性 OA に対し，TKA
（total knee arthroplasty）を施行した１例

  京大整形外科
   増田　陽平・中川　泰彰・鈴木　　隆
   川井　泰嗣・中村　孝志
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第399回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年４月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 生後１ヵ月の乳児に発症した橈骨骨髄炎の１例
  関西医大附属香里病院整形外科
   薬師寺厚芳・中谷　晃之・大窪　　博
   塚本　英資・徳永　裕彦・濱田　　彰

２． 3D CAD で成形した人工骨を用いた前腕矯正骨切り
術の１例

  阪大整形外科
   秋山　慶輔・村瀬　　剛・森友　寿夫
   後藤　　晃・岡久　仁洋・海渡　貴司
   玉井　宣行・名井　　陽・菅本　一臣
   吉川　秀樹

３． 下肢麻痺で発症し多発性 dumbbell 型を呈した 
ganglioneuroma の１例

  神戸大整形外科
   荒木　大輔・西田康太郎・土井田　稔
   下村　隆敏・黒坂　昌弘
  神戸大小児外科
   前田　貢作

４． 対麻痺を呈した第８胸椎血管腫の１例
  関西医大整形外科
   若林　　英・赤木　繁夫・大成　浩征
   笹井　邦彦・飯田　寛和
  関西医大中検病理
   坂井田紀子

５． 第４腰椎関節突起間部に発生した類骨骨腫の１例
  滋賀医大整形外科
   杜多　昭彦・田中　政信・竹村　宜記
   高橋　　忍・猿橋　康雄・江川　雅章
   松末　吉隆

６． 関節リウマチ患者の骨粗鬆症性腰椎椎体圧潰に対する
手術経験

  兵庫医大整形外科
   西尾　祥史・夫　　徳秀・李　　一浩
   岡田　文明・草野　芳生・岡本　卓也
   釜江　清矢・立石　博臣

７． METRxTM Radiance Illumination Guide による直視下
椎間板ヘルニア摘出術の１例

  大阪医大整形外科
   兵田　　暁・金　　明博・馬場　一郎
   富田　誠司・徳山　文人・河原　邦彦
   阿部　宗昭

８． Ehlerds-Danlos 症候群に伴う側弯症に対する instru-
mentation without fusion

  大阪労災病院整形外科
   津田　晃佑・岩鎚　幹季・森田　雅博
   奥田　真也・宮内　　晃・西塔　　進

９． 看過された歯突起骨折によって環軸関節完全脱臼を生
じた１例

  京大整形外科
   船越　　博・根尾　昌志・坂本　武志
   藤林　俊介・中村　孝志

10． 環軸椎関節に発症した化膿性関節炎の１例
  姫路聖マリア病院整形外科
   佐々木　謙・鍋島　祐次・尾崎　昭洋
   森　　裕之・藤井　英夫
  神戸医療センター
   鷲見　正敏

11． 骨内ガングリオンによる肘部管症候群の１例
  和歌山医大整形外科
   金川　建彦・谷口　泰徳・峰　　　巨
   長尾　好昭・大浦　晴夫・安藤　宗治
   吉田　宗人

12． 両側の弾発現象を認めた肩甲下部弾性線維腫の２例
  高砂市民病院整形外科
   美舩　　泰・本田　久樹・坪田　次郎
   杉本　　格・振角　和利・池田　正則
  高砂市民病院中央検査科病理
   伊東　　宏

13． 大腿骨遠位部骨折の治療経験

14． ブタ回虫症による下肢浮腫を伴った変形性膝関節症に
対し TKA を施行した１例

  天理よろづ相談所病院整形外科
   山野健太郎・金馬　敬明・福田佐知子
   森本　佳秀・長谷　隆生・西松　秀和
   広藤　栄一

15． 回旋アライメント不良および回旋不安定性により脛骨
インサートの早期磨耗・破損を生じた１例

  近畿大整形外科
   森　　成志・赤木　将男・大谷　和裕
   桝村　直志・浜西　千秋

16． コンピューター支援ナビゲーションが有用であった全
人工膝関節置換術の２例

  大阪市大整形外科
   松本　富哉・小林　章郎・岩城　啓好
   祷　　史明・洲鎌　　亮・岩切健太郎
   太田　陽一・高岡　邦夫

17． 膝蓋下滑液包炎の症状が主訴であった Osgood-
Schlatter 病の１例

  三田市民病院整形外科
   島　　直子・橋本　　靖・大野　　修
   芝　　昌彦・前野耕一郎・高橋　完靖
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18． テニスプレー中に生じた母趾 MTP 関節内側側副靱帯
損傷の１例

  奈良医大整形外科
   花岡　義文・田中　康仁・林　　宏治
   磯本　慎二・成川　功一・東山　一郎
   笠次　良爾・仁科　直文・高倉　義典

19． 長期透析患者における両側アキレス腱自然断裂の１例
  新日鐵広畑病院整形外科
   庄司　太郎・宮　　秀俊・石井　憲治
   圓尾　明弘・田中　和具

20． 足関節内果骨折後に発症した距骨骨囊腫の１例
  中谷整形外科病院
   豊川　成和・飯田　康夫・松下　雄彦
   高祖　清泰・中谷　正臣・藤原　　朗

21． 保存療法で治療した年長児化膿性股関節炎の１症例
  京府医大整形外科
   遠山　将吾・金　　郁喆・吉田　隆司
   河本　浩栄・久保　俊一
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第400回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年６月19日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 中指伸展拘縮をきたした血清反応陰性対称性滑膜炎
（RS3PE）の１例

  関西医大整形外科
   守屋　　円・児島　　新・宮島　茂夫
   飯田　寛和
  関西医大リハビリ科
   大島　洋子

２． Extensor aponeurosis 損傷による短母指伸筋腱脱臼の
１例

  滋賀医大整形外科
   西村　嘉洋・今井　晋二・菊地　克久
   松末　吉隆

３． 骨軟骨腫による上腕二頭筋長頭腱炎の１例
  神戸大整形外科
   藤本　卓也・山本　哲司・秋末　敏宏
   村上　華子・人羅　俊明・河本　旭哉
   岸本　健太・黒坂　昌弘

４． 胸郭形成術の影響で治療に難渋した肩鎖関節脱臼の１
症例

  阪大整形外科
   藤井隆太朗・佐原　　亘・菅本　一臣
   吉川　秀樹

５． 近位脛腓関節障害の１例
  大阪厚生年金病院整形外科
   深澤　穂高・松本　憲尚・前　　達雄
   冨士　武史

６． 術後に脛骨内側顆骨折を生じた人工膝関節単顆置換術
の１例

  大阪医大整形外科
   中島　幹雄・朝子　晃憲
  医療法人大植会葛城病院整形外科
   大植　　睦・裏岡　富次・常徳　　剛
   篠原　和幸

７． 腓骨近位部に発生した chondromyxoid fibroma の１例
  京府医大整形外科
   赤井　敬紀・村田　博昭・大島　康史
   松井　隆明・堀江　直行・久保　俊一

８． 人工骨頭置換術後に受傷した股関節中心性脱臼骨折の
治療経験

  第一東和会病院整形外科
   吉村弘一郎・大原　英嗣・川島　啓誠

９． 殿部粉瘤発生扁平上皮癌広範囲切除後に殿部大腿皮弁
術を用いて再建を行った１例

  和歌山医大整形外科
   宮本　　選・谷口　泰徳・吉田　宗人
  和歌山医大紀北分院整形外科
   大浦　晴夫
  阪南市立病院整形外科
   本田　高幹
  新宮市立医療センター
   山田　　宏

10． 神経発生と考えられた腋窩部滑膜肉腫の１例
  京大整形外科
   中山　富貴・中村　孝志
  京大再生医科学研究所
   戸口田淳也
  京大附属病院病理部
   中嶋　安彬
  京大保健学科
   坪山　直生

11． 特異的な徴候を示した頚椎症性脊髄症の１例
  大阪市大整形外科
   曺　　寿憲・寺井　秀富・中村　博亮
   長山　隆一・高岡　邦夫

12． 後縦隔に発生したダンベル型神経鞘腫の１例

13． ムチランス RA 患者に生じた仙椎 insufficiency fracture 
の１例

  兵庫医大整形外科
   京　　文靖・福西　成男・楊　　鴻生
   厚井　　薫・今村　史明・立石　博臣

14． 胸郭形成不全症を伴う先天性側弯症に対し胸郭形成術
を施行した１例

  奈良医大整形外科
   北野　修二・植田百合人・吉川　隆章
   小泉　宗久・飯田　　仁・宮崎　　潔
   原田　明久・高倉　義典
  奈良医大心臓血管・呼吸器外科
   櫛部　圭司


