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第401回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年10月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 手指末節骨へ転移した肺癌の1例

２． 硬膜内髄外腫瘍と誤診した胸髄髄内hemangioblastoma
  大阪労災病院整形外科
   高橋信太郎・宮内　　晃・奥田　真也
   岩崎　幹季・西塔　　進

３． 肩甲下部に発生したelastofibromaの2例
  近畿大整形外科
   山崎　顕二

４． ポリエチレンライナー破損のため脱臼をきたしたバイ
ポーラー型人工骨頭の1例

  京大整形外科
   清水　基行・川那辺圭一・大西英次郎
   中村　孝志

５． 内側広筋下切開に低侵襲外側支帯解離術を併用した人
工膝関節全置換術の経験

  京府医大整形外科
   南村　武彦・渡邉　信佳・久保　俊一
  京都九条病院整形外科
   吉野　信之・小林　政史

６． 脛骨骨壊死に対し骨軟骨柱移植術を施行したKaschin-
Beck病の1例

  滋賀医大整形外科
   板倉　　慎・吉川　正徳・菊地　克久
   西脇　聖一・松末　吉隆

７． 特発性脛骨内顆骨壊死の2例
  和歌山医大整形外科
   中谷　匡登・吉田　宗人・谷口　泰則
   簗瀬　能三・長雄　好昭・中根　康博
   宮本　　選

８． 足関節および距骨下関節固定術により良好な結果を得
た足関節結核の1例

  奈良医大整形外科
   原田　明久・登　　希星・磯本　慎二
   成川　功一・林　　宏治・熊井　　司
   田中　康仁・高倉　義典

９． スポーツによる距骨骨軟骨障害に対して,鏡視下自家
骨骨軟骨移植術を施行した3例の検討

  阪大整形外科
   藪野　瓦平・中田　　研・中村　憲正
   大坪　英則・岩橋　武彦・吉川　秀樹
  行徳病院スポーツ整形外科
   中川　滋人・史野　根生

10． 踵部難治性潰瘍に対して分層植皮を施行したWerner
症候群の1例

  神戸大整形外科
   大江啓介・三輪雅彦・酒井良忠
   吉矢晋一・黒坂昌弘

11． 観血的治療を行ったcarpal bossの1例
  兵庫医大整形外科
   蔭山　敬久・田中　寿一・小倉　宏之
   戸祭　正喜・大迎　知宏・常深健二郎
   山際　得益・鄒　　天端

12． 一時的舟状小菱形骨間関節固定術で治療した若年者
Kienbock病の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

13． 腰椎黄色靱帯嚢腫の2例
  関西医大整形外科
   森　　康治・笹井　邦彦・梅田　眞志
   若林　　英・大成　浩征・赤木　繁夫
   飯田　寛和

14． 胸椎部肥厚性硬膜炎の1例
  恵生会病院整形外科
   中村　昭文・山岡　伸行
  同放射線科
   御供　政紀
  奈良医大整形外科
   植田百合人・吉川　隆章・高倉　義典

15． 頚椎,腰椎に多発性病変をきたしたSAPHO症状群の1
例

  枚方市民病院整形外科
   小埜　久子・小坂　理也・福西　邦素
   高村　昌樹・武田　勝雄

16． 骨シチンでsuper bone scan像を呈した播種性骨髄癌性
の3例

  大阪医大整形外科
   兵田　　暁・馬場　一郎・植田　直樹
   根木陽一郎・阿部　宗昭
  同第一病理
   栗栖　義賢
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第402回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成16年11月20日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 硬膜内に脱出したL1/2椎間板ヘルニアの1例
  大阪労災病院整形外科
   柴田　正浩・宮内　　晃・岩崎　幹季
   奥田　真也・白　　隆光・三輪　俊格
   西塔　　進

２． 頚椎症性脊髄症に対して椎弓形成術を施行後,水頭症
を来たした1例

  和歌山医大整形外科
   岡田　基宏
  和歌山医大付属病院整形外科
   吉田　宗人・川上　　守・安藤　宗治
   橋爪　　洋
  同脳神経外科
   板倉　　徹・今栄　信治・西村　泰彦
  愛徳医療福祉センター
   玉置　哲也
  新宮市立医療センター整形外科
   山田　　宏

３． まれな坐骨神経の走行が原因と考えられた梨状筋症候
群の1例

  近畿大整形外科
   西村　俊司・宮崎　　浩・森　　茂志
   赤木　将男・福田　寛二・浜西　千秋

４． 術後7年で折損したprecoat stem の1例
  大阪厚生年金病院整形外科
   下村　和範・山崎　　聡・増原　建作
   冨士　武史

５． TKA術後脱臼膝に対して再置換およびMCL同時再建
を行ったシャルコー関節の1症例

  神戸大整形外科
   田中　浩一・星野　祐一・高倉　義幸
   松本　彰生・水野　清典・黒田　良祐
   村津　裕嗣・吉矢　晋一・黒坂　昌弘

６. 人工股関節全置換術後セラミックスクリューの折損に
より著明な金属骨頭の磨耗を生じた1例

  阪大整形外科
   山村　在慶

７． 術後性脊髄ヘルニアの1例
  兵庫医大整形外科
   鄒　　天瑞・橘　　俊哉・夫　　徳秀
   李　　一浩・岡田　文明・草野　芳生
   岡本　卓也・圓尾　圭史

８． 烏口突起骨折を合併した肩鎖骨関節脱臼に対
し,Dewar法にて治療した1例

９． 成人の先天性橈尺骨癒合症に対して有茎脂肪弁挿入
と近位棚形成を行った1例

  大阪医大整形外科
   森　　拓美・白井　久也・兵田　　暁

10． 母指伸展障害を伴わなかったために診断に難渋した
長母指伸筋腱,長短橈側手根伸筋腱断裂の1例

  滋賀医大整形外科
   安藤　厚生・今井　晋二・児玉　成人
   松末　吉隆
  小澤病院整形外科
    大村喜久雄

11． 脛骨近位部に発生した良性軟骨芽細胞腫の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
   幅田　　孝・植田百合人・高倉　義典

12． 指節骨の長軸骨切りを施行した巨指症の1例
  京大整形外科
   松本　泰一・柿木　良介・池口　良輔
   山川　知之・中村　孝志

13. 小児手指に発生し,PIP関節尺屈変形を来したtumoral 
calcinosis の1例

  京府医大整形外科
   中澤　純子・奥村　　弥・藤原　浩芳
   久保　俊一

14. ビスフォスフィネートを投与した骨形成不全患児の各
種パラメーターの推移

  大阪市大整形外科
   曺　　寿憲・北野　利夫・今井　祐記
   中川　敬介・高岡　邦夫
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第403回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成17年１月15日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 骨折を伴わない足関節脱臼の1例
  神戸大整形外科
   島　　直子・西山　隆之・高倉　義幸
   瀧川　悟史・荷田啓一郎・黒坂　昌弘
  神戸海星病院整形外科
   柴沼　　均・辻本　和雄

２． 上腕部に発生したCastleman病の1例
  大阪医大整形外科
   根木陽一郎・植田　直樹・馬場　一郎
   堤　　　啓・阿部　宗昭
  ベリタス病院整形外科
   辻村　知行

３．RAO術後に大腿部難治性瘻孔形成を来した1例
  兵庫医大整形外科
   清野　大輔・福西　成男・楊　　鴻生
   厚井　　薫・麸谷　博之・今村　史明
   津森　洋平・立石　博臣

４． RA手に対する両側Sauve-Kapandji手術に用いたポリ
-L-乳酸スクリューにより生じた無腐性腫瘤の1例

  京大整形外科
   田中真砂史・伊藤　　宣・武富　雅則
   松本　泰一・中村　孝志
  宇多野病院整形外科
   安東　慶治

５． 右第2中手骨に発生した稀な軟骨肉腫の1例
  阪大整形外科
   葉山　悦伸・上田　孝文・玉井　宣行
   名井　　陽・吉川　秀樹

６． 膝関節内ガングリオンの1例
  大阪厚生年金病院整形外科
   黒田　早苗・松本　憲尚・武　　靖浩
   冨士　武史
  同スポーツ医学科
   前　　達雄

７． 上腕骨側関節上腕靱帯剥離(HAGL lesion)による反復
性肩関節脱臼の1例

  滋賀医大整形外科
   板倉　　慎・吉川　玄逸・兼子　秀人
   吉川　正徳・松末　吉隆

８． 若年者の外傷性大腿骨頚部内側骨折の治療経験
  県立奈良病院整形外科
   竹村　和生・下林　幹夫・宗安　昭佳
   佐本　憲宏・宮内　義純

９． 人工骨頭置換術後カンジタ感染症の1例

10． MRIにおけるT1強調画像で大腿骨頭に中枢凸の帯状
低信号を認めた2例

  京府医大整形外科
   今井　　寛・高橋　謙治・藤岡　幹浩
   新井　祐志・濱口　祐之・阪尾　　敬
   栗林　正明・久保　俊一

11． 3次元造型モデルを用いて人工股関節再置換術を行っ
た1症例

  大阪市大整形外科
   仲　　哲史・洲鎌　　亮・岩城　啓好
   米田　昌弘・岩切健太郎・大田　陽一
   小林　章郎・高倉　邦夫

12． TKA術後反復性膝蓋骨脱臼に対して内側膝蓋大腿靱
帯(MPFL)を再建した1例

  近畿大整形外科
   朝田　滋貴・赤木　将男・森　　成志
   山崎　顕二・福田　寛二・浜西　千秋

13． 著しい脊髄萎縮を来した,急性胸椎硬膜外血腫の1例
  関西医大整形外科
   鈴木　史和・大成　浩征・笹井　邦彦
   若林　　英・赤木　繁夫・飯田　寛和
  同救急医科学
   中谷　健治・中村　誠也

14． 特発性足舟状骨壊死の1例
   奈良医大整形外科
   森本　光俊・磯本　慎二・清水　隆昌
   成川　功一・東山　一郎・熊井　　司
   田中　康仁・高倉　義典
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第404回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成17年３月19日（土）
会　　　場：AAホール エビスビル本館

１． 顆粒球肉腫により急性骨髄性白血病の再発が確認され
た2例

２． Bicipitoradial bursitis(上腕二頭筋腱橈骨滑液包炎)と
鑑別が困難であった粘液腫の1例

  神戸大整形外科
   名倉　一成・坂井　宏成・国分　　毅
   牧野　　健・藤岡　宏幸・秋末　敏宏
   山本　哲司・吉矢　晋一・黒坂　昌弘

３． 診断に難渋した特発性脛骨内顆骨壊死の1例
  市立貝塚病院整形外科
   葉山　悦伸
  阪大整形外科
   橋本　　淳・上田　孝文・妻木　範行
   冨田　哲也・菅本　一臣・吉川　秀樹

４． 胸椎硬膜外に発生したcavernous hemangiomaの1例
  京大整形外科
   吉田　　真・根尾　昌志・藤林　俊介
   中村　孝志

５． 腰部硬膜内に発生したhemangiopericytomaの1例
  兵庫医大整形外科
   鄒　　天瑞・草野　芳生・夫　　徳秀
   李　　一浩・橘　　俊哉・岡田　文明
   京　　文靖・圓尾　圭史・立石　博臣
  同第2病理
   平野　博嗣・植松　邦夫

６． 腫瘍と鑑別を要した慢性腰椎硬膜外血種の1例
  大阪厚生年金病院整形外科
   由留部　崇・金子　徳寿・行方　雅人
   青野　博之・細野　　昇・冨士　武史

７． 環軸椎間に異所性関節症様変形を来たし脊髄症を呈し
たKlippel-Feil症状群の1例

  神戸医療センター整形外科
   鈴木　哲平・宮本　裕史・鷲見　正敏
   乾　　義弘・高畑　正人・田所　　浩
   恵美　直敦・飛田　祐一

８． 頚椎前縦靱帯骨化症による嚥下困難-食道内圧測定を
用いた機序に関する考察-

  大阪市大整形外科・第2外科
   松本　富哉・寺井　秀富・中村　博亮
   藤原　有史・竹村　雅至・李　　栄柱
   岩崎　　洋・大杉　治司・長山　隆一
   高岡　邦夫

９． 超高齢者に行った頚椎椎弓形成術の1例
  近畿大整形外科
   西村　俊司・松村　文典・池田　光正
   福田　寛二・浜西　千秋

10． 高校生長距離ランナーにみられた大腿骨頚部疲労骨折
の2例

  加古川市民病院整形外科
   藤井　　貴・北澤　久也・斎藤　寧彦
   前澤　範明

11． 脛骨近位内側に生じたinsufficiency fractureの3例
  大阪医大整形外科
   藤田　晃史・馬場　一郎・大塚　　尚
   阿部　宗昭

12． 載距突起骨折に対して観血的治療を要した1例
  六甲アイランド病院整形外科
   岡本　欣之・坂井　　毅・濱本　秀樹
   嶺尾　和男

13． 観血的整復をした母趾IP関節脱臼の1例
  公立和田山病院整形外科
   川北　晃平・土井　良一・豊川　成和
   伊藤研二郎

14． Buergerに合併した両側距骨壊死に人工距骨を用いた
症状

  和歌山医大整形外科
   石元　優々・吉田　宗人・安藤　宗治
   簗瀬　能三・中谷　如希・長雄　好昭
   中根　康博・宮本　　選・勝田　紘史
   北野　岳史

15． 人工膝関節弛緩術後に膝蓋腱付着部剥離骨折を生じた
1症例の長期経過

  奈良医大整形外科
   奥本　洋樹・幅田　　孝・上松　耕太
   笠次　良爾・高倉　義典

16． THAにおけるfluoroscopy-based navigation systemの
使用経験

  京府医大整形外科
   石田　雅史・藤岡　幹浩・高橋　謙治
   末原　　洋・平田　哲朗・久保　俊一

17． 右人工膝関節置換術後に右大腿骨頚部脆弱性骨折を生
じた関節リウマチの1例

  関西医大整形外科
   小林　義輝・大野　博史・今田　直紀
   飯田　寛和
  巽病院
   巽　　孝彦
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第405回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成17年６月18日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． プロサッカー選手に生じた跳躍型脛骨疲労骨折の1例
  兵庫医大整形外科
   常深健二郎・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・蔭山　敬久・山際　得益
   吉矢　晋一
  高島整形外科
   高島　孝之

２． 投球動作により生じた大腿骨骨幹部骨折の1例
  大阪南医療センター整形外科
   吉田　清志・山本　鉄也・斎藤　正伸
   前田　ゆき・田村　裕一・邉見　俊一
   金澤　淳則・米延　策雄

３． 肘関節後外側回旋不安定性を呈した陳旧性上腕骨外上
顆骨折の1例

  大阪医大整形外科
   渡辺　千聡・阿部　宗昭・白井　久也
   植田　直樹・大塚　　尚

４． 徒手整復不能であった足部MTP関節背側脱臼の1例

５． 内反小趾に対してScarf骨切り術を用いて矯正した1症
例

  県立奈良病院整形外科
   花岡　義文・佐本　憲宏・宗安　昭佳
   下林　幹夫・宮内　義純

６． 小児頚椎椎間板石灰化症の1例
  滋賀医大整形外科
   荒木　　勧・高橋　　忍・猿橋　康雄
   田中　政信・松末　吉隆

７． 黄色靱帯骨化と鑑別を要したssynovial chondromatosis
の1例

８． C1/2の化膿性脊椎炎の1例
  和歌山医大整形外科
   宮本　　選・岡田　基宏・安藤　宗治
   川上　　守・吉田　宗人

９． 高度に転位した小児軸椎歯突起骨折の長期経過観察例
  神戸医療センター整形外科
   恵美　直敦・鷲見　正敏・宮本　裕史
   高畑　正人・乾　　義弘・田所　　浩
   飛田　祐一・鈴木　哲平

10． イリザロフ型創外固定器を利用して整復・固定術を
行った脊椎下垂症の1例

  神戸大整形外科
   金山　修一・西田康太郎・土井田　稔
   下村　隆敏・前野耕一郎・黒坂　昌弘
  兵庫県立のじぎく療育センター
   宇野　耕吉

11． 頚部近位型類上皮肉腫の1症例
  大阪市大整形外科
   田口　　晋・家口　　尚・香月　憲一
   高岡　邦夫
  兵庫県立粒子線医療センター放射線科
   村上　昌雄

12． Morganella morganiiによる壊死性筋膜炎の1例
  奈良医大救急医学
   井上　和也・前田　　学・村田　景一
   吉田　　淳・北野　修二・西口　貴司
   奥地　一夫・高倉　義典

13． 緩慢な経過を示した結核性膝関節炎の1治療経験
  近畿大整形外科
   森　　成志・赤木　将男・朝田　滋貴
   山崎　顕二・丹　　彰浩・浜西　千秋

14． 移動性に両顆発症した特発性一過性膝関節骨萎縮症の
1例

15． Infiximab投与中に人工膝関節遅発性感染を来した1例
  大阪厚生年金病院整形外科
   由留部　崇・高樋康一郎・大脇　　 肇
   冨士　武史

16． 広範囲のメタローシスにより両側人工膝関節再置換術
を余儀なくされ,その後複数の合併症を生じた1例

  京都市立病院整形外科
   村田　浩一
  京大整形外科
   中川　泰彰・鈴木　　隆・小林　雅彦
   中村　孝志
  御所東クリニック
   村田　　聡

17． 単顆型人工膝関節置換術後に脛骨プラート骨折を来し
た1例

  関大医大整形外科
   浅田　　卓・今田　直紀・大野　博史
   宮島　茂夫・飯田　寛和

18． 大腿人工骨頭置換術後の著明なproxximal migration
に対する人工股関節全置換術の1症例

19． 38年の長期経過の後に再置換術を施行したCharnley 
THAの1症例
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第406回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成17年９月17日（土）
会　　　場：住友製薬㈱道修町ビル７F

１． 治癒後早期に人工膝関節置換術を施行した化膿性膝関
節炎の1例

  近畿大整形外科
   岸本　英樹・森　　成志・赤木　将男
   朝田　滋貴・頭司　敏史・新山　文夫
   大谷　和弘・浜西　千秋

２． 関節リウマチ患者に発生した上腕骨慢性骨髄炎の1例
例

  大阪市大整形外科
   佐々木康介・小池　達也・伊藤　陽一
   冨田　益広・黒田　貴顕・中尾　佳裕
   高岡　邦夫

３． 肥大性骨関節症の1例
  京府医大整形外科
   酒井　　亮・徳永　大作・北條　達也
   久保　俊一

４． 正中神経に発生したplexiform schwannoma の1例
  神戸大整形外科
   川上　洋平・秋末　敏宏・河本　旭哉
   藤本　卓也・原　　仁美・今堀　正也
   黒坂　昌弘

５． 副神経に発生した神経鞘腫の1例
  和歌山医大整形外科
   宮本　　選・谷口　泰徳・岩田　勝栄
   峰　　　巨・吉田　宗人

６． 足関節に外反変形を生じたdysplasia epiphysealis 
hemimelicaの1例

  関西医大整形外科
   木下有紀子・串田　剛俊・坂根　正則
   赤木　繁夫・飯田　寛和

７． 左下肢の血行障害で発症した新生児MRSA腸腰筋膿
瘍の1例

  大阪医大整形外科
   藤原　憲太・阿部　宗昭

８． JR福知山線脱線事故における当院での対応
  兵庫医大整形外科
   清野　大輔・福西　成男・吉矢　晋一

９． 足関節果部骨折術中に生じた肺寒栓症の1例
  滋賀医大整形外科
   尾田　和広・児玉　成人・松末　吉隆

10． 脊椎亜全摘を行った第4腰椎軟骨肉腫の1例

11． 前脊髄動脈閉塞症の1例

12． 咽後膿瘍から化膿性脊椎炎を来した1例
  大阪厚生年金病院整形外科
   衣笠　和孝・青野　博之・金子　徳寿
   細野　　昇・行方　雅人・冨士　武史

13． 硬膜外血管腫の1例
  大阪労災病院整形外科
   岡本　道雄・奥田　直也・小田　剛紀
   宮内　　晃・白　　隆光・西塔　　進

14． 歩行障害をきたしたJRAによる右下肢変形に対してイ
リザロフ創外固定器を用いて治療した1例

  阪大整形外科
   樋口　周久・大野　一幸・石川　太彦
   野田　和王・清水　信幸・吉川　秀樹
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第407回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成17年11月19日（土）
会　　　場：北浜オフィス(旧住友製薬道修町ビル) 7F

１． 橈骨頭脱臼を伴った前腕両骨骨折変形治癒に対する3
次元矯正骨切りシミュレーション

  阪大大学院整形外科
   野田　和王・村瀬　　剛・森友　寿夫
   岡　久仁洋・有光小百合・吉川　秀樹

２． 骨化を伴った脂肪腫の1例

３． 前十字靱帯遠位付着部に発生した限局型色素性絨毛結
節性滑膜炎の1例

４． 鏡視下手術を施行したPatellar Clunk Syndromeの3例

５． VAC(Vaccum assisted closure)を用いて治癒し得た膝
蓋骨骨折術後広範囲軟部組織欠損の1例

  神戸大大学院整形外科
   川上　洋平・三輪　雅彦・酒井　良忠
   深澤　高広・大江　啓介・黒坂　昌弘
  同形成外科
   宮村　　卓・寺師　浩人・田原　真也

６． 真筋性膝関節炎に対して人工関節置換術を行った1例
  和歌山医大整形外科
   谷端　友紀・簗瀬　能三・中谷　如希
   山口　耕史・中根　康博・吉田　宗人
  角谷整形外科病院
   岩崎　一夫・角谷　昭一

７． Growth Hormone治療中に発症した大腿骨頭すべり症
の1例

８． 早期復帰を希望した臼蓋形成不全患者に対する鏡視下
関節唇部分切除術

９． Bipolar型人工骨頭置換術後にinner headの脱転を生じ
た1例

  大阪厚生年金病院整形外科
   衣笠　和孝・山崎　　聡・増原　建作
   冨士　武史

10． 受傷後40年以上経過した陳旧性肘関節脱臼に対して
半拘束式人工肘関節を行った1例

  大阪医大整形外科
   田村　滋規・阿部　　昭・白井　久也
   植田　直樹・渡辺　千聡・大塚　　尚

11． 橈骨神経麻痺を合併した上腕骨骨幹部骨折2例の治療
経験

  兵庫医大整形外科
   蔭山　敬久・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・常深健二郎・山際　得益
   吉矢　晋一

12． 環軸椎後方固定に用いたチタンケーブルの弛緩により
術後10年で神経症状をきたした1例

  京府医大整形外科
   金村　　斉・三上　靖夫・長谷　　斉
   大久保直規・岡本　慎一・久保　俊一

13． 神経線維腫症TypeⅠに伴う頚椎後弯変形の1例

14． 腰椎椎間板ヘルニアにより,膀胱直腸障害を伴わない
両側性下垂足を呈した1例
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第408回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成18年１月21日（土）
会　　　場：北浜オフィス(旧住友製薬道修町ビル) 7F

１． JIAと鑑別困難であった膝蓋骨骨髄炎の1例
  近畿大整形外科
   野中　藤吾・西坂　文章・斉藤　政克
   福田　寛二・浜西　千秋

２． 陳旧性膝蓋腱断裂に対してハムストリングス筋腱を用
いた膝蓋腱再建術を行った1例

  神戸大整形外科
   福山　泰平・水野　清典・黒田　良祐
   村津　裕嗣・木下　恵祐・星野　祐一
   石田　一成・黒坂　昌弘

３． 陳旧性足関節内・外側靱帯損傷に対して内・外側靱帯
再建術を行った1例

  大阪医大整形外科
   北野　　直・安田　稔人・木下　光雄
   奥田　龍三・嶋　　洋明・阿部　宗昭

４． 足関節に発生したdysplasia epiphysealis hemimelica
の1例

  京府医大整形外科
   森　　　弦・北條　達也・金　　郁喆
   久保　俊一
  西陣病院整形外科
   生駒　和也

５． 腋窩神経単独損傷の治療経験
  京大整形外科
   中山　　憲・柿本　良介・山川　知之
   森本　佳秀・中村　孝志

６． 肩習慣性後方亜脱臼に対し当院独自の運動療法が奏功
した1例

  大阪厚生年金病院整形外科・スポーツ医学科
   武　　靖浩・米田　　稔・前　　達雄
   田中　健毅・冨士　武史

７． 肩関節炎により内転内旋制限を生じた1例
  阪大整形外科
   長本　行隆・田中　美成・原田　　拓
   菅本　一臣・吉川　秀樹

８． 胸骨骨折に対し観血的治療を行った3例
  兵庫中央病院整形外科
   岡田　欣之・中内　健司・石川　　斉

９． 鑑別を要した脱出型腰椎椎間板ヘルニアの1例
  関西医大整形外科
   鋳谷　敏夫・若林　　英・笹井　邦彦
   丸山　東勲・飯田　寛和

10． SNAPが診断に有用であった椎間孔部狭窄の1例

11． 急速に骨破壊を来した胸椎Eosinophilic granulomaの
1例

12． 大殿筋内に浸潤した仙骨脊索腫の1例

13． Adamantinoma-like Ewing's sarcomaの1例
  奈良医大整形外科
   藤井　宏真・朴木　寛弥・城戸　　顕
   高倉　義典

14． 肘関節後外側回旋不安定症(PLRI)の1例
  滋賀医大整形外科
   熊谷　康佑・吉川　弦逸・吉川　正徳
   兼子　秀人・板倉　　慎・松末　吉隆
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第409回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成18年３月25日（土）
会　　　場：大日本住友製薬北浜オフィス7F

１． 上腕三頭筋腱皮下断裂を生じた2例
  三田市民病院整形外科
   深瀬　直政・大江　啓介・橋本　　靖
   芝　　昌彦・石井　憲治・橋本　慎吾
   大野　　修

２． 診断に難渋した弾発肘の1例

３． 腓骨近位骨幹端骨折後変形治癒と脛腓関節脱臼を合併
した膝複合靱帯(前十字靱帯, 外側則副靱帯, 後外側構
成体)損傷の治療経験

４． 仮STT固定により治療した小児キーンベック病の4年
経過例

  奈良医大整形外科
   中西　昭登・重松　浩司・小畠　康宣
   河村　健二・前川　直宜・矢島　弘嗣
   高倉　義典

５． 中手骨骨内ガングリオンの1例

６． 馬尾神経ヘルニアを伴った仙骨嚢腫の1例
  滋賀医大整形外科
   苅安佐和子・高橋　　忍・尾立　征一
   猿橋　康雄・松末　吉隆

７． 脊索腫に対する仙骨全摘後の再建術の工夫
  和歌山医大整形外科
   遠藤　　徹・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・橋爪　　洋・南出　晃人
   麻殖生和博・延與　　良夫・岡田基宏
   中尾　慎一

８． 腰椎椎間関節嚢腫の1例
  済生会兵庫県病院整形外科
   村上　華子・棚瀬　嘉宏・大森　　治
   渡邊　康司

９． アテトーゼ型脳性麻痺に合併した環軸椎亜脱臼の1例
  大阪医大整形外科
   納田　真也・富田　誠司・金　　明博
   馬場　一郎・徳山　文人・木下　光雄
   阿部　宗昭

10． ルーキー後方固定術後10年で生じたメタローシスを
伴った頚髄症の1例

  京府医大整形外科
   水野健太郎・長谷　　斉・三上　靖夫
   八田陽一郎・柳澤　和芳・外村　　仁
   古山　健蔵・久保　俊一

11． 軸椎後方要素の不連続性のために脊髄症をきたした1
例

  神戸労災病院整形外科
   福井　友章・三浦　寿一・鷲見　正敏
   笠原　孝一・中谷　徹也・金村　在哲
   金谷　貴子・佐藤　啓三・山崎　京子

12．大腿骨転子下骨折術後に生じた大腿深動脈仮性動脈
瘤の1例

  豊岡病院組合立和田山病院整形外科
   藤田　周史・土井　良一・伊藤研二郎
   南　　公人

13． 多発性外骨腫に伴う変形性股関節症に対し人工股関節
置換術を行った1例

  神戸大整形外科
   浜村　清香・西山　隆之・荷田啓一郎
   鈴木　祥浩・林　　申也・黒坂　昌弘
  姫路聖マリア病院
   鍋島　祐次

14． 左股関節固定術後のTwo incision THRの1例

15． D-dimerによるスクリーニングで発見し得なかった
THA後深部静脈血栓症の1例

  大阪厚生年金病院整形外科
   黒田 早苗・山崎  聡・増原 建作
   冨士 武史

16． 両側強直膝に対するTKRの1例

17． 大腿骨に発生した骨内ガングリオンの1例
  兵庫医大整形外科
   小倉　宏之・八木　正義・今村　史明
   福西　成男・麸谷　博之・吉矢　晋一

18. Rotating hinge型人工膝関節置換術後にinsufficiency 
fractureを生じた関節リウマチの1例

  京大整形外科
   菱川　　剛・武富　雅則・吉富　啓之
   伊藤　　宣・中村　孝志
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第410回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成18年６月17日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． 大腿骨頭すべり症に対するピンニングの合併症とその
考察

  奈良医大整形外科
   倉　　知彦・川手　健次・大村　哲司
   玉井　克弥・井上　和也・熊井　　司
   高倉　義典

２． 卵円孔開存のため,人工股関節全置換術中に脳梗塞を
合併したと思われる1例

３． 遅発性に神経症状が悪化した胸椎化膿性脊椎炎の1例
  関西医大整形外科
   吉川　尚孝・串田　剛俊・木下有紀子
   赤木　繁夫・飯田　寛和 

４． 脊椎多発骨折を伴う骨粗鬆症により診断されたクッシ
ング症候群の1例

  滋賀医大整形外科
   熊谷　康佑・今井　晋二・菊地　克久
   杜多　昭彦・児玉　成人・松末　吉隆

５． 急速に股関節破壊が進行した乾癬性関節炎の1例
  大阪労災病院整形外科
   橋本　佳周・萩尾　佳介・山崎　真哉
   洲鎌　　亮・中川　　滋・橋本　英雄
   格谷　義徳・西塔　　進

６． 手三角骨偽関節の1例
  神戸大整形外科
   川上　洋平・藤岡　宏幸・牧野　　健
   坂井　宏成・国分　　毅・名倉　一成
   豊川　成和・黒坂　昌弘

７． カルシウム結晶沈着により再発した手根管症候群の1
例

  和歌山医大整形外科
   浅井　宣樹・青木　　克・谷端　友紀
   梁瀬　能三・谷口　泰徳・吉田　宗人

８． 外顆に発生した特発性大腿骨顆部骨壊死の1例
  大阪労災病院整形外科
   美馬　　弘・堀部　秀二・夏梅　隆至
   中川　　滋・格谷　義徳・西塔　　進

９． サルモネラ菌による大腿骨骨髄炎の1例
  近畿大整形外科
   上田　広伸・丹　　彰浩・西坂　文章
   松村　文典・浜西　千秋

10． 橈骨頭脱臼を伴った尺骨acute plastic bowingの1例
  兵庫医大整形外科
   高木　陽平・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・奥野　宏昭・蔭山　敬久
   吉矢　晋一

11． 肩関節初回脱臼時に認めたglenoid rim fractureに対し
て鏡視下整復術を行った1例

  大阪市大整形外科
   安田　宏之・伊藤　陽一・仲　　哲史
   中尾　佳裕・間中　智哉・中村　信之
   杉岡　優子・島崎　　朗・脇谷　滋之
   小池　達也・高岡　邦夫

12． 距骨の後外側骨軟骨病変に対して前距腓靱帯切離によ
り自家骨軟骨移植術を行った2例

  大阪医大整形外科
   中村　祐子・奥田　龍三・嶋　　洋明
   北野　　直・安田　稔人・木下　光雄

13． 肩腱板断裂を伴った肩関節上方脱臼の1例
  京府医大整形外科
   大宝　英悟・森原　　徹・岩田　圭生
   久保　俊一

14． TKA後の頑固なanterior knee painに対してpatellar 
component再置換術を施行した1例

  京大整形外科
   貴志　夏江・小林　雅彦・中川　泰彰
   岡本　幸大・中村　孝志
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開催年月日：平成18年９月16日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． 肩甲骨に発生した外骨腫に対して鏡視下支援による切
除を行った一例 

  兵庫医科大整形外科 
   福永　　訓・麩谷　博之・福西　成男
   八木　正義・今村　史明・岡山　明洙
   横井　英之・福井　智一・高木　陽平
   吉矢　晋一 

２． Coxitis kneeに対して人工膝関節全置換術および人工
股関節全置換術を行った1例 

  京府医大整形外科
   村上　幸治・新井　祐志・藤岡　幹浩
   高宮　尚武・末原　　洋・樋口　哲生
   市丸　宏三・久保　俊一 

３． 高度骨欠損を有するTKAに対し3次元造型モデルによ
る術前計画が有用であった1例

  大阪市大整形外科
   渭川　徹秀・岩城　啓好・小林　章郎
   祷　　史明・高岡　邦夫

４． 寛骨臼窩に生じたinsufficiency fractureの一例
  関西医大整形外科 
   吉川　尚孝・岡本　尚史・和田　孝彦
   飯田　寛和
 
５． 関節唇損傷を合併したfemoroacetabular impingement
の1症例

  大阪医大整形外科 
   大原　英嗣・中島　幹雄・木下　　雄 

６． 小児大腿骨頚部疲労骨折の一例
  滋賀医大整形外科 
   松村　健一・菊地　克久・川崎　　拓
   吉川　正徳・松末　吉隆 

７． 距骨に発生した片肢性骨端骨異形成症dysplasia 
epiphysealis hemimelicaの2例

  奈良医大整形外科 
   勝井　龍平・小杉　真一・松本　憲和
   成川　功一・磯本　慎二・熊井　　司
   田中　康仁・高倉　義典

８． 環軸椎不安定症に対するmesh plateの使用経験の1例
  和歌山医大整形外科
   石神　修大・吉田　宗人・川上　　守
   安藤　宗治・南出　晃人・中川　幸洋
   青木　　克・延興　良夫・遠藤　　徹
   中尾　慎一 
  新宮市立医療センター 
   橋爪　　洋

９． 上位胸椎部に発生したneurenteric cyst の一例 
  京都大整形外科 
   貴志　夏江・根尾　昌志・宮田　誠彦
   藤林　俊介・中村　孝志

10． 馬尾に発生した傍神経節腫の2例
  近畿大整形外科 
   橋本　和喜・池田　光正・松村　文典
   丹　　彰浩・浜西　千秋 

11． 仙骨嚢腫にシャント術を施行した1例
  神戸大整形外科 
   岩佐賢二郎・前野耕一郎・下村　隆敏
   西田康太郎・土井田　稔・黒坂　昌弘

12． 広範囲腱板断裂に対する大結節形成術の試み
  平成記念病院整形外科 
   江川　琢也・冨田　恭治・清水　隆昌
   竹口　尚樹・辰巳　英章・定　　直行 
  奈良医大整形外科 
   笠次　良爾・高倉　義典 

13． 病巣不明腫瘍の検索に全身MRIが有用であった1例 
  阪大整形外科 
   神田　秀之・坪井　秀規・田中　啓之
   田中　美成・原田　　拓・橋本　　淳
   吉川　秀樹 
  大阪船員保険病院放射線科 
   中西　克之

14． 二分脊椎、総排泄腔外反症を有する両麻痺性股関節脱
臼の1例

  京府医大整形外科 
   中瀬　雅司・金　　郁喆・森　　弦
   岡　　佳伸・吉田　隆司・久保俊一 
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開催年月日：平成18年11月18日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． 上腕骨に発生したaggressive chondroblastomaの1例
  京府医大整形外科
   土田　真嗣・坂部　智哉・村田　博昭
   松井　隆明・堀江　直行・徳本有希子
   久保　俊一

２． 成人に発症した肘内障の一例
  関西医大男山病院整形外科
   石原　昌幸・斉藤　貴徳・市岡　直也
   小川　浩司・松矢　浩暉・足立　　崇

３． 脊柱管内陥入骨片を伴う骨粗鬆症性椎体骨折後偽関節
に対して椎体形成術を行った1例 

  大阪市大整形外科 
   井上　郁里・辻尾　唯雄・寺井　秀富
   松村　　昭・鈴木　亨暢・星野　雅俊
   並川　　崇・高山　和士・高岡　邦夫 

４． MRI T2強調画像髄内高輝度変化が術後完全に消失し
たKlippel-Feil症候群の1例 

  神戸労災病院整形外科 
   由留部　崇・金村　在哲・中谷　徹也
   佐々木寛二・三浦　寿一・高畑　正人
   金谷　貴子・笠原　孝一・山崎　京子
   鷲見　正敏

５． 黄色靭帯血腫と診断された腰部脊柱管内占拠性病変の
1例 

  兵庫県立淡路病院整形外科 
   川北　晃平
  神戸労災病院整形外科 
   鷲見　正敏・佐々木寛二・中谷　徹也
   三浦　寿一・金村　在哲・笠原　孝一 
  香川大整形外科 
   山本　哲司

６． シャルコーフラクチヤーと考えられる脛骨高原骨折偽
関節に対し人工膝関節置換術を施行した一例 

  滋賀医大整形外科 
   寺本　道雄・久保　充彦・川崎　　拓
   磯矢　英士・松末　吉隆

７． 薄筋腱により生じた弾発膝の一例
  兵庫医大整形外科 
   高木　陽平・麩谷　博之・福西　成男
   八木　正義・今村　史明・岡山　明洙
   福永　　訓・横井　英之・福井　智一
   諸岡　孝俊・吉矢　晋一 

８． 徒手整復不可能であった膝関節脱臼骨折の1例
  島田病院(永広会) 
   青木　大輔・富原　朋弘・吉田　　玄
   金田　国一・松浦　健司・佐竹　信爾
   谷内　政俊・島田　永和

９． 三角筋内に生じた子宮内膜症の1例
  星ヶ丘厚生年金病院整形外科 
   長本　行隆
  阪大整形外科 
   角永　茂樹・濱田健一郎・名井　　陽
   吉川　秀樹

10． 正中神経反回枝にくびれを認めた運動麻痺単独の手根
管症候群の1例

  近畿大整形外科 
   上田　広伸・冨山　貴司・斎藤　政克
   大谷　和裕・福田　寛二・浜西　千秋

11． 肩関節後方脱臼の1例
  和歌山医大整形外科 
   峯　　牧子・簗瀬　能三・青木　　克
   谷端　友紀・大宝　英也・石神　修大
   吉田　宗人 
  紀南病院整形外科 
   太田　泰宏 
  北裏病院 
   北裏　清剛

12．  Fibrous hamartoma of infancyの一例
  神戸大整形外科 
   今堀　正也・秋末　敏宏・藤本　卓也
   原　　仁美・岸本真一郎・黒坂　昌弘

13． 脛骨遠位に発生したユーイング肉腫の1例
  京都大整形外科 
   保坂　泰介・中山　富貴・中村　孝志 
  京都大保健学科 
   坪山　直生 
  京都大再生医科学研究所 
   戸口田淳也

14． 膝蓋下軟部腫瘍を疑わせたtenosynovitisの1例
  奈良医大整形外科 
   谷掛　洋平・幅田　　孝・上松　耕太
   城戸　　顕・高倉　義典

15． 中足部痛を伴った、凹足変形に対して踵骨々切り術を
行った一例

  奈良県立奈良病院整形外科 
   倉　　知彦・伊東　勝也・大島　　学
   佐本　憲宏・福居　顕宏 

16． 踵骨隆起後内側部悪性抹消神経鞘腫瘍に対して広範切 
 大阪医大整形外科 

   藤澤　幸隆・馬場　一郎・植田　直樹
   糟谷　彰宏・柳川　哲司・木下　光雄
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開催年月日：平成19年１月19日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． 関節リウマチに合併した複数指屈筋腱断裂の1例 
  京府医大整形外科
   吉原　　靖・徳永　大作・北條　達也
   藤原　浩芳・森崎　真介・久保　俊一

２． 両側大腿骨頚部疲労骨折の一例
  関西医大学附属滝井病院整形外科
   木下有紀子・徳永　裕彦・坂根　正則
   赤木　繁夫・濱田　　彰

３． 先天性長母指伸筋低形成の1例
  奈良医大整形外科
   草野　雅司・矢島　弘嗣・小畠　康宣
   村田　景一・前川　尚宜・土肥　義浩
   高倉　義典

４． 外科医の母指に生じた指神経障害の1例
  大阪医大整形外科
   飯田　　剛・白井　久也・福原徹太郎
   植田　直樹・渡辺　千聡・木下　光雄

５． 二相性パターンを呈した脂肪肉腫
  大阪市大整形外科
   井上　郁里・星　　　学・家口　　尚
   田口　　晋・高岡　邦夫

６． 高度に粉砕したpilon骨折に対し順行性髄内釘を用い
足関節固定術を施行した1例

  神戸大整形外科
   竹内　正史・三輪　雅彦・酒井　良忠
   新倉　隆弘・大江　啓介・黒坂　昌弘

７． 骨端線閉鎖前に前十字靭帯再建術を施行した一例
  近畿大整形外科
   森　　成志・赤木　将男・朝田　滋貴
   野中　藤吾・浜西　千秋

８． インプラント部品を使用したセメントスペーサーによ
る感染TKAの治療経験

  阪大整形外科
   糸原　房宣・渡邉　　哲・冨田　哲也
   菅本　一臣・吉川　秀樹

９． 先天性脊柱過伸展を合併した多発性関節拘縮症の一例
  和歌山医大整形外科
   峯　　牧子・中谷　如希・南　　晋司
   谷端　友紀・吉田　宗人
  同小児科
   熊谷　　健
  愛徳医療福祉センター 整形外科
   岡安　　勤・下園　英史
  有田市立病院 産婦人科
   藤永　宏行
  レディースクリニックばんどう
   坂東　律雄

10． 多発性外骨腫に伴う変形性股関節症に対し人工股関節
全置換術を行った1例

  京都大整形外科
   京　　英紀・後藤　公志・秋山　治彦
   坪山　直生・川那辺圭一・中村　孝志

11． 化膿性脊椎炎に合併した感染性大動脈瘤の1例
  兵庫医大整形外科
   高原　啓嗣・森山　徳秀・山中　一浩
   橘　　俊哉・岡田　文明・糸原　　仁
   高木　陽平・吉矢　晋一

12． 嚥下障害と呼吸苦をきたした頚椎前縦靭帯骨化症の1
例

  滋賀医大整形外科
   寺本　道雄・尾立　征一・高橋　　忍
   猿橋　康雄・松末　吉隆
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開催年月日：平成19年３月17日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． チタンプレート骨接合に伴いインプラントの部分破損
を生じた2例

  関西医大整形外科
   鋳谷　敏夫・津田　　匠・森　　裕之
   村田　　実・児島　　新・飯田　寛和

２． 腰仙椎部砂時計腫の一例
  大阪医大整形外科
   足立　　周・金　　明博・坪井　競三
   納田　真也・馬場　一郎・糟谷　彰宏
   木下　光雄

３． 反対側神経根症状を呈した骨性終板障害に対する後方
内視鏡手術の一例

  和歌山医大整形外科
   峯　　牧子・中川　幸洋・大宝　英矢
   麻殖生和博・南出　晃人・安藤　宗治
   川上　　守・吉田　宗人

４． 腰仙部巨大嚢腫と思われた脊柱管内充実性病変により
間欠跛行を呈した1例

  阪大整形外科
   本田　博嗣・坂浦　博伸・大島　和也
   岩﨑　幹季・吉川　秀樹

５． 結核治療に難渋した結核性頚椎炎の1例
  奈良医大整形外科
   倉　　知彦・宮崎　　潔・植田百合人
   小泉　宗久・重松　英樹・佐藤　誠久
   松森　裕昭・大島　卓也・高倉　義典

６． 結核性距骨下関節炎の1例
  神戸労災病院整形外科
   布居　理沙・中谷　徹也・金谷　貴子
   山崎　京子・三浦　寿一・高畑　正人
   金村　在哲・笠原　孝一・鷲見　正敏
  西脇市民病院整形外科
   佐藤　啓三
  加古川市民病院整形外科
   前澤　範明

７． 高齢者の発症したアキレス腱部分断裂の1例
  三田市民病院整形外科
   坂田　亮介・橋本　　靖・芝　　昌彦
   石井　憲治・川崎　英之・大野　　修

８． 妊娠を契機に発症した両側後骨間神経麻痺の1例
  近畿大学医学部 整形外科
   斎藤　政克・大谷　和裕・上田　広伸
   福田　寛二・浜西　千秋

９． 手舟状骨偽関節難治症例の1例
  兵庫医大整形外科
   中西　　瞳・田中　寿一・戸祭　正喜
   大迎　知宏・奥野　宏明・蔭山　敬久
   吉矢　晋一

10． 小児肘関節脱臼骨折の一例
  六甲アイランド病院整形外科
   岩佐賢二郎・坂井　　穀・濱本　秀樹
   西原　寛玄

11． THA後に生じた腸恥滑液包炎により下肢の腫脹をき
たした1例

  京府医大整形外科
   琴浦　義浩・上島圭一郎・藤岡　幹浩
   高橋　謙治・木戸　健介・久保　俊一

12． Two-incision approachによる人工股関節再置換術の1
例

  済生会和歌山病院整形外科
   西山　　介・松崎　交作・船岡　信彦
   本田　高幹
  国保古座川病院
   山崎　　悟
  有田市立病院
   金川　建彦

13． ステム周囲骨折に使用したCannulokステム 折損の一
例

  滋賀医大整形外科
   松村　健一・磯矢　英士・菊地　克久
   川崎　　拓・松末　吉隆

14． インサート再置換のためにカスタムメイドのインプラ
ントを必要としたTotal Condylar型人工膝関節再置換術
の一例

  京都大整形外科
   塚中真佐子・伊藤　　宣・青山　朋樹
   吉富　啓之・中村　孝志

15． 滑膜切除にて消退した膝樹枝状脂肪腫の1例
  神戸大整形外科
   佐々木　謙・水野　清典・黒田　良祐
   木下　恵祐・久保　清司・黒坂　昌弘

16． 色素性絨毛結節性滑膜炎として経過観察され鏡視下摘
出後に慢性滑膜炎と診断された一例

  大阪市大整形外科
   欠田　恭輔・北野　利夫・橋本　祐介
   黒田　貴顯・中川　敬介・高岡　邦夫
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第415回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成19年６月16日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社7F

１． 小児化膿性肩関節炎が疑われた1例
  兵庫医大整形外科
   大井　雄紀・戸祭　正喜・吉矢　晋一

２． 肩甲上神経障害を呈した肩甲部ガングリオンに対する
治療経験

  滋賀医大整形外科
   満　　和樹・児玉　成人・今井　晋二
   松末　吉隆

３． 陸上競技のハードル走時に発生した脛骨粗面剥離骨折
の1例

  関西医大附属男山病院整形外科
   足立　　崇・齋藤　貴徳・橋谷　　実
   松矢　浩暉・栂野　弘毅・石原　昌幸

４． 距骨内側骨軟骨障害に対して骨軟骨柱移植を施行した
2症例

  近畿大整形外科 
   上田　晃久・赤木　将男・朝田　滋貴
   浜西　千秋
  宝生会PL病院整形外科
   森　　成志

５． 第3中手骨頭無腐性骨壊死の1症例
  京都大整形外科
   堤　　聖吾・池口　良輔・中西　りか
   Ahamed Naeem Atiyya・柿木　良介
   中村　孝志

６． 尖足遺残変形に対して動作解析を行い Ilizarov創外固
定器による治療を行った1例

  阪大整形外科
   藤原　啓恭・樋口　周久・村瀬　　剛
   岡久　仁洋・名倉　温雄・吉川　秀樹

７． 当科における電子カルテの現状
  奈良医大整形外科
   和田　義己・川手　健次・高倉　義典

８． 骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折後の椎体圧潰部に生じた椎体
嚢腫によって腰部神経根症を来した症例

  和歌山医大整形外科
   峰　　　巨・山田　　宏・高見　正成
   吉田　宗人
  和歌山労災病院整形外科
   窪田　誠治

９． 関節リウマチとの鑑別を要したびらん性変形性関節症
の一例

  京府医大整形外科
   中瀬　雅司・徳永　大作・北條　達也
   大川　弘樹・牧　　昌弘・久保　俊一

10． 柔道選手の肘頭疲労骨折後の骨癒合不全に生じた肘頭
骨折

  大阪医大整形外科
   藤澤　幸隆・植田　直樹・渡辺　千聡
   白井　久也・木下　光雄

11． 人工股関節全置換術後に遅発性に生じた結腸穿孔の1
例

  大津赤十字病院整形外科
   田巻　達也・苅安佐和子・井関　雅紀
   大西　祥博・後藤　匡士・青木弥寿弘
   田縁　千景

12． 人工骨頭置換術後感染に伴う後腹膜膿瘍の1例
  神戸大整形外科
   岡　　真也・西山　隆之・藤代　高明
   橋本　慎吾・鈴木　祥浩・林　　申也
   武部　　健・黒坂　昌弘
  県立淡路病院
   島　　直子

13． 臼蓋変形を有する臼蓋回転骨切り術後股関節症に対し
人工股関節前置換術を行った1例

  大阪市大整形外科
   錦野　匠一・岩城　啓好・ 池渕　充彦
   箕田　行秀・岩切健太郎・大田　陽一
   徳原　善雄・山崎　真哉・池田　幹則
   高岡　邦夫
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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



- 548 -

第416回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成19年９月15日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． Hip-spine syndromeに伴った腰部脊柱管狭窄症に対す
る内視鏡下後方神経除圧術の経験

  和歌山医大 整形外科
   籠谷　良平・南出　晃人・山田　　宏 

  中川　幸洋・河合　将紀・岩﨑　　博
   延與　良夫・遠藤　　徹・中尾　慎一
   吉田　宗人

２． 首下がり変形(dropped head deformity)に対して頚胸
椎後方固定術を行った1例

  和歌山県立医科大学紀北分院整形外科
   筒井　俊二・川上　　守・中根　康博
  角谷整形外科病院
   野村　和教
  青木整形外科
   青木　　克

３． 興味ある臨床経過をたどった腰椎黄色靭帯石灰化症の
一例

  新宮市立医療センター
   石神　修大・橋爪　　洋・林　　未統
   西　　秀人・長田　圭司・

４． 軸椎Laminar Screwを使用した後頭頚椎固定の2症例 
 大阪市大整形外科学教室

   錦野　匠一・松村　　昭・辻尾　唯雄
   寺井　秀富・鈴木　亨暢・前野　考史
   高山　和士・堂園　　将・早川　景子
   高岡　邦夫

５． ガングリオンによる腓骨神経麻痺の1例
  六甲アイランド病院
   藏川　拓外・西原　寛玄・濱本　秀樹
   坂井　　毅

６． 診断に難渋した反復性膝蓋骨脱臼の1例
  兵庫医大整形外科
   八木　正義・横井　英之・福井　智一
   中山　　寛・今村　史明・福西　成男
   吉矢　晋一

７． 第一中足骨屈曲骨切り術が有効であったリウマチ回外
足変形の一例 

  大阪医大整形外科
   常徳　　剛・奥田　龍三・安田　稔人
   木下　光雄

８． 舟状骨偽関節により長母指屈筋腱断裂を来した一例
  阪大整形外科
   飛松　秀和・森友　寿夫・後藤　　晃
   岡久　仁洋・田中　啓之・村瀬　　剛
   吉川　秀樹

９． 血管柄付き橈骨骨移植により治療した有頭骨無腐性壊
死の一例

  滋賀医大整形外科
   中村　　陽・今井　晋二・児玉　成人
   松末　吉隆

10． 陳旧性PIP関節掌側脱臼の1例
  京都府医大運動器機能再生外科学（整形外科）
   小池　宏典・藤原　浩芳・森崎　真介
   辻原　隆是・久保　俊一

11． 手掌部に生じた増殖性筋膜炎の1例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・丹　　彰浩・松村　文典
   浜西　千秋

12． 右前腕軟部腫瘍の一例
  奈良県立医大整形外科
   鍛冶　大祐・朴木　寛弥・城戸　　顕
   藤井　宏宣・小畠　康宣・村田　景一
   前川　尚宣・矢島　弘嗣・高倉　義典

13． 大腿骨頚部骨折に対する各種CCHS法による治療成績
  大阪船員保険病院整形外科
   井内　　良・小橋　潤己・行方　雅人
   世古　宗仁・大野　一幸・篠田　経博

14． 膝関節強直に対して人工膝関節置換術を施行した1例
  京都大整形外科学教室 
   松岡　将之・中川　泰彰・小林　雅彦
   中村伸一郎・中村　孝志

15． 慢性化膿性骨髄炎に合併した扁平上皮癌の治療経験
  関西医大附属滝井病院整形外科
   市川　宜弘・串田　剛俊・梅田　眞志
   松矢　浩暉・齋藤　貴徳

16． 陳旧性第2・3CM関節脱臼骨折の1例
  神戸大整形外科
   乾　　淳幸・豊川　成和・池田　里砂
   国分　　毅・藤岡　宏幸・黒坂　昌弘
  兵庫県立加古川病院
   牧野　　健
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第417回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成19年11月17日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． 頸・腰椎固定術後に胸椎病変をきたしたDestructive 
Spondyloarthropathyの一例

  兵庫医大整形外科
   武久　敬洋・岡田　文明・森山　徳秀 

  山中　一浩・橘　　俊哉・糸原　　仁
   井上　真一・高原　啓嗣・江川　博昭
   小林　政義・吉矢　晋一

２． 腱板修復術時にできる大結節骨孔の組織学的検討:家
兎を用いた研究

  大阪医大整形外科
   淺井　重博・三幡　輝久・木下　光雄

３． 皮下吸収糸(VICRYLcJohnson&Johnson)が原因と考
えられる両側THA後に発症した縫合糸膿瘍２症例

  関西医大学附属枚方病院整形外科
   岡本　尚史・飯田　寛和・和田　孝彦
   加藤　充孝・おおえ賢一・中村　知寿
  同病理部
   植村　芳子・鷹巣　晃昌・大江　知里

４． 再発にて受診した左肘軟部肉腫の1例
  大阪市大整形外科
   山崎　真哉・星　　　学・家口　　尚
   香月　憲一・米田　昌弘・早川　景子
   高岡　邦夫

５． 骨肉腫に対し、液体窒素処理骨を用いて患肢温存した
１例

  近畿大整形外科
   井上　紳司・橋本　和喜・丹　　彰浩
   福田　寛二・浜西　千秋

６． 腰部脊柱管狭窄症に合併した両側椎弓根骨折の１例
  神戸大附属病院整形外科
   西澤勇一郎・前野耕一郎・下村　隆敏
   西田康太郎・土井田 　稔・黒坂　昌弘

７． 人工肘関節(Kudo elbow)置換術後にメタローシスを
来たし再置換術を要した１例

  滋賀医大 整形外科
   種村　雅人・児玉　成人・川崎　　拓
   森　　幹士・小川　亮三・松末　吉隆

８． 少年女子スポーツ選手に生じたFreiberg病に対して超
音波骨折治療器が著効した２症例

  奈良医大整形外科
   吉良　　務・田中　康仁・笠次　良爾
   森本　　守・亀田　光二・小杉　真一
   成川　功一・篠原　靖司・熊井　　司
   高倉　義典

９． 呼吸困難を繰り返した上位胸椎巨細胞腫の一例
  京都大整形外科
   竹本　　充・根尾　昌志・藤林　俊介
   宮田　誠彦・中村　孝志
  同小児科
   梅田　雄嗣

10． 全身に関節変形を生じ診断に難渋した１例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・丹　　彰浩・松村　文典
   浜西　千秋

11． 右前腕軟部腫瘍の一例
  三田市民病院 整形外科
   鈴木　暁子・芝　　昌彦・橋本　　靖
   石井　憲治・川崎　英之・大野　　修

12． 当初、肩インピンジメント症候群と思われた肩発症の
関節リウマチの一症例

  阪大器官制御外科学(整形外科) 
   金子　恵子・後藤　　晃・吉川　秀樹
  阪大器官制御外科学 運動器バイオマテリアル学寄付講座
   菅本　一臣
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開催年月日：平成20年1月19日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． 手掌部に発生した結節性筋膜炎の1例
  近畿大整形外科
   金田　宗也・大谷　和裕・斎藤　政克
   丹　　彰浩・福田　寛二・浜西　千秋

２． 上腕二頭筋腱遠位端断裂の一例
  大阪医大整形外科
   飛田　高志・渡辺　千聡・植田　直樹
   白井　久也・木下　光雄

３． 両上肢皮膚潰瘍を生じ感染症との鑑別が困難だった
Weber-Christian病の一例 

  滋賀医大整形外科
   菊地　克久・中村　　陽・児玉　成人
   磯矢　英士・川崎　　拓・松末　吉隆
  滋賀医科大学皮膚科
   藤本　徳毅

４． 多発性外骨腫に続発した腸骨の二次性軟骨肉腫の一例 
 兵庫医大整形外科

   加藤　洋規・麩谷　博之・福永　　訓
   西尾　祥史・吉矢　晋一

５． 脛骨粗面を温存して切除人工膝関節置換術を行った脛
骨近位骨肉腫の1例

  京都大整形外科
   中山　富貴・戸口田淳也・坪山　直生
   中村　　孝

６． 大腿骨開放骨折後に生じたintraosseous epidermoid 
cystの1例

  神戸大整形外科
   平田　裕亮・岸本　健太・秋末　敏宏
   黒坂　昌弘

７． 腹痛で発症した胸椎硬膜外血腫の2例 
  京都府医大運動器機能再生外科学（整形外科）
   澤井　泰志・大澤　　透・三上　靖夫
   城戸　優充・久保　俊一
  京都第一赤十字病院 整形外科
   古山　健蔵・山添　勝一

８． 上腕骨骨幹部病的骨折に対し髄内釘併用セメント人工
骨幹にて再建した一例

  大阪府立成人病センター整形外科
   王谷　英達・中　　紀文・田中　太晶
   濱田健一郎・藤本　哲穂・荒木　信人

９． 自家ハムストリング腱を使用した補強修復術を行った
アキレス腱付着部損傷の一例

  大阪厚生年金病院整形外科
   内田　良平・米田　憲治・冨士　武史
  大阪厚生年金病院スポーツ医学
   夏梅　隆至
  大阪労災病院整形外科
   堀部　秀二

10． 咽後膿瘍と鑑別を要したRetropharyngeal tendinitisの
1例

  関西医大男山病院整形外科
   鋳谷　敏夫・橋谷　　実・栂野　弘毅
   市岡　直也

11． 治療に難渋した化膿性脊椎炎に細菌性髄膜炎と咽後膿
瘍を併発した一例

  和歌山医大整形外科 
   岡田　紗枝・岩崎　　博・宮崎　展行
   吉田　宗人
  和歌山労災病院整形外科
   安藤　宗治・橋本　忠晃

12． 両側橈骨頭脱臼を伴ったHajdu-Cheney症候群の一例
  大阪市大整形外科
   池田　幹則・今井　祐記・井上　郁里
   江口　佳孝・高岡　邦夫

13． 膝関節の大きな骨軟骨片遊離を伴う若年者壊死に対す
る関節再建術

  阪大大学院器官制御外科学(整形外科)
   天野　　大・中田　　研・鈴木　智之
   中村　憲正・吉川　秀樹

第418回　整形外科集談会京阪神地方会
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開催年月日：平成20年3月15日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． 頚椎椎弓形成術後後弯進行により右上肢麻痺をきたし
た1例

  兵庫医大整形外科
   中西　　瞳・森山　徳秀・岡田　文明
   橘　　俊哉・糸原　　仁・井上　真一
   高原　啓嗣・吉矢　晋一

２． 放射線治療後に環軸椎に骨破壊を認めた1例
  近畿大整形外科
   中川　晃一・松村　文典・上田　広伸
   池田　光正・福田　寛二・浜西　千秋

３． 再発により再手術を施行した胸椎部脊髄ヘルニアの1
例

  関西医大整形外科
   石原　昌幸・足立　　崇・松矢　浩暉
   串田　剛俊・齋藤　貴徳・飯田　寛和

４． 転移性髄内腫瘍の3例
  滋賀医大整形外科
   西　洋一郎・山岡　弘明・森　　幹士
   猿橋　康雄・高橋　　忍・松末　吉隆

５． 高齢者の強直脊椎に生じた骨折に対する後方固定術の
1例

  奈良医大整形外科
   西尾　正彦・小泉　宗久・植田百合人
   重松　英樹・佐藤　誠久・大島　卓也
   松森　裕昭・高倉　義典
  宇陀市立病院整形外科
   仲川　喜之

６． 両側椎骨動脈損傷を合併し血行再建を要した頸椎損傷
の1例

  和歌山医大整形外科
   瀧口　　登・吉田　宗人・南出　晃人
   岩崎　　博・宮崎　展行
  和歌山労災病院整形外科
   安藤　宗治
  和歌山医大脳神経外科
   松本　博之・増尾　　修

７． Isolated dislocation of the pisiform bone:case report 
with conservative treatment

  奈良医大学整形外科
   Waleed Riad Saleh Ramadan・矢島　弘嗣 

  小畠　康宣・村田　景一・高倉　義典
  吉本整形外科外科病院
   中西　昭登・木佐貫　修・吉本　雅俊

８． 高解像度CTにてPE liner perforationが疑われた人工
股関節再置換術の2例

  阪大大学院器官制御外科学（整形外科）
   野村　幸嗣・西井　　孝・坂井　孝司
   高尾　正樹・菅野　伸彦・吉川　秀樹

９． 大腿骨頭すべり症を契機に発見されたKallmann症候
群の1例

  大阪医大整形外科
   藤原　憲太・木下　光雄
  八戸の里病院整形外科
   傍島　　聡・丸山　貴資
  大阪医大第一内科
   谷本　啓爾・伊藤　　充

10． 破格筋腱による母・示指の独立運動障害の1例
  京都府医大運動器機能再生外科学（整形外科）
   塚田　　誠・北條　達也・中村　　悟
   藤原　浩芳・久保　俊一

11． 悪性腫瘍が疑われた1歳左前腕骨病変の1例
  大阪市大整形外科
   早川　景子・家口　　尚・星　　　学
   田口　　晋・ 山﨑　真哉・高岡　邦夫

12． 膝蓋前滑液包炎の1例
  公立朝来和田山医療センター整形外科
   奥町　悦子・須田　　誠・土井　良一

13． 内側楔状骨脱臼骨折の1例
  六甲アイランド病院整形外科
   岡　　真也・西原　寛玄・濱本　秀樹
   坂井　　毅

14． 不安定型骨盤輪骨折後偽関節に対する偽関節手術の1
例

  神戸大整形外科 
   大島　隆司・三輪　雅彦・酒井　良忠
   新倉　隆宏・大江　啓介・岩倉　　崇
   黒坂　昌弘

15． 創外固定器による脚延長を要した難治性人工股関節感
染の1例

  京都大整形外科
   後藤　公志・川那辺圭一・秋山　治彦
   中村　孝志

第419回　整形外科集談会京阪神地方会
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第420回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成20年６月21日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． 化学療法中に非定型抗酸菌症を合併した上腕骨骨肉腫
の一例

  行岡病院 整形外科
   村尾　良治
  阪大整形外科
   玉井　宣行・橋本　伸之・吉川　秀樹
  阪大医学部附属病院 未来医療センター
   名井　　陽
  阪大学小児外科
   大植　孝治
  阪大小児科
   橋井　佳子・太田　秀明

２． 骨肉種に対する腫瘍用人工膝関節置換術後ステム折損
の一例

  大阪医大整形外科学教室
   福本　晋吾・廣藤　真司・馬場　一郎
   植田　直樹・木下　光雄

３． 正中神経を初発とし、尺骨神経にも発生した神経脂肪
腫症の一例

  京大整形外科
   池口　良輔・柿木　良介・仲俣　岳晴
   浜　　弘道・中村　孝志

４． 生後7ヶ月の乳児に発生した肘部仮性動脈瘤の一例
  関西医大附属枚方病院整形外科
   池浦　　淳・児島　　新・飯田　寛和
  関西医科大附属枚方病院病理科
   植村　芳子

５． 肋軟骨移植術により再建したPIP関節開放性粉砕骨折
の一例

  多根総合病院整形外科
   寺島　大介・本城　　昌・杜多　昭彦
   松村　健一
  多根第二病院リウマチ科リハビリテーション科
   福田　眞輔
  滋賀医大整形外科
   松末　吉隆

６． 股関節に発生した骨内ガングリオンの一例
  赤穂市民病院整形外科
   中村　　陽・吉川　正徳・熊谷　康佑
   阿河　省ニ

７． 第5腰椎破裂骨折術後インプラント折損に椎体間固定
術を行った2例

  大阪市立大学整形外科
   豊田　宏光・中村　博亮・高岡　邦夫
  大阪市立総合医療センター
   加藤　相勲・小西　定彦

８． MEDにてガス排出が確認できた腰椎椎間板ヘルニア
の1例

  和歌山県立医大整形外科
   中谷　佳裕・河合　将紀・吉田　宗人
  角谷整形外科病院整形外科
   野村　和教

９． 脛骨近位骨端部に骨透亮像を認めた一例
  近大整形外科
   墳本　一郎・橋本　和喜・朝田　滋貴
   赤木　将男・浜西　千秋

10． 習慣性膝蓋骨脱臼に対しMPFL再建術を施行した2例
  神戸大大学院整形外科
   荒木　大輔・黒田　良祐・松下　雄彦
   久保　晴司・木下　恵祐・黒坂　昌弘

11． 骨化アキレス腱断裂の一例
  第二岡本総合病院整形外科
   今中　　徹・堀　　克弘・塩路　　傑
   苅安佐和子

12． RAO後にPLLA screwが原因となった遅発性無腐性漏
孔の2例

  兵庫医大整形外科
   福西　成男・今村　史明・西尾　祥史
   清野　大輔・吉矢　晋一

13． 前方進入法を用いた低侵襲Cup revisionの治療経験
  済生会和歌山病院整形外科
   北野　岳史・松崎　交作・船岡　信彦
   延與　良夫・下江　隆司
  有田市立病院整形外科
   西山　大介

14． Bateman型人工大腿骨頭置換術後にインサートの破損
をきたしインナーヘッドの脱臼を生じた一例

  京都府医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科） 
   山田　　学・藤岡　幹浩・後藤　　毅
   大東　昌史・西久保 芳樹・久保　 俊一

15． 人工膝関節置換術後に発生した大腿骨顆上骨折の治療
経験

  奈良県立医大整形外科
   谷掛　洋平・上松　耕太・石本　佳之
   高倉　義典

16． 膝蓋骨骨折後変形性関節症にTKAを施行し、Patella 
Crunk症候群を発症した一例

  滋賀医大整形外科
   山岡　弘明・久保　充彦・磯矢　英士
   菊地　克久・川崎　　拓・松末　吉隆
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第421回　整形外科集談会京阪神地方会

開催年月日：平成20年９月20日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１． Bone erosionを伴う難治性多発性関節炎を呈した全身
性エリテマトーデス(SLE)の１例

  京大整形外科
   北折　俊之・伊藤　　宣・青山　朋樹
   吉富　啓之・中村　孝志

２． アルコール多飲歴を有する多発性骨壊死に対し両大腿
骨回転骨切り術及び両脛骨高位骨切り術を行った一例

  関西医大附属滝井病院整形外科
   井上　　豪・徳永　裕彦・上田　祐輔
   串田　剛俊・松矢　浩暉・齋藤　貴徳
   濱田　　彰

３． 大腿骨転子下V字骨切り併用人工股関節全置換術の２
例

  奈良県立医大整形外科
   竹村　和生・川手　健次・河原　郁生
   上羽　智之・玉井　克哉・高倉　義典

４． TKA後に抗凝固療法を行ったにもかかわらず肺血栓
塞栓症を生じた１例

  大阪厚生年金病院整形外科
   薮内　洋輔・米田　憲司・冨士　武史
  大阪厚生年金病院スポーツ医学科
   夏梅　隆至

５． 股関節滑膜性骨軟骨腫症にFemoroacetabular impingement
を合併した１例 

  大阪医大整形外科
   守　　克則・常徳　　剛・大原　英嗣
   中島　幹雄・木下　光雄

６． 股関節に生じた滑膜性軟骨腫症の１例
  神大整形外科
   前田　俊恒・西山　隆之・神崎　至幸
   橋本　慎吾・武部　　健・黒坂　昌弘
  愛仁会千船病院
   加東　　武

７． 自己フィブリングルーにて加療をした仙骨嚢腫の１例
  近大整形外科
   松崎　晃治・上田　広伸・池田　光正
   福田　寛二・浜西　千秋

８． 大結節高位が肩関節挙上に問題を来たした人工肩関節
置換術後の１例

  阪大整形外科
   薮田健太郎・菅本　一臣・後藤　　晃
   橋本　　淳・南平　昭豪・平尾　　眞
   吉川　秀樹
  阪大バイオマテリアル学
   菅本　一臣

９． 後方型野球肘（valgus extension overload sydrome）
の２例

  兵庫医大整形外科
   藤原　勇輝・大迎　知宏・奥野　宏昭
   山際　得益・田中　寿一・吉矢　晋一

10． 先天性片側上肢筋肥大に伴う外在筋伸筋腱の拘縮を来
たした一例

  滋賀医大整形外科
   平田　知大・磯矢　英士・久保　充彦
   児玉　成人・今井　晋二・松末　吉隆

11． 慢性腎不全におけるGH投与中に増悪した側弯症の一
例

  和歌山県立医大整形外科
   堀口　圭補・山田　　宏・中川　幸洋
   筒井　俊二・峰　　　巨・和田　輝明
   吉田　宗人 

12． 大腿骨転子部骨折術後に発生した大腿骨骨頭下骨折の
１例

  兵庫医大篠山病院整形外科
   常深健二郎・楊　　鴻生・岡山　明沫
   高原　啓嗣

13． 踵骨アキレス腱付着部裂離骨折の経験
  明和病院整形外科
   中山　　寛・星野　祐一・諸岡　隆俊
   下奥　　靖・山口　　基・有田　親史

14． Maisonneve骨折後に腓骨回旋短縮変形を生じた１例
  京都府立医大整形外科 
   喜馬　崇至・生駒　和也・北條　達也
   牧　　昌弘・大橋　鈴世・久保　俊一

15． 恒久性膝蓋骨脱臼を伴う変形性膝関節症に行った
TKAの一例

  大阪市大整形外科
   原　　　庸・箕田　行秀・岩城　啓好
   池渕　充彦・岡野　匡志・高岡　邦夫
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開催年月日：平成20年11月15日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．第10胸椎に発生した動脈瘤様骨嚢腫の１例
関西医科大学附属枚方病院整形外科

梅田　眞志・若林　　英・笹井　邦彦
飯田　寛和

２．膝蓋下脂肪体に生じた関節外滑膜性骨軟骨腫の１例
奈良県立医科大学整形外科

塚本　真治・朴木　寛也・藤井　宏真
城戸　　顕・高倉　義典

３．股関節鏡で除去困難であった滑膜骨軟骨腫の一例
滋賀医科大学病院整形外科

小川　亮三

４．化膿性股関節を疑った破壊性股関節炎の１例
近畿大学医学部整形外科

松崎　晃治・西坂　文章・野中　藤吾
福田　寛二・浜西　千秋

５．人工股関節再置換術後に大腿骨外顆に生じたinsuffi ciency
fractureの１例
千船病院整形外科

堀江　亮祐・山本　晃裕・田村　和哉
加東　　武・清水　富男

６．人工足関節置換術後に感染及び皮膚欠損を生じた一例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

瀧上　順誠・多田　昌弘・岡野　匡志
高松　聖仁・岡田　充弘・坂口　公一
高橋　真治 ・脇谷　滋之・小池　達也
高岡　邦夫

７．胸髄腫瘍摘出術後に頭蓋内硬膜下血腫を生じた１例
京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

横関　弘一・長谷　　斉・原田　智久
長島　新吾・菅　　寛之・三上　靖夫
久保　俊一

８．Pyogenic granulomaの一例
神戸大学整形外科

布居　理沙・藤岡　宏幸・国分　　毅
名倉　一成・乾　　淳幸・豊川　成和
坂田　亮介・秋末　敏宏・岸本　健太
黒坂　昌弘

９．観血的治療を要した陳旧性背側踵立方靭帯損傷の１例
大阪医科大学整形外科

万波　　誠・安田　稔人・奥田　龍三
常徳　　剛・高村　昌樹・木下　光雄

10．創外固定法を用いて治療した小児上腕骨顆上粉砕骨折
の一例
兵庫医科大学整形外科

江川　博昭・戸祭　正喜・山際　得益
奥野真起子・吉矢　晋一

11．頚椎圧迫性脊髄症に脊髄サルコイドーシスを合併した
一症例
大阪大学大学院運動器バイオマテリアル学

長本　行隆・菅本　一臣
大阪大学大学院整形外科

岩崎　幹季・坂浦　博伸・大島　和也
吉川　秀樹

12．術後早期に脊髄症が悪化したために再手術を必要とし
た胸椎後縦靭帯骨化症の１例
神戸労災病院整形外科

古賀　敬章・鷲見　正敏・笠原　孝一
金村　在哲・高畑　正人・金山　修一

13．強直性脊椎炎に伴う後弯変形に対して後方楔状骨切り
術を施行した１例
京都大学医学部整形外科

小林　与人・根尾　昌志・太田　雅人
藤林　俊介・竹本　　充・中村　孝志

第422回　整形外科集談会京阪神地方会
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開催年月日：平成21年１月17日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．Larsen syndromeに合併した頚椎後弯変形の１例
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター整形外
科

山本　潤哉・宇野　耕吉・宮本　裕史
乾　　義弘・恵美　直敦・鈴木　哲平
堂垣　佳宏

兵庫県立こども病院整形外科
薩摩　眞一・小林　大介・竹内　正史

２．環椎外側塊-軸椎椎弓根スクリューによる環軸椎後方
固定術後に小脳梗塞を合併した１例
関西医科大学附属滝井病院整形外科

石原　昌幸・串田　剛俊・足立　　崇
谷　　陽一・齋藤　貴徳・飯田　寛和

３．診断に難渋した左下肢痛の一例
神戸大学大学院整形外科

無藤　智之・角谷賢一朗・西田康太郎
前野耕一郎・由留部　崇・張　　鐘穎
岸本　健太・秋末　敏弘・土井田　稔
黒坂　昌弘

４．大腿骨変形治癒後の関節外変形による変形性膝関節症
に対し矯正骨切り術併用TKAを行った一例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

錦野　匠一・箕田　行秀・岩城　啓好
池渕　充彦・原　　　庸・高岡　邦夫

５．アキレス腱皮下断裂を生じたアルカプトン尿症の一例
兵庫県立塚口病院整形外科

武久　敬洋・三浦　寿一・堀之内　豊

６．Chopart関節およびLisfranc関節開放性同時脱臼骨折の
１例
三田市民病院整形外科

蔵川　拓外・橋本　　靖・芝　　昌彦
石井　憲治・川﨑　英之

７．遊離組織移植により患肢を温存できた２例
滋賀医科大学整形外科

平田　知大・児玉　成人・今井　晋二
松末　吉隆

８．両膝に発生したtransient osteoporosis of the kneeの１例
兵庫医科大学整形外科教室

津森　洋平・柏　　薫里・八木　正義
今村　史明・福西　成男・吉矢　晋一

９．自然退縮をみとめた脛骨遠位外骨腫の一例
和歌山県立医科大学整形外科

山東　未季・南　　晋司・峰　　　巨
阿部　唯一・宮崎　展行・綿貫　匡則
本田　高幹・吉田　宗人

10．骨端線が残存する小児ACL損傷に対して手術療法を
施行した１例
京都大学医学部整形外科

南　　香織・小林　雅彦・中村伸一郎
新井　隆三・松岡　将之・中川　泰彰
中村　孝志

11．診断および治療に難渋した特発性股関節軟骨融解症の
１例
大阪大学大学院器官制御外科学整形外科

名倉　温雄・樋口　周久・菅野　伸彦
吉川　秀樹

12．先天性絞扼輪障害症候群による右示・中・環指欠損に
対する造指術の経験
奈良県立医科大学整形外科

村田　篤彦・矢島　弘嗣・小畠　康宣
村田　景一・土肥　義弘・清水　隆昌

田北病院整形外科
川西　弘一・大川隆太郎

13．診断に難渋した中指基節骨類骨骨腫の１例
大阪医科大学整形外科

藤城　高志・白井　久也・馬場　一郎
植田　直樹・渡辺　千聡・木下　光雄

14．有鉤骨単独脱臼の１例
京都府立医大大学院運動器機能再生外科学整形外科

日野　　学・小田　　良・徳川　誠治
藤原　浩芳・久保　俊一

15．右上腕骨異常陰影を呈した幼児の一例
近畿大学医学部整形外科

中川　晃一・野中　藤吾・丹彰　　浩
福田　寛二・浜西　千秋
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開催年月日：平成21年３月21日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．関節リウマチにおける外反母趾の形態
奈良県立医科大学整形外科

山口　智志・田中　康仁・熊井　　司
篠原　靖司・成川　功一・小畠　康宣
高倉　義典

２．ミュンヒハウゼン症候群によると思われる手関節部蜂
窩織炎の１例
近畿大学医学部整形外科

大谷　和裕・冨山　貴司・上田　晃久
福田　寛二・浜西　千秋

３．上腕二頭筋腱滑膜炎を生じた橈骨粗面外骨腫の１例
大阪大学大学院器官制御外科学整形外科

冨澤　英明・村瀬　　剛・森友　寿夫
田中　啓之・三宅　潤一・吉川　秀樹

４．１歳で発症し、罹患骨の過成長を呈した大腿骨類骨骨
腫の１例
京都大学整形外科

南　　香織・中山　富貴・保坂　泰介
中村　孝志

京都大学再生医科学研究所
戸口田淳也

京都大学医学部保健学科
坪山　直生

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科
玉置　康之

５．上腕骨近位骨端部に発生したランゲルハンス細胞組織
球症の１例
神戸大学整形外科

布居　理沙・岸本　健太・秋末　敏宏
原　　仁美・黒坂　昌弘

６．脊髄症を呈した胸椎石灰化病変の１例
兵庫医科大学整形外科

加藤　洋規・橘　　俊哉・森山　徳秀
岡田　文明・圓尾　圭史・井上　真一
吉矢　晋一

７．腰椎椎体骨折後に生じた遅発性２根障害の１例
和歌山県立医科大学整形外科

石元　優々・吉田　宗人・山田　　宏
橋爪　　洋・南出　晃人・中川　幸洋
河合　将紀・岩崎　　博・筒井　俊二
遠藤　　徹・木岡　雅彦・長田　圭司

８．椎体破壊を伴った頚髄砂時計腫の１例
京都府立医科大学整形外科

中川　和也・池田　　巧・長谷　　斉
三上　靖夫・原田　智久・岡本　慎一
澤村　和秀・久保　俊一

９．治療に難渋した頚椎脊索腫の１例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

月山　国明・鈴木　亨暢・高橋　真治
寺井　秀富・豊田　宏光・中村　博亮
高岡　邦夫

10．椎弓根、椎弓スクリューを併用した後頭骨頚椎間固定
術
大阪医科大学整形外科

中矢　良治・金　　明博・藤原　憲太
馬場　一郎・坪井　競三・北原　義太
白石　将史・村越　　太・藤城　高志
木下　光雄

11．抗凝固療法中に発症した硬膜外血腫の２例
滋賀医科大学整形外科

山岡　弘明・磯矢　英二・猿橋　康雄
森　　幹士・西　洋一郎・松末　吉隆

12．結核性膝関節炎の治療経験
関西医科大学附属枚方病院整形外科

浅田　　卓・大野　博史・小室　　元
中村　知寿・飯田　寛和
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開催年月日：平成21年６月20日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．Indirect claw法を用い後方固定術を施行した胸腰椎移
行部破裂骨折の１例
関西医科大学附属滝井病院整形外科

矢倉　拓磨・齋藤　貴徳・串田　剛俊
石原　昌幸・谷　　陽一

関西医科大学附属枚方病院整形外科
飯田　寛和

２．腕神経叢腫瘍と鑑別を要した腕神経叢悪性リンパ腫の
一例
大阪市立大学大学院 医学研究科整形外科学

大戎　直人 ・高松　聖仁・岡田　充弘
坂口　公一・瀧上　順誠・中村　博亮

３．稀な腰椎椎間孔部狭窄症の両側発生例に対して１対の
脊椎内視鏡による同時手術を施行した１例
和歌山県立医科大学整形外科

前田　孝浩・山田　　宏・河合　将紀
筒井　俊二・中村　正享・吉田　宗人

４．骨粗鬆症性腰椎圧迫骨折後椎体圧潰に対する後方除圧
後に強い椎間不安定性を来した１例
京都府立医科大学大学院運動機能再生外科学

阪田　宗弘・三上　靖夫・藤田　信弥
横関　弘一・原田　智久・池田　　巧
長谷　　斉・久保　俊一

５．寛骨臼近傍に発症したpneumatocystの１例
兵庫医科大学整形外科

河合　光徳・麸谷　博之・福永　　訓
吉矢　晋一

６．人工股関節置換術後感染にて広範囲骨欠損をきたした
難治症例
京都大学大学院医学研究科整形外科学

岡畠　章憲・秋山　治彦・後藤　公志
宗　　和隆・中村　孝志

７．関節リウマチ陳旧性手指屈筋腱断裂の１例
大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学整形
外科

黒田　早苗・南平　昭豪・村瀬　　剛
平尾　　眞・吉川　秀樹・橋本　　淳

８．胸鎖関節後方脱臼の１例
近畿大学医学部整形外科

松下　哲尚・赤木　將男・朝田　滋貴
野中　藤吾・浜西　千秋

９．TYPE VI B肩甲帯切除後広背筋・凍結処理骨を複合移
植により良好な機能再建を得た上腕骨骨肉腫の１例
奈良県立医科大学整形外科

富和　清訓・朴木　寛弥・城戸　　顕
矢島　弘嗣・小畠　康宣・村田　景一
河原　郁生・土肥　義浩・清水　隆昌
田中　康仁

10．特徴的なCT所見を呈した大腿骨頚部発生の骨内高分
化骨肉腫の１例
大阪医科大学生体管理再建医学講座整形外科学教室

岡田　昌浩・植田　直樹・馬場　一郎
廣藤　真司・木下　光雄

11．抗生剤含有リン酸カルシウム骨ペーストを用いて治療
した踵骨骨髄炎の１例
神戸大学大学院整形外科

原田　義文・三輪　雅彦・新倉　隆宏
李　　相亮・康　　暁博・古賀　敬章
黒坂　昌弘

12．陳旧性足関節脱臼骨折により判明した原因不明の神経
障害性関節症の１例
神戸大学大学院整形外科

古賀　敬章・三輪　雅彦・新倉　隆宏
李　　相亮・康　　暁博・黒坂　昌弘

13．オスグット-シュラッター病により生じた遊離骨片の
骨折に対して関節鏡視下に摘出手術を施行した１例
滋賀医科大学整形外科

天野　泰孝・久保　充彦・松末吉隆
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開催年月日：平成21年９月19日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．転移性頸椎腫瘍に椎体形成術を応用した１例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室

岩井　　正・鈴木　亨暢・寺井　秀富
豊田　宏光・高橋　真治・管近　　優
中村　博亮

２．長期経過により頚椎硬膜内に進展したと思われる腕神
経叢部悪性腫瘍の１例
和歌山県立医科大学整形外科

長田　圭司・橋爪　　洋・山田　　宏
南　　晋司・吉田　宗人

３．下腿骨骨折後の内反または外反と回旋変形を合併する
半月損傷に対し半月縫合と矯正骨切り術を施行した２
例
りんくう総合医療センター市立泉佐野病院整形外科

田宮　大也
大阪大学整形外科

中田　　研・金本　隆司・神田　秀之
黒田　早苗・吉川　秀樹

４．観血的治療を必要とした小児Monteggia骨折の１例
三田市民病院整形外科

高原　俊介・川崎　英之・芝　　昌彦
橋本　　靖・西本　浩司

５．競艇選手に発症した長母指伸筋腱皮下断裂の一例
社会保険神戸中央病院整形外科

市丸　宏三・岡島誠一郎・吉原　　靖
梶川　佳照・前田耕三郎・大塚　悟朗

６．3b型hypoplastic thumbを伴った橈骨列欠損患者に対す
る、対側重複母指を用いた母指形成の１例
京都大学医学部整形外科学教室

奥津弥一郎・柿木　良介・池口　良輔
中村　孝志

７．手関節部に発生した慢性骨髄炎の治療経験
近畿大学医学部整形外科学教室

冨山　貴司・大谷　和裕・頭司　敏史
福田　寛二・浜西　千秋

８．腱板断裂に対する鏡視下suture bridge 修復術の短期成
績
滋賀医科大学整形外科

中島　　亮・今井　晋二・永井　宏和
久保　充彦・松末　吉隆

９．全人工股関節置換術を行った変形性股関節症の原因が
Femoroacetabular Impingementと思われた１例
兵庫医科大学整形外科学教室

楠山　一樹・福西　成男・藤原　勇輝
津森　洋平・福井　智一・清野　大輔
今村　史明・吉矢　晋一

10．両股関節内転拘縮による下肢交差位歩行患者に対し両
人工股関節置換術を施行した１例
関西医科大学附属枚方病院整形外科学教室

勝本　桂史・稾　　賢一・田島　剛史
和田　孝彦・飯田　寛和

11．伸展位繊維性強直膝に対しTKAを行った１例
大阪医科大学生体管理再建医学講座整形外科

松本　和寛・常徳　　剛・大原　英嗣
四方田光弘・松本　崇宏・中島　幹雄
木下　光雄

12．人工膝関節全置換術後に生じた反復性膝関節血症の１
例
京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

武澤　康信・新井　祐志・藤田　伸弥
吉田　敦彦・久保　俊一

京都府立医大大学院放射線診断治療学（放射線科）
山上　卓士・田中　　治・吉松　梨香

13．特発性膝関節血腫症の２症例
神戸大学整形外科

長井　寛斗・黒田　良祐・久保　晴司
松下　雄彦・秋末　敏宏・黒坂　昌弘

14．人工膝関節置換術後に発生した大腿骨顆部骨折の治療
経験
奈良県立医科大学整形外科

田中　寿典・上松　耕太・石本　佳之
小川　宗宏・田中　康仁
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開催年月日：平成21年11月21日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．THA術後に発症した両側梨状筋症候群の１例
関西医科大学整形外科

石原　昌幸・齋藤　貴徳・串田　剛俊
谷　　陽一・飯田　寛和

２．人工股関節のゆるみにより骨盤内に突出したスク
リューの抜去に剥離を要した２例
神戸大学整形外科

木原　伸介・西山　隆之・藤代　高明
林　　申也・神崎　至幸・武部　　健
川北　晃平・黒坂　昌弘

３．コンプライアンスが乏しい条件下においても
componentsを温存できた人工股関節晩期急性血行性
感染の１例
滋賀医科大学整形外科

米田　真悟・三村　朋大・菊地　克久
磯矢　英士・奥村　法昭・松末　吉隆

４．感染性股関節炎と鑑別が困難であった神経病性股関節
症の１例
大阪大学整形外科

尾崎　卓郎・高尾　正樹・坂井　孝司
西井　　孝・吉川　秀樹・菅野　伸彦

５．治療に難渋する化膿性脊椎炎の一例
近畿大学医学部整形外科

池田　光正・上田　広伸・三木　良久
福田　寛二・浜西　千秋

６．診断に難渋した距骨下関節炎の一例
京都府立医科大学整形外科

浅田　麻樹・生駒　和也・竹中　　孝
村田　博昭・久保　俊一

７．頚椎椎弓形成術後に隣接椎間障害を来した２例
和歌山県立医科大学整形外科

久保井勇樹・岡田　基宏・南出　晃人
山田　　宏・橋爪　　洋・中川　幸洋
河合　将紀・岩崎　　博・筒井　俊二
石元　優々・長田　圭司・瀧口　　登
吉田　宗人

８．椎体形成術後に再手術を要した１例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

野村　奈美・豊田　宏光・寺井　秀富
鈴木　亨暢・高橋　真治・中村　博亮

９．上腕骨骨幹部偽関節を伴うRA肘関節症に対して
Discovery型人工肘関節置換術（TEA）で治療した一例
京都大学整形外科

山本乃利男・伊藤　　宣・吉富　啓之
中村　孝志

10．遠位上腕二頭筋腱皮下断裂の一例
兵庫医科大学整形外科

横山　和典・藤岡　宏幸・奥野　宏昭
山際　得益・森口　和哉・楠山　一樹
田中　寿一・吉矢　晋一

11．剣道選手に生じた母趾種子骨障害に対して摘出手術を
施行した１例
奈良県立医科大学整形外科

田中　寿典・熊井　　司・上條　　哲
谷口　　晃・松田　剛典・田中　康仁

松倉病院整形外科
東山　一郎

奈良県立奈良病院整形外科
佐本　憲宏

12．腱板修復術後の再断裂に対して関節鏡視下上方関節包
再建術を行った１例
大阪医科大学整形外科

藤澤　幸隆・三幡　輝久・渡辺　千聡
木下　光雄

ベリタス病院
辻村　知行
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開催年月日：平成22年１月16日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．中足骨にsaucerizationを認めた血管平滑筋腫の１例
近畿大学医学部整形外科

橋本　和彦・中川　晃一・丹　　彰浩
赤木　將男・福田　寛二・浜西　千秋

２．片側椎弓切除により摘出した頚椎部enterogenous cyst
の一例
大阪医科大学整形外科

岡田　昌浩・中野　敦之・金　　明博
馬場　一郎・北原　義大・白石　将史
村越　　太・四方田光弘・木下　光雄

３．陳旧性大腿四頭筋腱断裂の２例
兵庫医科大学整形外科

神原俊一郎・清野　大輔・津森　洋平
福井　智一・今村　史明・福西　成男
吉矢　晋一

小野市民病院
長濱　史朗・松本　　学

４．Navigation systemを用いて骨盤軟骨肉腫の切除・再建
を行った一例
1市立堺病院

黒田　泰生・
2大阪大学整形外科

名井　　陽・菅野　伸彦・玉井　宣行
橋本　伸之・吉川　秀樹

５．腰部脊椎管狭窄症に胸椎硬膜外腫瘍を合併した一例
大阪市立大学整形外科

横井　卓哉・鈴木　亨暢・寺井　秀富
豊田　宏光・ 高橋　真治・中村　博亮

６．距骨病変に対する血管柄付き骨移植術
滋賀医科大学整形外科

天野　泰孝・児玉　成人・今井　晋二
松末　吉隆

７．分節型胸椎OPLLに対する脊髄誘発電位と超音波骨メ
スを用いた一手術例
和歌山県立医科大学整形外科

岡田　基宏・中川　幸洋・吉田　宗人
山田　　宏・橋爪　　洋・南出　晃人
河合　将紀・岩﨑　　博・筒井　俊二
木岡　雅彦・石元　優々・長田　圭司
瀧口　　登

８．仮STT固定術を用いて治療した14才男児の両側キー
ンベック病の一例
奈良県立医科大学整形外科

西川　勝也・矢島　弘嗣・小畠　康宣
村田　景一・清水　隆昌・田中　康仁

９．習慣性胸鎖関節後方亜脱臼に対して靭帯再建術を施行
した１例
京都府立医科大学整形外科

小牧伸太郎・森原　　徹・藤原　浩芳
立入　久和・木田　圭重・久保　俊一

10．治療に難渋したアテトーゼ頚髄症の一例
京都大学整形外科

坂口　雅彦・根尾　昌志・竹本　　充
太田　雅人・藤林　俊介・中村　孝志

11．手掌部動脈瘤の一例
神戸大学大学院整形外科

西本　華子・牧野　　健・国分　　毅
名倉　一成・乾　　淳幸・坂田　亮介
黒坂　昌弘

兵庫医科大学整形外科
藤岡　宏幸

12．指尖部に皮膚瘻孔が発生した関節リウマチの１例
関西医科大学枚方病院整形外科

矢倉　拓磨・児島　　新・漆﨑　亜弥
岩宮　裕章・飯田　寛和
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開催年月日：平成22年３月20日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．脊椎硬膜外膿瘍と鑑別を要した広範囲転移性脊椎硬膜
外腫瘍の１例
神戸大学整形外科

寺嶋　良樹・西田康太郎・土井田　稔
前野耕一郎・角谷賢一朗・由留部　崇
張　　鐘穎・山本　潤哉・黒坂　昌弘

２．脊髄症を呈した軸椎二分脊椎の１例
兵庫医科大学整形外科

堀之内　豊・橘　　俊哉・森山　徳秀
岡田　文明・圓尾　圭史・藤原　勇輝
楠山　一樹・吉矢　晋一

３．陳旧性環軸椎回旋位固定の１例
京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整
形外科）

細井　邦彦・金　　郁喆・吉田　隆司
山田　尚武・西田　敦士・久保　俊一

４．放射線治療によって縮小した胸椎ダンベル腫瘍の１例
奈良県立医科大学整形外科

田中　寿典・城戸　　顕・竹嶋　俊近
小泉　宗久・飯田　　仁・松森　裕昭
田中　誠人・加藤　宣伸・田中　康仁

奈良県立医科大学放射線治療・核医学科
玉本　哲郎

奈良県立医科大学放射線科
末吉　　智

５．長期血液透析患者に発症した両側大腿骨骨幹部脆弱性
骨折の１例
社会保険神戸中央病院整形外科

八木　信哉・遠山　将吾・岡島誠一郎
大塚　悟朗

６．前腕悪性腫瘍切除後に発生した尺骨偽関節の治療経験
大阪市立大学整形外科

高山　奈穂・岡田　充弘・高松　聖仁
坂口　公一・大戎　直人・中村　博亮

７．胸腔鏡手術により摘出し得た第9胸椎々体に発生した
subperiosteal osteoid osteomaの１例
滋賀医科大学整形外科

藤川ひとみ・森　　幹士・猿橋　康雄
西　洋一郎・山岡　弘明・手塚　則明
松末　吉隆

８．レボフロキサシンによるアキレス腱断裂の１例
近畿大学医学部整形外科

上田　晃久・野中　藤吾・西坂　文章
福田　寛二・浜西　千秋

９．足根管症候群を生じた変形性足関節症の１例
大阪医科大学整形外科

三宅　隆雄・嶋　　洋明・奥田　龍三
安田　稔人・常徳　　剛・高村　昌樹
木下　光雄

10．後脛骨筋腱腱鞘炎の１例
和歌山県立医科大学整形外科

久保井勇希・谷口　泰徳・辻本　修平
中谷　匡登・岩田　勝栄・吉田　宗人

11．ヒアルロン酸膝関節内注射後にブドウ球菌熱傷様皮膚
症候群（SSSS）を発症した１例
大阪大学医学部整形外科

王谷　英達・平松久仁彦・椚座　康夫
冨田　哲也・吉川　秀樹

12．大腿骨滑車部への骨軟骨移植術後にauterior knee pain
が持続した１例
京都大学整形外科

正木　勇希・小林　雅彦・中村伸一郎
新井　隆三・中村　孝志

京都医療センター
中川　泰彰

13．アルコール多飲により生じた多発性骨壊死の１例
関西医科大学附属滝井病院整形外科

伊藤　昭裕・徳永　裕彦・上田　祐輔
井上　　豪・松矢　浩暉・市川　宜弘
齋藤　貴徳
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開催年月日：平成22年６月19日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．電撃傷により生じた両側大腿骨頸部骨折の１例
和歌山労災病院整形外科

岡田　紗枝・佐々木俊二・安藤　宗治 
麻殖生和博・山﨑　　悟・北野　岳史 
太田　泰宏・玉置　哲也

和歌山労災病院リハビリテーション科
松本　朋子・峠　　　康

あい整形外科・リハビリテーションクリニック
岡本　賢俊

２．大腿骨頸部骨折を合併した股関節後方脱臼骨折の１例
関西医科大学枚方病院整形外科

河村　　孟・小津　　敏・和田　孝彦 
飯田　寛和

３．明らかな外傷のない有頭骨壊死の３例
京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外
科）

林　　成樹・藤原　浩芳・赤井　敬紀 
森崎　真介・小田　　良・小橋　裕明 
久保　俊一

４．小児踵骨骨髄炎の１例
和歌山県立医科大学整形外科

中谷　匡登・南　　晋司・坂田　亮介 
宮崎　展行・阿部　唯一・綿貫　匡則 
谷口　　亘・神埜　聖治・三宅　悠介 
吉田　宗人

５．多発転移をきたしたEpendymomaの１例
大阪大学医学部附属病院整形外科

辻　　洋臣・藤森　孝人・柏井　将文 
岩﨑　幹季・吉川　秀樹

６．Schanz骨切り後の変形に対し実物大３Dモデルを参考
にしTHAを行った1例
奈良県立医科大学整形外科

鈴木　大介・川手　健次・河原　郁生 
上羽　智之・近藤裕美子・田中　康仁

７．診断に長期間を要した脛骨骨髄内osteoid osteomaに対
しOATSTMを用いた小侵襲切除術を施行した１例
滋賀医科大学整形外科

藤川ひとみ・久保　充彦・児玉　成人 
米田　真悟・松末　吉隆

８．大腿骨に発生した高齢者骨肉腫の１例
兵庫医科大学整形外科学教室

宮﨑　裕子・麩谷　博之・福永　　訓 
吉矢　晋一

９．体外放射線照射罹患骨と血管柄付腓骨移植で再建した
大腿骨骨幹部骨肉腫の１例
京都大学整形外科

中村　賢司・中山　富貴・柿木　良介 
仲俣　岳晴・中村　孝志

京都大学小児科
渡邉健一郎

京都大学再生医科学研究所
戸口田淳也

10．右下垂足で発症した神経内ガングリオンの１例
神戸大学大学院整形外科

渡邊　裕介・秋末　敏宏・原　　仁美 
河本　旭哉・岸本　健太・黒坂　昌弘

11．大腿骨骨幹部に強度変形を有する症例に表面置換型人
工股関節を行った１例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学

寺井影三郎・吉田　　拓・箕田　行秀 
岩城　啓好

12．長期間経過した肘関節拘縮に対してヒンジ付き創外固
定器を併用した１経験
近畿大学医学部整形外科

三木　良久・大谷　和裕・福田　寛二 
浜西　千秋

13．先天性橈骨頭脱臼に尺骨角状骨切り術を施行した青年
期男性の１例
大阪医科大学整形外科教室

蘆田　桃子・渡辺　千聡・植田　直樹 
木下　光雄
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開催年月日：平成22年９月18日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．THA術後に頻回脱臼をきたした１例
兵庫医科大学整形外科

横山　和典・福西　成男・福井　智一 
吉矢　晋一

２．セメントレスTHA術後疼痛に対して腸腰筋腱切離を
施行した後に、反復性脱臼を生じた一例
京都大学整形外科

淘江　宏文・宗　　和隆・後藤　公志 
秋山　治彦・中村　孝志

３．股関節を手術的に脱臼させて切除した滑膜性軟骨腫症
の１例
近畿大学医学部整形外科

岸本恵美理・西坂　文章・野中　藤吾 
赤木　將男・福田　寛二・浜西　千秋

４．重度痙縮に対しITB療法を行い歩行能力が向上した１
例
京都府立医科大学運動器機能再生外科学（整形外科）

山﨑　哲朗・池田　　巧・上島圭一郎 
原田　智久・三上　靖夫・長谷　　斉 
久保　俊一

５．頚椎後方除圧術後に生じた舌下神経麻痺の一例
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院脊椎ケアセン
ター

福井　大輔・川上　　守・中尾　慎一
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院麻酔科

木下　浩之・箕西　利之

６．硬膜骨化を伴った膨隆型胸椎黄色靭帯骨化症に対して
骨化浮上術とともに硬膜形成を試みた１例
和歌山県立医科大学整形外科

長田　圭司・河合　将紀・山田　　宏 
橋爪　　洋・南出　晃人・中川　幸洋 
岩崎　　博・筒井　俊二・木岡　雅彦 
石元　優々・瀧口　　登・吉田　宗人

７．整復不十分なるも後方固定骨移植手術後に完全四肢麻
痺が回復した受傷後２週間たって診断された第４頚椎
前方脱臼骨折の１例
姫路医療センター整形外科

中山裕一郎・森本　佳秀・田中耕二郎 
金平　盛子

兵庫県立リハビリテーション西播磨病院整形外科
金澤慎一郎

８．下肢外傷後軟部組織欠損に対するV.A.C.ATS®治療シ
ステムの使用経験
神戸大学大学院整形外科

中野　直樹・新倉　隆宏・大江　啓介 
李　　相亮・池川　卓哉・黒坂　昌弘

９．治療に難渋した巨大神経腫性象皮病の一例
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

真本　建司・星　　　学・高田　　潤

10．手根管解放術後母指対立障害を呈した正中神経
Fiblolipomatous Hamartomaの１例
関西医科大学附属滝井病院整形外科

藤原　吉宏・谷川　暢之・斉藤　貴徳

11．膵転移をきたした骨外性間葉系軟骨肉腫の１例
奈良県立医科大学整形外科

鈴木　大介・朴木　寛弥・城戸　　顕 
田中　康仁

12．肺炎球菌による小児股関節内転筋内膿瘍の１例
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形
外科）

名倉　温雄・樋口　周久・吉川　秀樹

13．中学生テニスプレーヤーに生じた第一肋骨疲労骨折の
１例
大阪医科大学整形外科

矢倉　幹啓・藤原　憲太・木下　光雄
新河端病院整形外科

田村　滋規・岡本　純典

14．変形性肩関節症に対して広背筋移行術を併用した人工
骨頭置換術の検討
滋賀医科大学整形外科

谷川　仁士・今井　晋二・永井　宏和 
中島　　亮・上中　一泰・久保　充彦 
松末　吉隆

第431回　整形外科集談会京阪神地方会



 564 

開催年月日：平成22年11月20日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．後脛骨神経刺激症状を伴った膝窩嚢腫の一例
関西医科大学枚方病院整形外科

福田　正剛・小津　　敏・大野　博史 
河村　　孟・飯田　寛和

２．両側反張膝を呈する両人工膝関節置換術後の１例
近畿大学医学部整形外科

三木　良久・森　　成志・朝田　滋貴 
赤木　將男・浜西　千秋

３．３次元シミュレーション技術を用いて成長軟骨板部分
切除およびDome Osteotomyを施行した成長期Madelung
変形の一例
大阪大学整形外科

今井　優子・森友　寿夫・三宅　潤一 
岡田　　潔・村瀬　　剛・吉川　秀樹

４．掌側プレート固定術後に長母指屈筋腱皮下断裂をきた
した１例
兵庫医科大学整形外科

桐田由季子・石川　貴巳・常深健二郎 
藤岡　宏幸・田中　寿一・吉矢　晋一

５．解剖学的二重束再建法による前十字靱帯再再建術の治
療経験
奈良県立医科大学整形外科

近藤裕美子・上松　耕太・小川　宗宏 
稲垣　有佐・原　　良太・田中　康仁

６．腰椎後方除圧術術後に発熱、頚部痛で発症した
Crowned dens syndromeの１例
和歌山県立医科大学整形外科

岩崎　　博・吉田　宗人・南出　晃人 
中川　幸洋・長田　圭司

７．関節リウマチに合併した壊疽性膿皮症にインフリキシ
マブが奏効した１例
大阪市立大学整形外科

岩井　　正・多田　昌弘・岡野　匡志 
杉岡　優子・脇谷　滋之・小池　達也 
中村　博亮

大阪市立大学皮膚科
平田　　央

８．画像上診断が困難であった転移性馬尾腫瘍の１例
京都府立医科大学運動器機能再生外科学（整形外科）

祐成　　毅・原田　智久・水野健太郎 
池田　　巧・齋藤　令馬・小川　博之 
三上　靖夫・長谷　　斉・久保　俊一

９．尺骨骨幹部に発生した骨内脂肪腫の１例
三田市民病院整形外科

無藤　智之・橋本　　靖・西本　浩司 
川崎　英之・芝　　昌彦

10．大腿骨内顆血管柄付き骨移植による鎖骨偽関節の治療
経験
京都大学整形外科

藤田　俊史・柿木　良介・太田　壮一 
野口　貴志・中村　孝志

11．特発性膝関節血症の３症例
神戸大学整形外科

井口　貴雄・松本　知之・松下　雄彦 
久保　晴司・木嶋　雄介・垣内　裕司 
荒木　大輔・佐々木　宏・岡　　真也 
黒田　良祐・黒坂　昌弘

12．特徴的な画像所見を示した若年者化膿性脊椎炎の２例
大阪医科大学整形外科

藤野圭太郎・馬場　一郎・金　　明博 
中野　敦之・村越　　太・四方田光弘 
黒川　義隆・木下　光雄

13．手術を要した内側型弾発股の１例
滋賀医科大学整形外科

古屋　佑樹・三村　朋大・川崎　　拓 
菊地　克久・久保　充彦・笠原　俊幸 
松末　吉隆
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開催年月日：平成23年１月15日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．環軸関節発症の化膿性脊椎炎に対して後頭骨頸椎固定
術を行った１例
兵庫医科大学整形外科

石川　貴己・岡田　文明・森山　徳秀 
橘　　俊哉・圓尾　圭史・堀之内　豊 
加藤　洋規・榎本　雄介・吉矢　晋一

２．梅毒によると思われる化膿性脊椎炎の１例
近畿大学医学部整形外科

墳本　一郎・松下　哲尚・岸本　英樹 
池田　光正・浜西　千秋

３．パーキンソン病に伴う頸椎後弯に対して前後方から手
術を行った１例
京都大学整形外科

相模　昭嘉・竹本　　充・根尾　昌志 
藤林　俊介・岡本　　健・中村　孝志

４．頸椎後縦靱帯骨化症に脊髄腫瘍が合併発症し、手術を
行った１症例
姫路医療センター整形外科・リハビリ科

中山裕一郎・金平　盛子・森本　佳秀 
田中耕次郎

５．肩甲骨前面に生じた異所性骨化により肩関節外旋制限
を認めた１例
和歌山県立医科大学整形外科

三宅　悠介・南　　晋司・坂田　亮介 
宮崎　展行・山中　　学・吉田　宗人

６．SLEに合併した中指伸筋腱断裂の１例
京都府立医科大学運動器機能再生外科学（整形外科）

大石　久雄・小田　　良・森崎　真介 
藤原　浩芳・徳永　大作・久保　俊一

７．上前腸骨棘剥離骨折に合併した外側大腿皮神経麻痺の
１例
神戸大学整形外科

西田　京平・西山　隆之・藤代　高明 
林　　申也・神崎　至幸・武部　　健 
川北　晃平・岩佐賢二郎・黒坂　昌弘

８．Charcot Marie Tooth病による足部変形に対してTaylor 
Spatial Frameを用いて矯正を行なった１例
奈良県立医科大学整形外科

鈴木　大介・前川　尚宜・松田　剛典 
上條　　哲・谷口　　晃・熊井　　司 
田中　康仁

９．IL-6 阻害薬（トシリズマブ）投与中の関節リウマチ患
者に生じた化膿性肩関節炎の１例
大阪大学整形外科

今井　優子・二井　数馬・橋本　　淳 
冨田　哲也・椚座　康夫・菅本　一臣 
吉川　秀樹

10．小児大腿骨頚部骨折の治療経験
姫路医療センター

金平　盛子・中山裕一郎・森本　佳秀 
田中耕二郎

大室整形外科脊椎関節クリニック
横山　徳一

11．胸椎部に異なった良性腫瘍を併発した一例
大阪市立大学整形外科

寺井彰三郎・寺井　秀富・鈴木　亨暢 
豊田　宏光・堂園　　将・松本　富哉 
安田　宏之・山田賢太郎・月山　国明 
高橋　真治

12．第一中足骨骨髄炎に対し陰圧創傷治療システム（販売
名V.A.C.ATS治療システム）を用いて治癒に至った１
症例
愛染橋病院整形外科

加藤　精一 ・菅　　豊明・田中　治和 
金海　英米

13．腰椎固定術後の感染例にinstrument抜去後再固定術を
試行した１例
関西医科大学滝井病院整形外科

玉井　辰弥・齋藤　貴徳・薬師寺厚芳 
石原　昌幸

関西医科大学枚方病院整形外科
飯田　寛和・串田　剛俊

14．原因不明の骨膜・骨間膜炎により前腕回内外制限をき
たした１例
滋賀医科大学整形外科

古屋　佑樹・児玉　成人・松末　吉隆
滋賀医科大学臨床病理

瀧北　幹子・岡部　英俊

15．大腿骨頭に骨軟骨病変を認めた臼蓋形成不全股に対
し、寛骨臼回転骨切り術を施行した１症例
大阪医科大学整形外科

大原　英嗣・中島　幹雄・木下　光雄
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開催年月日：平成23年３月19日（土）
会　　　場：大日本住友製薬本社７F

１．大腿骨骨髄炎変形治癒後の二次性膝関節症に対し、二
期的に矯正骨切り術とnavigation TKAを施行した一例
兵庫医科大学整形外科

真鍋　貴重・今村　史明・福井　智一 
清野　大輔・中山　　寛・熊西　俊介 
福西　成男・吉矢　晋一

２．Growing rodを用いて矯正固定を施行した脊柱側弯症の
１例
奈良県立医科大学整形外科

喜多下芙美・小泉　宗久・飯田　　仁 
加藤　宜伸・倉　　知彦・田中　康仁

３．Femoroacetabular Impingement（FAI）の１例
近畿大学医学部整形外科

三木　良久・西坂　文章・野中　藤吾 
福田　寛二・浜西　千秋

４．骨端線閉鎖前の若年者における膝関節内骨折の１例
神崎総合病院整形外科

上藤　淳郎・山口　晋司・山川　隆由 
打村　昌一

５．足関節開放脱臼骨折後に高度尖足拘縮をきたした１例
京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学（整
形外科）

市野　義信・吉田　隆司・中瀬　雅司 
金　　　郁・久保　俊一

６．足関節固定後に生じた脛骨遠位部疲労骨折の１例
大阪医科大学整形外科

三宅　隆雄・安田　稔人・奥田　龍三 
常徳　　剛・嶋　　洋明・高村　昌樹 
木下　光雄

７．胸壁巨大多形型肉腫の１例
大阪市立大学整形外科

岩井　　正・星　　　学・真本　建司 
高田　　潤・中村　博亮

８．環軸関節亜脱臼により頭位性の片側椎骨動脈閉塞を来
した関節リウマチの１例
京都大学整形外科

中村　賢司・吉富　啓之・伊藤　　宣 
竹本　　充・根尾　昌志・中村　孝志

９．膝関節内側広範軟骨障害に対する自家骨軟骨移植術
（OAT）と脛骨骨切り術（HTO）同時施行例の検討
大阪大学整形外科

伊村　慶紀・中田　　研・前　　達雄 
北　　圭介・吉川　秀樹

10．頚椎椎弓形成術後に自然縮小した石灰化を伴う頚椎椎
間板ヘルニアの１例
和歌山県立医科大学整形外科

辻本　修平・筒井　俊二・木岡　雅彦 
山田　　宏・吉田　宗人

11．第XII因子欠乏症を合併する腰部脊柱管狭窄症患者に
対しMarmot変法で手術を行った１例
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院脊椎ケアセン
ター

福井　大輔・川上　　守・中尾　慎一
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院麻酔科

木下　浩之・平山美智子

12．前立腺癌骨転移と鑑別を要したSAPHO症候群の１例
滋賀医科大学整形外科

西　洋一郎・猿橋　康雄・森　　幹士 
西澤　和也・松末　吉隆

13．両側三角筋拘縮症の１例
神戸大学整形外科

木嶋　雄介・国分　　毅・名倉　一成 
美舩　　泰・坂田　亮介・西本　華子 
黒坂　昌弘

14．上位頸椎後方固定術後にrod上端による後頭骨損傷を
生じた１例
関西医科大学整形外科

池浦　　淳・齋藤　貴徳・串田　剛俊 
薬師寺厚芳・石原　昌幸・飯田　寛和
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