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第１会場　2月9日

一般19　シンポジウム関連演題・上顆炎1（8：45～9：20）
 座長：新井　猛（湘南福祉協会湘南病院整形外科）
 　　　佐竹　寛史（山形大学整形外科）

II-O19-1 高血糖ストレスモデルを用いたラット腱細胞における 
NMN (Nicotinamide Mononucleotide)の抗酸化作用の検討 .........................191

神戸大学大学院　整形外科 ◯山裏　耕平（やまうら　こうへい）
美舩　泰、乾　淳幸、片岡　武史、黒澤　尭、
向原　伸太郎

新須磨病院　整形外科 国分　毅

II-O19-2 難治性上腕骨外側上顆炎に対するBoyd変法の経験 ...........................................191

船橋整形外科病院　スポーツ医学・関節センター

◯高橋　憲正（たかはし　のりまさ）
菅谷　啓之、松木　圭介、渡海　守人、 
星加　昭太、上田　祐輔、濱田　博成、 
竹内　康剛、森岡　健、土山　耕南

II-O19-3 難治性上腕骨外側上顆炎に対する肘関節鏡併用 ECRB腱修復術の 
治療成績 ...........................................................................................................................192

清恵会病院整形外科 ◯松浦　健司（まつうら　たけし）
吉田　玄、飯田　健、坂中　秀樹

しまだ病院整形外科 須川　敬、中井　秀和

II-O19-4 上腕骨外上顆炎に対する鏡視下手術の治療成績 ..................................................192

櫛田　学　整形外科クリニック／福岡整形外科病院

◯櫛田　学（くしだ　まなぶ）

福岡整形外科病院 松田　匡弘、徳永　真巳

II-O19-5 難治性上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の治療成績 ................................193

市立奈良病院　四肢外傷センター ◯村田　景一（むらた　けいいち）
矢島　弘嗣、鍛冶　大祐、平瀬　仁志

奈良県立医科大学　整形外科教室 田中　康仁

一般20　シンポジウム関連演題・上顆炎2（9：20～9：41）
 座長：西中　直也（昭和大学スポーツ運動科学研究所）

II-O20-1 解剖学的見地から見た上腕骨内側上顆炎に対する手術療法 .............................193

公立大学法人　福島県立医科大学　スポーツ医学講座／総合南東北病院　整形外科

◯加賀　孝弘（かが　たかひろ）

公立大学法人　福島県立医科大学　スポーツ医学講座／おおとし消化器整形外科

大歳　憲一
公立大学法人　福島県立医科大学　整形外科 兼子　陽太、猪狩　貴弘、紺野　愼一
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II-O20-2 上腕骨外側上顆炎に対する新しい治療戦略 ...........................................................194

山形大学整形外科 ◯佐竹　寛史（さたけ　ひろし）
本間　龍介、澁谷　純一郎、高木　理彰

山形済生病院整形外科 石垣　大介

II-O20-3 上腕骨外側上顆炎に対する短橈側手根伸筋腱延長術の施行前後の 
MRI所見 ..........................................................................................................................194

一般財団法人新潟手の外科研究所 ◯森谷　浩治（もりや　こうじ）
牧　裕、坪川　直人、成澤　弘子、 
吉津　孝衛

シンポジウム　テニス肘最新の治療戦略（10：00～11：30）
 座長：別府　諸兄（公益財団法人日本股関節研究振興財団）
 　　　副島　修（福岡山王病院　整形外科）

II-S-4 肘内反不安定性を伴う難治性上腕骨外側上顆炎に対する外側側副靭帯 
補強術の治療成績 .........................................................................................................196

国立病院機構　東広島医療センター　整形外科

◯今田　英明（いまだ　ひであき）
金田　裕樹

II-S-1 Is MRI a reliable tool in determining radiological severity of lateral 
epicondylitis? ................................................................................................................195

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, University of Ulsan, Seoul, Korea

◯In-Ho Jeon

II-S-2 上腕骨外側上顆炎に対するPRP 療法のMRI 画像評価と臨床成績 ..................195

慶應義塾大学整形外科 ◯鈴木　拓（すずき　たく）
岩本　卓士、名倉　重樹、佐藤　和毅

愛光整形外科 早川　克彦、中根　高志

II-S-3 難治性外側上顆炎に対する血管内治療の治療成績と安全性 .............................196

江戸川病院　スポーツ医学科 ◯岩本　航（いわもと　わたる）

Okuno Clinic 奥野　祐次
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II-S-5 難治性上腕骨外側上顆炎にたいする鏡視下手術 ..................................................197

麻生整形外科病院 ◯佐々木　浩一（ささき　こういち）

札幌医科大学整形外科 小笹　泰宏、齋藤　憲、射場　浩介、 
山下　敏彦

大野記念病院 阿久津　祐子
五輪橋整形外科病院 大木　豪介
北海道済生会小樽病院 織田　崇、和田　卓郎

II-S-6 上腕骨外側上顆炎の新しいガイドライン .................................................................197

藤田医科大学整形外科 ◯鈴木　克侍（すずき　かつじ）

湘南病院整形外科 新井　猛
琉球大学整形外科 金谷　文則
信州大学運動機能学 加藤　博之

第１会場　2月9日

LS3-1 野球肘に対する関節鏡視下手術の実際 ...................................................................198
講師： 島村　安則（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　運動器スポーツ医学講座）

LS3-2 テニス肘に対する肘関節鏡手術 
－ 関節内と関節外アプローチの併用 － ..................................................................199
講師： 堀田　知伸（環状通東整形外科）

ランチョンセミナー3　内側靭帯損傷とテニス肘（11：50～12：50）
 共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社
 座長：坪川　直人（新潟手の外科研究所）

特別シンポジウム　日本肘関節外科学会　新時代への発信（13：30～14：30）
 座長：和田　卓郎（北海道済生会小樽病院）

II-SS-1 日本肘関節外科学会の設立とその後の発展を振り返って ...................................200

札幌医科大学整形外科名誉教授 ◯石井　清一（いしい　せいいち）

II-SS-2 日本肘関節学会の現状と将来展望 ............................................................................200

信州大学整形外科 ◯加藤　博之（かとう　ひろゆき）

II-SS-3 日本肩関節学会と肘関節外科 ....................................................................................201

船橋整形外科病院　スポーツ医学・関節センター
◯菅谷　啓之（すがや　ひろゆき）
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パネルディスカッション2　
 小児橈骨頭脱臼（橈骨頭脱臼を伴う小児肘疾患の治療）（14：30～16：00）
 座長：堀井　恵美子（関西医科大学整形外科）
 　　　射場　浩介（札幌医科大学医学部　整形外科学講座）

II-PD2-4 陳旧性モンテジア骨折の形態的特徴と治療方針 ...................................................203

大阪大学整形外科 ◯岡　久仁洋（おか　くにひろ）
田中　啓之、岡田　潔、宮村　聡、 
塩出　亮哉、村瀬　剛

II-PD2-1 非外傷性橈骨頭脱臼の臨床像 ...................................................................................202

名古屋第一赤十字病院整形外科 ◯洪　淑貴（こう　しゅくき）
大塚　純子

関西医科大学整形外科 堀井　恵美子

II-PD2-3 多発性外骨腫による橈骨頭脱臼に対する尺骨延長術 ..........................................203

千葉県こども病院　整形外科 ◯柿崎　潤（かきざき　じゅん）
西須　孝、及川　泰宏、弓手　惇史

II-PD2-2 先天性橈尺骨癒合症に対する血管柄付き筋膜脂肪弁移植術 ............................202

JR 札幌病院整形外科 ◯金谷　耕平（かなや　こうへい）

札幌医科大学整形外科 射場　浩介、山下　敏彦

II-PD2-5 陳旧性モンテジア骨折に対する橈骨短縮骨切り術後の橈骨長の変化 .............204

国立成育医療研究センター整形外科 ◯稲葉　尚人（いなば　なおと）
関　敦仁、林　健太郎、高木　岳彦、 
江口　佳孝、高山　真一郎

エキスパートセッション2　Nightmare in Elbow Surgery：難治例に学ぶ（16：10～17：04）
 座長：池上　博泰（東邦大学医学部整形外科学講座）
 　　　村瀬　剛（大阪大学医学部　整形外科）

II-EX2-1 上腕骨通顆骨折後の成績不良例 ...............................................................................205

中通総合病院　整形外科 ◯千馬　誠悦（せんま　せいえつ）
成田　裕一郎

II-EX2-2 社会人野球投手の肘頭疲労骨折に対する肘頭ドリリング後に生じた化膿性 
骨髄炎の1例 ....................................................................................................................205

同愛記念病院　整形外科 ◯中川　照彦（なかがわ　てるひこ）
佐藤　哲也、鏑木　秀俊、土屋　正光



− 54 −

第１会場　2月9日

II-EX2-3 忘れられない術後成績不良例.....................................................................................206

千葉県こども病院　整形外科 ◯西須　孝（さいす　たかし）
柿崎　潤、及川　泰宏、安部　玲、 
橘田　綾菜、弓手　惇史、目時　有希恵

II-EX2-4 肘部管症候群術後に強い痛みを訴えていた4例 ....................................................206

筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター

◯西浦　康正（にしうら　やすまさ）

筑波大学医学医療系整形外科 原　友紀、神山　翔、十時　靖和
キッコーマン総合病院 落合　直之

II-EX2-5 肘関節鏡手術での難渋例・合併症 .............................................................................207

JCHO 大阪病院　救急部 / スポーツ医学科 ◯島田　幸造（しまだ　こうぞう）

JCHO 大阪病院 整形外科 轉法輪　光、大浦　圭一郎

閉会式（17：04～）

II-EX2-6 関節リウマチ肘関節における人工関節置換術を中心とした長期観察 
からの考察 .......................................................................................................................207

国立病院機構相模原病院 ◯岩澤　三康（いわさわ　みつやす）
田平　敬彦、大橋　暁、高群　浩司

国立病院機構相模原病院／札幌医科大学　整形外科

霜村　耕太
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一般21　野球肘5（内側）（8：45～9：34）
 座長：藤岡　宏幸（兵庫医療大学リハビリテーション学部）
 　　　船越　忠直（慶友整形外科病院）

II-O21-1 学童野球選手における内側上顆下端の経時的変化 .............................................211

鳥取大学整形外科 ◯赤堀　圭一（あかほり　けいいち）
石田　孝次、柳樂　慶太、林　育太、 
榎田　誠、永島　英樹

II-O21-2 学童野球最終学年における内側上顆下端の経時的変化 .....................................211

鳥取大学整形外科 ◯林　育太（はやし　いくた）
榎田　誠、林原　雅子、柳樂　慶太、 
石田　孝次、赤堀　圭一、永島　英樹

II-O21-3 成長期野球選手における上腕骨内側上顆裂離骨折の治療成績 ........................212

同愛記念病院 ◯鏑木　秀俊（かぶらぎ　ひでとし）
佐藤　哲也、中川　照彦

II-O21-4 成長期野球選手の投球側肘内側障害に対する保存的治療および 
理学療法の結果 ..............................................................................................................212

広瀬医院リハビリテーション部 ◯田村　耕一郎（たむら　こういちろう）

広瀬医院整形外科 廣瀬　秀史
東京明日佳病院整形外科 渡邊　幹彦

II-O21-5 成長期野球選手における上腕骨内側上顆下端部裂離骨片の有無が 
保存的治療早期の患者立脚型評価へ与える影響 ..................................................213

中江病院整形外科 ◯井上　悟史（いのうえ　さとし）

II-O21-6 投球障害肘における保存療法の抵抗因子の検討 
～打撃の有無による比較～ .........................................................................................213

鶴田整形外科 ◯彌富　雅信（いやどみ　まさのぶ）
小松　智、荻本　晋作、峯　博子、 
井上　美帆、鶴田　敏幸

II-O21-7 学童期野球選手の内側上顆下端裂離骨折に対する考察 .....................................214

慶友整形外科病院スポーツ医学センター ◯古島　弘三（ふるしま　こうぞう）
草野　寛、船越　忠直、伊藤　雄也、 
武長　徹也、堀内　行雄、伊藤　恵康　

慶友整形外科病院リハビリテーション科 宇良田　大悟
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一般22　野球肘6（病態・診断）（9：34～10：23）
 座長：白井　久也（美杉会 佐藤病院整形外科）
 　　　松浦　哲也（徳島大学整形外科）

第2会場　2月9日

II-O22-1 超音波剪断波エラストグラフィーを用いた前腕回内屈筋群の組織弾性 
についての検討 ..............................................................................................................214

東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野／船橋整形外科病院　スポーツ医学関節センター　
肩肘部門

◯星加　昭太（ほしか　しょうた）

東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野 秋田　恵一
船橋整形外科病院　スポーツ医学関節センター　肩肘部門

高橋　憲正、菅谷　啓之
東京医科歯科大学大学院　運動器機能形態学講座

二村　昭元

II-O22-2 Shear Wave Elastographyを用いた投球動作による前腕屈筋群の 
組織弾性変化についての検討 ....................................................................................215

神戸大学大学院整形外科 ◯黒澤　尭（くろさわ　たかし）
美舩　泰、乾　淳幸、西本　華子、 
片岡　武史、山裏　耕平、向原　伸太郎、
黒田　良祐　

新須磨病院整形外科 国分　毅

II-O22-3 AIによる投球動作解析を用いた学童野球選手における肘内側障害 
危険因子の検討 ..............................................................................................................215

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科／横浜市スポーツ医科学センター

◯坂田　淳（さかた　じゅん）

早稲田大学スポーツ科学学術院 広瀬　統一
松戸整形外科病院 石井　壮郎

II-O22-4 プロ野球選手のマイクロコイル MRIを用いた肘内側側副靱帯の調査 ............216

船橋整形外科病院 ◯森岡　健（もりおか　たけし）
菅谷　啓之、高橋　憲正、松木　圭介、 
渡海　守人、上田　祐輔、星加　昭太、 
濱田　博成、竹内　康剛、土山　耕南

II-O22-5 野球投手の橈骨頭における骨梁構造解析─ HR-pQCTを用いて─ ..................216

長崎大学大学院　医歯薬総合研究科　整形外科

◯佐田　潔（さだ　きよし）
梶山　史郎、千葉　恒、尾崎　誠
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II-O22-6 プロ野球新人入団時の肘関節 X 線像はシーズン中の肘関節痛発症 
に関連するか ...................................................................................................................217

国立病院機構災害医療センター　整形外科／日本大学医学部　整形外科

◯矢作　善之（やはぎ　よしゆき）

日本大学医学部　整形外科／日本大学病院　整形外科

洞口　敬、岩間　彦樹、佐藤　仁、駿河　誠、
小松　太一

日本大学医学部　整形外科／さいたま小児医療センター　整形外科

平良　勝章
日本大学病院　整形外科／日本大学医学部附属板橋病院　整形外科

大島　洋平、吉田　明生、森本　祐介

一般23　野球肘7（その他）（10：23～11：05）
 座長：入江　徹（旭川医科大学　整形外科学講座）
 　　　戸祭　正喜（医療法人川崎病院整形外科）

II-O23-1 投球時肘症状のある胸郭出口症候群の診断 ..........................................................218

西別府病院野球医学科 ◯馬見塚　尚孝（まみづか　なおたか）
馬見塚　恭子

筑波大学整形外科 山崎　正志

II-O23-2 成年野球選手の投球障害肘と内側上顆裂離骨片の検討 ....................................218

高島平中央総合病院整形外科 ◯可知　芳則（かち　よしのり）

II-O23-3 野球選手の斜骨折型肘頭疲労骨折に対する治療成績 .........................................219

王子総合病院　整形外科 ◯木田　博朗（きだ　ひろあき）
鈴木　克憲、亀田　敏明、横田　隼一

II-O23-4 高校野球選手における肩肘痛と心理的ストレスの関係 ........................................219

福島県立医科大学整形外科学講座 ◯猪狩　貴弘（いがり　たかひろ）
兼子　陽太、増子　遼介、佐藤　亮平、 
紺野　愼一

福島県立医科大学　スポーツ医学講座 大歳　憲一、加賀　孝弘

II-O22-7 単純 X線肘屈曲45°撮影に近似した単純 CT 撮影法 .............................................217

昭和大学藤が丘病院整形外科／ JCHO 相模野病院整形外科／昭和大学スポーツ運動科学研究所

◯古屋　貫治（ふるや　かんじ）

昭和大学藤が丘病院整形外科 磯崎　雄一、田鹿　佑太朗、木村　亮介
昭和大学藤が丘病院整形外科／昭和大学スポーツ運動科学研究所

鈴木　昌、大澤　一誉、西中　直也
JCHO 相模野病院整形外科 松久　孝行
昭和大学江東豊洲病院整形外科 小原　賢司
昭和大学医学部整形外科学講座 筒井　廣明
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II-O23-6 肘尺側側副靭帯損傷に対する体内副子（intrinsic splint）を用いた 
靭帯再建術および修復術 .............................................................................................220

社会医療法人　行岡医学研究所　行岡病院整形外科

◯三木　亮（みき　りょう）
有光　小百合、信貴　厚生、正富　隆

一般24　人工肘関節1（基礎、外傷）（13：30～14：05）
 座長：大野　義幸（岐阜市民病院形成外科）
 　　　難波　二郎（星ヶ丘医療センター整形外科）

II-O24-1 Fresh cadaverを用いた肘関節後方アプローチの検討 .......................................222

慶應義塾大学　整形外科 ◯岩本　卓士（いわもと　たくじ）
雨宮　剛、大木　聡、鈴木　拓、松村　昇、
佐藤　和毅

II-O24-2 人工肘関節尺骨コンポーネント周囲の年齢による応力の変化 
（生体力学的研究） .........................................................................................................222

昭和大学医学部整形外科学講座 ◯諸星　明湖（もろほし　あきこ）
西川　洋生、臼井　勇樹、新妻　学、 
池田　純、川崎　恵吉、稲垣　克記

東京工業大学大学院工学院機械系 伊能　教夫、木村　仁、松本　一磨

II-O24-3 上腕骨遠位端粉砕骨折に対する一期的 unlinked type 人工肘関節 
置換術の経験 ..................................................................................................................223

東邦大学医学部整形外科学講座 ( 大橋 ) ◯吉澤　秀（よしざわ　しゅう）
阪元　美里、石井　秀明、眞宅　崇徳、 
金子　卓男、武者　芳朗、池上　博泰

LS4 真実はいつも一つ -痛みの真犯人は誰だ？- ............................................................221
講師： 宮武　和馬（横浜市立大学大学院医学研究科運動器病態学教室）

ランチョンセミナー4（11：50～12：50） 共催：コニカミノルタジャパン株式会社 /アルケア株式会社
 座長：中島　祐子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科）

II-O23-5 投球肘障害選手における投球側の広背筋タイトネスに対する新しい 
骨盤・股関節ストレッチ法の有用性 ...........................................................................220

鹿屋体育大学保健管理センター ◯藤井　康成（ふじい　やすなり）

鹿児島大学整形外科 栫　博則、泉　俊彦
恒心会おぐら病院 小倉　雅
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II-O24-4 肘関節強直を伴った高齢者上腕骨遠位端骨折に対し、連結型人工肘関節 
を用いて加療した3例 ....................................................................................................223

宇陀市立病院整形外科、奈良肩・肘センター ◯水掫　貴満（もんどり　たかみつ）
仲川　喜之、藤井　修平

大手前病院整形外科 澤井　孝一
奈良県立医科大学整形外科 倉田　慎平、江川　琢也、田中　康仁

II-O24-5 上腕骨遠位端骨折に対する上腕側半人工肘関節置換術（DHH）の 
治療経験とX線学的検討 .............................................................................................224

八尾市立病院 ◯岡本　道雄（おかもと　みちお）

JCHO 星ヶ丘医療センター整形外科 難波　二郎

AS2 上腕三頭筋温存尺側アプローチによるTEAのコツと注意点 ...............................225
講師： 末永　直樹（整形外科北新病院　上肢人工関節・内視鏡センター）

アフタヌーンセミナー2（14：30～15：30） 共催：帝人ナカシマメディカル株式会社
 座長：加藤　博之（信州大学　整形外科）

一般25　人工肘関節2（RA・非拘束型）（15：40～16：15）
 座長：水関　隆也（広島県立身体障害者リハビリテーションセンター）
 　　　秋田　鐘弼（大阪南医療センター整形外科・リウマチ科）

II-O25-1 リウマチ肘において関節超音波所見は肘関節の症状にどの程度影響 
するか ................................................................................................................................226

京都大学整形外科 ◯伊藤　宣（いとう　ひろむ）
富澤　琢也、小豆澤　勝幸、村田　浩一、
西谷　江平、松田　秀一

II-O25-2 50歳未満の関節リウマチ患者に行った人工肘関節全置換術の臨床成績 
の検討 ...............................................................................................................................226

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座整形外科

◯沖田　駿治（おきた　しゅんじ）
西田　圭一郎、松橋　美波、渡辺　雅仁、
木曽　洋平、大橋　秀基、尾﨑　敏文　

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 運動器知能化システム開発講座

中原　龍一
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 運動器医療材料開発講座

那須　義久

II-O25-3 K now TEAの中期成績 ................................................................................................227

広島県障害者リハビリテーションセンター整形外科

◯水関　隆也（みずせき　たかや）
増田　哲夫、鈴木　修身
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II-O26-2 教室における67肘のLinked type 人工肘関節置換術の成績・傾向と 
今後の課題 ......................................................................................................................229

昭和大学医学部整形外科学講座 ◯池田　純（いけだ　じゅん）
久保　和俊、稲垣　克記

昭和大学横浜市北部病院整形外科 酒井　健、川崎　恵吉
昭和大学江東豊洲病院整形外科 富田　一誠

II-O26-3 関節リウマチ患者の高度拘縮肘に対する人工肘関節置換術 ..............................229

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 整形外科

◯松橋　美波（まつはし　みなみ）
沖田　駿治、木曽　洋平、西田　圭一郎、
尾﨑　敏文

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 運動器医療材料開発講座

那須　義久

II-O26-4 尺骨近位部骨折を伴うリウマチ肘に対する人工肘関節置換術の治療成績 .....230

JA 北海道厚生連　帯広厚生病院　整形外科　手外科センター

◯本宮　真（もとみや　まこと）
渡辺　直也

北海道大学大学院医学研究院　専門医学系部門　機能再生医学分野　整形外科学教室

濱野　博基、河村　太介、岩崎　倫政

II-O25-5 人工肘関節再置換術を施行したRA 肘25例の中期成績 ......................................228

国立病院機構　相模原病院　整形外科 ◯田平　敬彦（たびら　よしひこ）
高群　浩司、霜村　耕太、大橋　暁、 
岩澤　三康

一般26　人工肘関節3（RA・拘束型）（16：15～16：50）
 座長：野口　政隆（田中整形外科病院整形外科）
 　　　三部　順也（都立大塚病院整形外科・関節疾患治療センター）

II-O26-1 関節リウマチ肘関節障害に対するDiscovery TEAの短期成績 .........................228

国立病院機構嬉野医療センター ◯古市　格（ふるいち　いたる）

II-O25-4 K-elbowにおける設置高位と術後可動域との関連 ................................................227

国立相模原病院整形外科／札幌医科大学整形外科

◯霜村　耕太（しもむら　こうた）

国立相模原病院整形外科 岩澤　三康、田平　敬彦、高群　浩司
札幌医科大学整形外科 小笹　泰宏、山下　敏彦
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II-O26-5 Linkedとunlinked type 人工肘関節の各中長期成績からみた手術適応 
についての検討 ..............................................................................................................230

昭和大学整形外科／昭和大学藤が丘病院整形外科

◯西川　洋生（にしかわ　ひろき）

昭和大学整形外科 池田　純、筒井　完明、根本　哲也、 
久保　和俊、稲垣　克記

昭和大学藤が丘病院整形外科 西中　直也
昭和大学横浜市北部病院整形外科 川崎　恵吉、諸星　明湖
昭和大学江東豊洲病院整形外科 富田　一誠
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主題２　肘外傷のリハビリテーション（8：45～9：39）
 座長：原田　康江（総合病院聖隷浜松病院　リハビリテーション部）
 　　　白戸　力弥（北海道文教大学人間科学部作業療法学科）

II-M2-1 肘関節伸展拘縮に対する外側支柱ヒンジ付き動的装具の試み .........................231

聖隷浜松病院　リハビリテーション部 ◯祖慶　千春（そけい　ちはる）
原田　康江

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

大井　宏之、鈴木　歩実

II-M2-2 肘関節周辺外傷術後患者に対する筋出力制御を目的とした 
バイオフィードバック療法 .............................................................................................231

獨協医科大学埼玉医療センター　リハビリテーション科

◯高橋　里奈（たかはし　りな）
秋山　洋輔

獨協医科大学埼玉医療センター　整形外科 佐野　和史、大関　覚
越谷誠和病院　整形外科 木村　和正
埼玉県立大学　保健医療福祉学研究科 石岡　俊之、濱口　豊太

II-M2-3 肘Terrible Triad損傷に対するハンドセラピィ ......................................................232

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター ◯小池　拓馬（こいけ　たくま）
越後　歩、井部　光滋、志田　恭一、 
成田　隼也、仙葉　翔登、辻　英樹、 
倉田　佳明、松井　裕帝

II-M2-4 肘関節側副靭帯修復を要した肘関節脱臼および肘関節脱臼骨折の治療成績......232

JA 北海道厚生連　帯広厚生病院　作業療法技術科

◯大本　慎也（おおもと　しんや）

JA 北海道厚生連　帯広厚生病院　整形外科　手外科センター

本宮　真、渡辺　直也
北海道大学大学院医学研究院　専門医学系部門　機能再生医学分野　整形外科学教室

岩崎　倫政

II-M2-5 伸展制限継手付き肘スプリントを使用したterrible triadの一例 ......................233

札幌医科大学附属病院リハビリテーション部 ◯渡邊　祐大（わたなべ　ゆうだい）
加藤　正巳

札幌医科大学医学部救急医学講座 高橋　信行
北海道大野記念病院整形外科 入船　秀仁
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II-M2-6 肘関節屈曲拘縮に対する漸次静的スプリント療法の適応基準の検討 ..............233

北海道済生会小樽病院　リハビリテーション室　作業療法課／北海道済生会小樽病院　手・肘センター

◯山中　佑香（やまなか　ゆか）
小島　希望

北海道文教大学　人間科学部作業療法学科／北海道済生会小樽病院　手・肘センター

白戸　力弥
北海道済生会小樽病院　整形外科／北海道済生会小樽病院　手・肘センター

織田　崇、和田　卓郎

一般27　成人外傷4（上腕骨通顆骨折）（9：39～10：28）
 座長：浅見　昭彦（JCHO佐賀中部病院整形外科）
 　　　長田　伝重（獨協医科大学日光医療センター整形外科）

II-O27-1 高齢者の上腕骨遠位端骨折に対する保存治療成績 .............................................234

千葉市立青葉病院 ◯岩崎　龍太郎（いわさき　りゅうたろう）
山田　俊之、山口　毅、六角　智之、 
脇田　浩正、佐久間　昭利

II-O27-2 当院における上腕骨通顆骨折の手術治療成績 ......................................................234

国立病院機構東京医療センター ◯清田　康弘（きよた　やすひろ）
河野　亜紀、有野　浩司　

国立病院機構東京医療センター／済生会横浜市東部病院

堀内　孝一

II-O27-3 高齢者上腕骨通顆骨折における治療成績 ...............................................................235

松山赤十字病院整形外科 ◯田中　晶康（たなか　てるやす）
梶原　了治

II-O27-4 高齢者上腕骨遠位部骨折 (AO 分類 A-2,3)に対するプレート固定の 
治療成績 ...........................................................................................................................235

安城更生病院 ◯竹市　陽介（たけいち　ようすけ）
倉橋　俊和、武田　真輔

II-O27-5 高齢者の上腕骨通顆骨折に対するSingle plate ＋ CCS固定と 
Double plate固定の比較 ............................................................................................236

市立豊中病院　整形外科 ◯阿部　真悟（あべ　しんご）
栗山　幸治

JCHO 星丘医療センター 難波　二郎
やまもと整形外科 山本　浩司
八尾市立病院 岡本　道雄
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II-O27-6 高齢者上腕骨遠位端骨折内側柱に対する低侵襲内固定の一考案 ...................236

国際親善総合病院整形外科・手外科センター ◯森田　晃造（もりた　こうぞう）
前田　康介、増本　奈々、梅澤　仁、 
山下　太郎、山下　裕

II-O27-7 成人上腕骨通顆骨折　ORIF vs Non-surgical Tx ................................................237

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科／浮間中央病院

◯友利　裕二（ともり　ゆうじ）

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科 河路　秀巳
日本医科大学付属病院 南野　光彦、小寺　訓江、高井　信朗

一般28　成人外傷5（上腕遠位）（10：28～11：17）
 座長：金谷　文則（琉球大学整形外科）
 　　　入船　秀仁（北海道大野記念病院　整形外科）

II-O28-1 高齢者の上腕骨通顆骨折偽関節に対する骨接合術を行なった２症例 ............237

岐阜市民病院形成外科 ◯大野　義幸（おおの　よしゆき）

岐阜市民病院整形外科 白井　之尋

II-O28-2 高齢者上腕骨通顆骨折偽関節に対するブロック腸骨移植による偽関節手術 
の3例 .................................................................................................................................238

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター ◯辻　英樹（つじ　ひでき）
松井　裕帝

II-O28-3 当院手外科センターにおける上腕骨遠位端骨折の治療成績 .............................238

順天堂大学浦安病院手外科センター ◯石井　紗矢佳（いしい　さやか）
市原　理司、鈴木　雅生、原　章　

II-O28-4 上腕骨遠位端骨折に対しVA-LCP Distal Humerus Plate(DuPuy Synthes)  
の使用経験 ......................................................................................................................239

春秋会　城山病院　整形外科 ◯石谷　貴（いしたに　たかし）
熊野　穂積、坪井　競三、木下　明彦、 
松山　洵也、米井　数基、阿部　宗昭　

II-O28-5 上腕骨遠位端coronal shear fracture の2例 
（Dubberly分類：Type3A） ..........................................................................................239

久留米大学病院　整形外科学教室 ◯松浦　充洋（まつうら　みつひろ）
仲摩　憲次郎、吉田　史郎　

大牟田市立病院 坂井　健介、秋吉　寿
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II-O28-6 上腕骨遠位端coronal shear fractureの治療経験..............................................240

名古屋第一赤十字病院　整形外科 ◯大塚　純子（おおつか　じゅんこ）
堀井　恵美子、井戸　洋旭、長谷　康弘、
田中　佑樹、洪　淑貴

II-O28-7 上腕骨遠位coronal shear fractureの治療成績 ..................................................240

神戸大学整形外科 ◯向原　伸太郎（むこうはら　しんたろう）
美舩　泰、乾　淳幸、片岡　武史、黒澤　堯、
山裏　耕平

新須磨病院整形外科 国分　毅

一般29　小児3（橈骨頭脱臼）（13：30～14：11）
 座長：高山　真一郎（国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部）
 　　　尼子　雅敏（防衛医科大学校整形外科）

II-O29-1 陳旧性Monteggia骨折の手術治療成績 .................................................................241

慶友整形外科病院 ◯岡田　恭彰（おかだ　やすあき）
伊藤　雄也、草野　寛、武長　徹也、 
古島　弘三、船越　忠直、堀内　行雄、 
伊藤　恵康

II-O29-2 陳旧性小児Monteggia脱臼骨折の治療と予後 .....................................................241

防衛医科大学校整形外科 ◯尼子　雅敏（あまこ　まさとし）
藤巻　亮二、山田　真央、近藤　晋哉、 
千葉　一裕

自衛隊中央病院整形外科 伊佐治　雅
東京医療センター整形外科 有野　浩司
入間ハート病院整形外科 根本　孝一

II-O29-3 矯正骨切術施行後に再脱臼した陳旧性橈骨頭脱臼の治療成績 ........................242

慶應義塾大学整形外科 ◯鈴木　拓（すずき　たく）
岩本　卓士、名倉　重樹、佐藤　和毅

国立成育医療研究センター整形外科 関　敦仁、高山　真一郎

II-O29-4 先天性橈骨頭脱臼の保存加療における中長期成績 .............................................242

札幌医科大学整形外科 ◯早川　光（はやかわ　ひかる）
射場　浩介、小笹　泰宏、高橋　信行、 
花香　恵、山下　敏彦
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II-O29-6* 肘関節から手関節に障害を伴った両側先天性橈骨頭脱臼 .................................243

西奈良中央病院整形外科・手外科センター ◯小野　浩史（おの　ひろし）
鈴木　大介、藤谷　良太郎

一般30　小児4（上腕遠位）（14：11～15：00）
 座長：代田　雅彦（さいたま赤十字病院整形外科）
 　　　坪　健司（青森市民病院整形外科）

II-O30-1 小児肘関節におけるlateral capitellohumeral angle（LCHA）の測定の 
信頼性の検討 ..................................................................................................................244

藤田医科大学　整形外科 ◯長谷川　正樹（はせがわ　まさき）
志津　香苗、黒岩　宇、船橋　拓哉、 
前田　篤志、鈴木　克侍

慶應義塾大学　整形外科 鈴木　拓
愛光整形外科 早川　克彦

II-O30-2 上腕骨顆上骨折群と上腕骨外側顆骨折群における健側 Baumann 角 
の比較検討 ......................................................................................................................244

東京ベイ浦安市川医療センター ◯三浦　雄悟（みうら　ゆうご）
志村　治彦

東京医科歯科大学大学院運動器機能形態学講座

二村　昭元、鈴木　志郎
東京医科歯科大学大学院整形外科学分野 藤田　浩二、大川　淳

II-O30-3 徒手整復不能であった小児上腕骨顆上骨折の特徴 ..............................................245

横浜市立みなと赤十字病院整形外科 ◯能瀬　宏行（のせ　ひろゆき）
若林　良明

*は1例報告

II-O29-5 先天性橈骨頭脱臼、先天性橈尺骨癒合症に伴う肘関節のインピンジメント 
を生じた3例 .....................................................................................................................243

信州大学整形外科／慈泉会相澤病院 ◯北村　陽（きたむら　よう）

信州大学整形外科 橋本　瞬、宮岡　俊輔、岩川　紘子、 
林　正徳、加藤　博之

慈泉会相澤病院 山崎　宏

II-O30-4 小児における上腕骨遠位外側骨片の転位方向による外側顆骨折と 
遠位骨端線離開の鑑別.................................................................................................245

大阪市立総合医療センター ◯久保　卓也（くぼ　たくや）
中川　敬介、細見　僚、鈴木　啓介、 
山中　清孝、日高　典昭
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II-O30-6 小児上腕骨顆上骨折のギプス固定による保存療法...............................................246

山形大学整形外科 ◯澁谷　純一郎（しぶや　じゅんいちろう）
佐竹　寛史、長沼　靖、本間　龍介、 
高木　理彰

II-O30-7 上腕骨顆上骨折に対する深屈曲位固定による保存療法 ......................................247

地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院整形外科

◯大浦　圭一郎（おおうら　けいいちろう）
轉法輪　光、島田　幸造

一般31　小児5（上腕骨顆上骨折）（15：10～15：58）
 座長：六角　智之（千葉市立青葉病院整形外科）
 　　　谷野　善彦（藤井外科胃腸科・整形外科）

II-O31-2 神経麻痺を伴う小児上腕骨顆上骨折の治療経験 ..................................................248

市立四日市病院 ◯川本　祐也（かわもと　ひろや）
奥井　伸幸

II-O31-3 Gartland 分類III型の小児上腕骨顆上骨折に対する観血的治療 .....................248

済生会山形済生病院整形外科 ◯石垣　大介（いしがき　だいすけ）
花香　直美

山形県立河北病院整形外科 加藤　義洋
山形大学整形外科 本間　龍介、澁谷　純一郎、佐竹　寛史、

高木　理彰

II-O30-5 小児上腕骨遠位部骨折に対する肘関節造影の有用性 .........................................246

刈谷豊田総合病院　整形外科 ◯野村　貴紀（のむら　たかのり）
夏目　唯弘

II-O31-4 当院で手術加療された小児上腕骨顆上骨折に対する後ろ向き検討 .................249

市立奈良病院　四肢外傷センター ◯鍛治　大祐（かじ　だいすけ）
平瀬　仁志、村田　景一、矢島　弘嗣

奈良県立医科大学　玉井進記念四肢外傷センター

河村　健二
奈良県立医科大学　整形外科 田中　康仁

II-O31-1 観血的な前方進入も併用した側臥位での上腕骨顆上骨折の治療成績 ............248

国立病院機構埼玉病院整形外科 ◯森澤　妥（もりさわ　やすし）
吉田　篤

西山堂慶和病院整形外科 大津　洋和
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II-O31-5 小児上腕骨顆上骨折に対する徒手整復術後に生じた神経・血管合併症 
─腹・側臥位法に潜む根源的な問題点─ ................................................................249

さいたま赤十字病院　整形外科 ◯代田　雅彦（しろた　まさひこ）
白川　健

II-O31-7* 小児上腕骨顆上骨折後に上腕骨滑車外側の成長障害を生じた1例 .................250

東邦大学整形外科学講座 ( 大橋 ) ◯石井　秀明（いしい　ひであき）
池上　博泰、眞宅　崇徳、吉澤　秀、 
阪元　美里、武者　芳朗、金子　卓男

一般32　成人外傷6（難しい外傷）（15：58～16：46）
 座長：佐々木　勲（クラーク病院整形外科）
 　　　土田　芳彦（湘南鎌倉総合病院　外傷センター）

II-O32-1 上腕骨遠位1/3骨幹部骨折に対する肘頭窩穿孔式順行性髄内釘固定 
の治療成績 ......................................................................................................................251

北海道大野記念病院　整形外科 ◯入船　秀仁（いりふね　ひでと）
阿久津　祐子、岡崎　俊一郎

II-O32-2 Terrible Triad Injuryと鑑別の難しい肘外傷とその治療成績 ..........................251

神戸市立医療センター　中央市民病院 ◯藤田　俊史（ふじた　さとし）
藤田　暁、橋村　卓美、安田　義

II-O32-3 超高齢者におけるcomplex elbow injuryの治療経験 ........................................252

神戸市立医療センター中央市民病院 ◯藤田　暁（ふじた　あきら）
藤田　俊史、橋村　卓実、安田　義

*は1例報告

II-O32-5 RA肘における人工肘関節周囲骨折に対する治療経験 ........................................253

岐阜大学　医学部　整形外科 ◯平川　明弘（ひらかわ　あきひろ）
河村　真吾、寺林　伸夫、秋山　治彦

II-O32-4 Posterior Monteggia lesionに対する複数皮切・段階的 
fragment-specific approach ....................................................................................252

湘南鎌倉総合病院　外傷整形外科 ◯対比地　加奈子（ついひじ　かなこ）
土田　芳彦

II-O31-6 小児上腕骨顆上骨折（阿部分類 III・IV型）の治療方針 ........................................247

琉球大学整形外科 ◯大中　敬子（おおなか　けいこ）
大久保　宏貴、仲宗根　素子、金城　政樹、
普天間　朝上、金谷　文則
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*は1例報告

ハンズオンセミナー会場　2月9日

ハンズオンセミナー2（13：30～15：30） 共催：Arthrex Japan合同会社

HS2 野球肘に対するエコーを用いた診断と治療
コーディネーター：山崎　哲也（横浜南共済病院　スポーツ整形外科）
インストラクター： 土屋　篤志（名鉄病院　関節鏡・スポーツ整形外科センター）
インストラクター： 中井　大輔（八王子スポーツ整形外科　関節鏡手術部門）

II-O32-6* 高エネルギー外傷による骨間膜損傷を伴ったMonteggia骨折に対して
TightRopeによる靭帯再建を併施した一例 ............................................................253

地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医療センター中央市民病院　整形外科

◯橋村　卓実（はしむら　たくみ）
藤田　曉、藤田　俊史、安田　義

II-O32-7 尺骨近位部への大腿骨内上顆部からの血管柄付き骨移植術時に 
橈側側副動脈を反転して栄養血管とした2例 ..........................................................254

福井県済生会病院整形外科 ◯窪田　有咲（くぼた　ありさ）
山内　大輔、金山　智之
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ポスター10　成人外傷1（脱臼骨折）（13：50～14：20）
 座長：小林　由香（東海大学外科系整形外科）

II-P10-1 保存療法を行った肘関節亜脱臼に伴った尺骨鉤状突起骨折 
（Regan分類typeIIB）の1例 .......................................................................................257

青森市民病院　リハビリテーション科 ◯安原　清文（やすはら　きよふみ）

青森市民病院　整形外科 坪　健司、千葉　紀之

II-P10-2 術中ストレスで肘関節後方不安定が判明し、ラッソテクニックを用いて 
安定化した尺骨鉤状突起粉砕骨折の1例 ................................................................257

明石医療センター整形外科　 ◯脇　貴洋（わき　たかひろ）
黒島　康平、安喰　健祐、矢野　智則、 
伊藤　研二郎、松島　真司

II-P10-3 A.L.P.Sコロノイドプレートによる遅発性尺骨神経障害の１例 ............................258

大阪急性期総合医療センター整形外科 ◯藤原　達司（ふじわら　たつじ）　

II-P10-4 観血的整復を要した肘後内側脱臼（骨折）の1新鮮例 ...........................................258

岡山旭東病院整形外科 ◯中村　恭啓（なかむら　やすひろ）　

II-P10-5 骨性因子により整復困難をきたした肘関節後内側脱臼の1例 ............................259

東海大学医学部付属大磯病院整形外科 ◯中島　大輔（なかじま　だいすけ）

湘南中央病院 池田　全良
東海大学医学部外科学系整形外科学 柳澤　聖、小林　由香、渡辺　雅彦
伊勢原協同病院 齋藤　育雄

II-P10-6 上腕骨滑車後壁骨折及び外側側副靭帯損傷を伴った肘関節後方脱臼 
の1例 .................................................................................................................................259

山梨赤十字病院整形外科／昭和大学医学部整形外科学講座

◯八木　敏雄（やぎ　としお）

昭和大学医学部整形外科学講座 久保　和俊、池田　純、稲垣　克記
昭和大学横浜市北部病院整形外科 川崎　恵吉
昭和大学江東豊洲病院整形外科 富田　一誠

ポスター11　成人外傷2（上腕骨遠位骨折）（14：20～14：55）
 座長：岩本　卓士（慶應義塾大学整形外科）

II-P11-1 リウマチ肘の両側上腕骨通顆骨折に対して半拘束型人工肘関節置換術 
を施行した１例 ...............................................................................................................260

那須赤十字病院 ◯松本　亮（まつもと　りょう）
木村　洋朗
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II-P11-2 高齢者の上腕骨遠位端関節内粉砕骨折に対してLateral  
paraolecranon approachを用いたTEAの一例 ..................................................260

東京歯科大学市川総合病院 ◯御子柴　直紀（みこしば　なおき）
雨宮　剛、水野　早希子

II-P11-3 高齢者上腕骨遠位端骨折に対する一期的人工肘関節置換術後に作業療法 
を行った2症例 ................................................................................................................261

済生会小樽病院 リハビリテーション室　作業療法課／済生会小樽病院　手・肘センター

◯伊藤　大登（いとう　ひろと）
小島　希望、山中　佑香

北海道文教大学人間科学部　作業療法学科／済生会小樽病院　手・肘センター

白戸　力弥
済生会小樽病院　整形外科／済生会小樽病院　手・肘センター

織田　崇、和田　卓郎

II-P11-4 上腕骨遠位端骨欠損を伴う肘関節開放性脱臼骨折に対して自家骨移植と 
中間膜挿入を行った一例 .............................................................................................261

大津赤十字病院形成外科 ◯小川　興（おがわ　こう）
石河　利広

II-P11-5 外傷性高度肘関節欠損に対し肩甲皮弁および人工肘関節を用いて機能 
回復しえた1例 .................................................................................................................262

千葉大学整形外科 ◯小林　樹（こばやし　たつき）
山崎　厚郎、赤坂　朋代、小曽根　英、 
松山　善之、向井　務晃、松浦　佑介

千葉大学大学院　環境生命医学 鈴木　崇根
流山中央病院　整形外科 國吉　一樹

II-P11-6 開放性上腕骨遠位端骨折 (AO-13C2)術後にMRSA 感染を生じた一例 ...........262

東広島医療センター　整形外科 ◯金田　裕樹（かねた　ひろき）
今田　英明

II-P11-7 上腕骨通顆骨折に対する手術治療成績 ...................................................................263

東京女子医科大学整形外科 ◯岩倉　菜穂子（いわくら　なほこ）
高築　義仁、矢吹　明子、長田　義憲

東京北医療センター 篠崎　晋久
東京城東病院 深谷　久徳
蓮田病院整形外科 寺山　恭史、遠藤　大輔、佐々木　理多
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ポスター12　成人外傷3（橈骨近位骨折）（14：55～15：25）
 座長：長田　龍介（富山大学整形外科）

II-P12-1 成人の橈骨頚部骨折に対して鋼線を用いた髄内釘固定術を施行した 
２症例 ...............................................................................................................................263

多根総合病院 ◯城内　泰造（しろうち　たいぞう）
上中　一泰、松村　健一、久山　陽一郎、
藤原　圭

大阪赤十字病院 冨　友宏ステファン

II-P12-2 橈骨頭骨折Mason type2に対し吸収糸による縫合糸固定を行った一例 ........264

市立豊中病院整形外科 ◯古市　拓也（ふるいち　たくや）
阿部　真悟、栗山　幸治

市立豊中病院整形外科／星丘医療センター整形外科

難波　二郎

II-P12-3 橈骨頭切除後外反肘における遅発性尺骨神経麻痺に対し人工橈骨頭置換術 
単独で治療した1例 ........................................................................................................264

地方独立行政法人　大牟田市立病院 ◯上野　智規（うえの　とものり）
坂井　健介、秋吉　寿
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