第２日・ポスター会場（シティミュージアム
ポスター 16

４F）

大腿骨転子下

（13：20〜13：50）


座長：上田

泰久（札幌徳洲会病院

外傷センター）

PⅡ-01


long femoral nail の折損を生じた大腿骨非定型骨折の 1 例… ………………………… S496
日本大学病院 整形外科    高田 夏彦

PⅡ-02


前立腺癌骨転移に対し、ビスホスホネート製剤投与に伴う非定型大腿骨骨折の 1 例… … S496
公立西知多総合病院    成田高太郎

PⅡ-03


大腿骨頭辷り症に対するピンニング後に転子下骨折を受傷した１例………………… S497
東京医科大学八王子医療センター 医学部 整形外科    鎌田 浩亮

PⅡ-04


大腿骨頚部骨折骨接合術後に大腿骨転子下骨折を生じた 2 例………………………… S497
済生会滋賀県病院 整形外科    佐藤 史英

PⅡ-05


股関節固定術後大腿骨転子下骨折の 1 例………………………………………………… S498
済生会熊本病院 整形外科    立石 慶和

PⅡ-06


皮膚筋炎による石灰沈着症治療の合併症にて生じた若年性非定型大腿骨骨折の 1 例…… S498
金沢大学 医学部 整形外科    吉谷 純哉

ポスター 17

インプラント周囲骨折・大腿骨遠位部

（13：20〜13：55）


座長：戸田

一潔（神戸赤十字病院

整形外科）

治療に難渋した非定型大腿骨骨折の形態を呈する interprosthetic femoral fracture…… S499
順天堂 医学部 整形外科学講座    櫻井 夏子

PⅡ-08


 十字靱帯温存型 TKA 患者において Floting knee を伴う人工関節周囲骨折を受傷
両
した 1 例……………………………………………………………………………………… S499
山形県立中央病院 整形外科    田中
賢

PⅡ-09


大腿骨側 TKA 周囲骨折に対して TKArevision を行った一例………………………… S500
独立行政法人岐阜県総合医療センター    赤塚
將

PⅡ-10


 軟骨欠損を伴う大腿骨遠位部開放骨折に対し骨移植後に自家培養軟骨移植術を
骨
行った 1 例…………………………………………………………………………………… S500
京都第二赤十字病院 整形外科    足立
啓

PⅡ-11


当科における大腿骨単顆骨折の治療経験………………………………………………… S501
千葉西総合病院整形外科・関節外科センター    齊藤 雅人

PⅡ-12


偽関節手術を行った Hoffa 骨折の 1 例… ………………………………………………… S501
トヨタ記念病院 整形外科    吉田 和樹

PⅡ-13


Interprosthetic femoral fracture に対して double plating で治療した１例… ……… S502
堺市立総合医療センター 整形外科    吉村 佳晃
膝周辺

PⅡ-14


座長：伴

光正（東京西徳洲会病院

外傷センター）

膝蓋骨下極骨折に Kracow Suture で内固定術を行った 4 例…………………………… S502
春日井市民病院 整形外科    梅村彦太郎

－109－

７日
ポスター会場

（13：20〜13：50）


７日

ポスター 18

ハンズオンセミナー会場

PⅡ-07


PⅡ-15


当科における膝蓋骨骨折に対する手術治療の現状と課題……………………………… S503
横浜市立市民病院    森田
彰

PⅡ-16


内側膝蓋大腿靭帯付着部以外に生じた膝蓋骨内側部剥離骨折の 1 例………………… S503
所沢中央病院 整形外科    今村
仁

PⅡ-17


後十字靭帯付着部剥離骨折の固定に suture-button（Zip Tight）を使用した治療経験…… S504
育和会記念病院 整形外科    苅田 充明

PⅡ-18


 人の脛骨近位部骨折に合併した脛骨粗面剥離骨折の治療経験～ Speed Bridge 法の
成
応用…………………………………………………………………………………………… S504
新渡戸記念中野総合病院 整形外科    平川
牧

PⅡ-19


脛骨膝蓋腱付着部陥没骨折に対し膝蓋腱固定と膝蓋骨 - 脛骨 Wiring を行った一例…… S505
山形徳洲会病院 整形外科    木下 大輔

ポスター 19

寛骨臼 2

（13：20〜13：50）


座長：吉田

昌弘（名古屋第二赤十字病院

整形外科）

PⅡ-20


股関節閉鎖孔脱臼に伴う大腿骨頭骨折（depression impaction fracture）の治療経験……… S505
宮崎大学 医学部 整形外科    中村 嘉宏

PⅡ-21


股関節上方脱臼骨折の治療経験…………………………………………………………… S506
久留米大学病院 整形外科    杉浦 由佳

PⅡ-22


寛骨臼骨接合後の再転位に対する Delayed THA の経験と経過… …………………… S506
佐賀県医療センター好生館 整形外科    屋良 卓郎

PⅡ-23


寛骨臼骨折に対し一期的に THA を施行した 4 例… …………………………………… S507
関東労災病院 整形外科    嶋津 大輔

PⅡ-24


寛骨臼骨折に対し急性期に一期的人工股関節置換術を施行した 2 症例……………… S507
宮崎大学医学部附属病院    日吉
優

PⅡ-25


80 歳以上の高齢者寛骨臼骨折の治療経験………………………………………………… S508
群馬大学 医学部 整形外科    長島 泰斗

ポスター 20

病的骨折 1

（13：20〜14：05）


座長：坂中

秀樹（清恵会病院）

PⅡ-26


大腿骨頚部骨折術後の認知症症状にて判明した悪性リンパ腫の 1 例………………… S508
関東労災病院 整形外科    鹿島 康弘

PⅡ-27


大腿骨頚部骨腫瘍の切迫骨折例に対する血管柄付き腸骨移植術……………………… S509
福島県立医科大学 医学部 整形外科学講座    箱崎 道之

PⅡ-28


Suprapatellar approach が有用であった脛骨悪性骨腫瘍に伴う病的骨折の１例… … S509
東京女子医科大学病院 整形外科    島田 秀人

PⅡ-29


大腿骨遠位部脆弱性骨折（いわゆる介護骨折）に対してエンダー釘固定を
行った 1 例…………………………………………………………………………………… S510
石鎚会 田辺中央病院 整形外科    竹島
稔

PⅡ-30


保存的治療に難渋した脛骨腓骨遠位部骨脆弱性骨折の一例…………………………… S510
けいゆう病院 整形外科    岩間
友

PⅡ-31


明らかな誘引なく健常中年男性に発生した骨脆弱性骨折の 2 例……………………… S511
宇陀市立病院 整形外科    藤井 修平
－110－

PⅡ-32


 工股関節全置換術後にインプラント周囲骨折繰り返しプレートとネイルを組み合
人
わせ治療した一例…………………………………………………………………………… S511
香川大学 医学部 整形外科    藤木 敬晃

PⅡ-33


認知症のため診断が遅れた一側上肢に 3 ヵ所の骨折を生じた高齢女性の 1 例……… S512
琉球大学 整形外科    比嘉勝一郎

PⅡ-34

 院における非転位型大腿骨頚部骨折に対する Hansson pin と Hansson pinloc の前
当
向き比較試験の検討………………………………………………………………………… S512
小牧市民病院 整形外科    内山田修一



ポスター 21

合併症 2

（13：20〜13：40）


座長：中村英次郎（明野中央病院）

PⅡ-35


iliosacral screw 挿入時に上殿動脈損傷を合併したと思われた一例…………………… S513
滋賀県立総合病院 整形外科    川口 誠司

PⅡ-36


Iliosacral screw による上殿動脈損傷の一例……………………………………………… S513
沖縄県立中部病院 整形外科    池間 正英

PⅡ-37


大腿骨近位部骨折術後に生じた仮性動脈瘤の１例……………………………………… S514
八戸赤十字病院    楊
寛隆

PⅡ-38


大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭挿入術中に肺空気塞栓症をきたし心停止した 1 例…… S514
芳賀赤十字病院    檜山 秀平

ポスター 22

合併症 3

（13：20 ～ 13：40）


座長：樫原

稔（名瀬徳洲会病院

整形外科）

PⅡ-39


ロッキングプレートの抜釘に難渋して拡大した骨孔部で骨折した 1 例……………… S515
飯塚病院 整形外科    美浦 辰彦

PⅡ-40


Floating knee に合併した脂肪塞栓症の一例… ………………………………………… S515
杏林大学医学部付属病院 高度救命救急センター    濱田尚一郎

PⅡ-41


脛骨高原骨折術後の軟部組織欠損に対して洗浄陰圧閉鎖療法を行った一例………… S516
岡谷市民病院 整形外科    鴨居 史樹

PⅡ-42


人工骨頭置換術後に非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）を発症し死亡した 1 例… …… S516
至誠堂総合病院 整形外科    鈴木 光典

ポスター 23

鎖骨・肩甲骨 2

（13：20〜13：55）
座長：金城

養典（清恵会病院 手外科マイクロサージャリーセンター）

鎖骨下動脈血栓塞栓症を合併した鎖骨骨幹部骨折の 1 例……………………………… S517
福山市民病院    青山美奈絵

PⅡ-44


鎖骨骨折プレート固定術後再骨折………………………………………………………… S517
府中病院    伴
祥高

PⅡ-45


胸鎖関節後方脱臼の 1 例及び日本における同疾患の要約……………………………… S518
永井病院 整形外科    牧野 祥典

PⅡ-46


鎖骨近位骨端線離開の 2 例と胸鎖関節後方脱臼の 1 例………………………………… S518
新潟大学大学院 医歯学総合研究科機能再建医学講座整形外科学分野    渡邊
要
－111－

７日
ポスター会場

PⅡ-43


PⅡ-47


 骨近位端骨折に対して Distal Humerus Plate および Tension band wiring を施行
鎖
した 1 例……………………………………………………………………………………… S519
日本大学 医学部 整形外科    大幸 英至

PⅡ-48


同側多発肋骨骨折・血気胸を合併した鎖骨近位端骨折の１例………………………… S519
独立行政法人国立病院機構相模原病院    中村 壮臣

PⅡ-49


開放性烏口突起骨折に関節内異物を合併した一例……………………………………… S520
陽明会小波瀬病院 整形外科    石倉
透

ポスター 24

手指

（13：20〜13：50）


座長：西脇

正夫（川崎市立川崎病院

手肘外科センター）

PⅡ-50


小児の小指中手骨頭粉砕骨折の 1 例……………………………………………………… S520
地方独立行政法人大牟田市立病院    上野 智規

PⅡ-51


 欠損を伴う右示指中手骨頚部開放骨折に対して血管柄付き第 3 中手骨移植を施行
骨
した 1 例……………………………………………………………………………………… S521
石切生喜病院 整形外科    山本
研

PⅡ-52


中手骨頚部骨折に対して鋼線連結型創外固定器 JuNction を用いて治療した 1 例……… S521
順天堂大学 医学部 整形外科    金子 彩夏

PⅡ-53


中手骨骨幹部骨折に対する鋼線連結型創外固定器 JuNction を用いて治療した 1 例… … S522
順天堂大学 医学部 整形外科    杉山 陽一

PⅡ-54


左示指ＭＰ関節開放性脱臼骨折術後に変形治癒と骨萎縮をきたした 1 例…………… S522
大阪掖済会病院 整形外科 手外科・外傷マイクロサージャリーセンター    八木 寛久

PⅡ-55


末節骨偽関節に対して SUPERFixsorb で加療した一例………………………………… S523
国立病院機構栃木医療センター 整形外科    加藤 知行

ポスター 25

前腕

（13：20〜13：45）
 座長：坂井

健介（大牟田市立病院 整形外科・リハビリテーション科）

PⅡ-56


モンテジア骨折に橈骨遠位骨端線損傷を合併した 1 例………………………………… S523
東京労災病院 整形外科    櫻井
晃

PⅡ-57


 ンパートメント症候群を合併し，即日減張切開と内固定術を施行した前腕両骨骨
コ
折の 1 例……………………………………………………………………………………… S524
済生会熊本病院 整形外科    安藤
卓

PⅡ-58


尺骨肘頭部巨大骨嚢腫により病的骨折を生じた関節リウマチの一例………………… S524
日本赤十字社和歌山医療センター 整形外科    池崎 龍仁

PⅡ-59

 スフォスホネート製剤長期服用者に生じた尺骨非定型骨折、大腿骨非定型骨折、
ビ
多発脆弱性骨折の 1 例……………………………………………………………………… S525
雲南市立病院 整形外科    山本乃利男


PⅡ-60


 腕骨粉砕骨折・肘関節脱臼骨折の術後に明らかな前腕回旋制限を認め治拘縮解離
前
を行った１例………………………………………………………………………………… S525
香川労災病院 整形外科    佐藤 亮三

－112－

ポスター 26

足関節・足部

（13：20〜14：00）


座長：嶋

洋明（大阪医科大学

整形外科学教室）

PⅡ-61


足関節 “ 後果迷入骨片 ” の治療経験… …………………………………………………… S526
福岡徳洲会病院 整形外科    中村 厚彦

PⅡ-62


 関節捻挫に伴う内外果剥離骨折の診断における超音波画像装置の使用経験 レン
足
トゲンとの比較……………………………………………………………………………… S526
中電病院 整形外科    村上 弘明

PⅡ-63


骨折を伴わない小児足関節後方脱臼の 1 例……………………………………………… S527
成田赤十字病院 整形外科    中嶋 啓文

PⅡ-64


当院における距骨骨折の治療成績について ……………………………………………… S527
東京医科大学 整形外科    金澤
慶

PⅡ-65


救命救急センターで経験した距骨骨折、脱臼症例の治療……………………………… S528
久留米大学 医学部 整形外科    重留 広輔

PⅡ-66


開放性足舟状骨粉砕骨折に対してヒンジ型創外固定を用いて治療した 1 例………… S528
鎌ヶ谷総合病院 整形外科    石橋 美菜

PⅡ-67


足趾節癒合部骨折の成績…………………………………………………………………… S529
札幌中央病院 整形外科    畑中
渉

PⅡ-68

 ini TightRope と intrafocal pinning を用いて関節を固定せず治療したリスフラン脱
M
臼骨折の 1 例………………………………………………………………………………… S529
筑波大学 医学医療系 整形外科    野澤 大輔



ポスター 27

大腿骨近位部 2（BHA と骨接合）

（13：20〜14：00）

PⅡ-69

PⅡ-70

PⅡ-71

座長：吉田

隆司（京都府立医科大学附属北部医療センター）

 ライディング SB Fix システムを使用した非転位型大腿骨頚部骨折に対する骨接合
ス
術の短期成績………………………………………………………………………………… S530
ＪＲ大阪鉄道病院    金
裕学
 専門医制度における専攻医教育のあり方−大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換
新
術指導の実績から−………………………………………………………………………… S530
岩手県立胆沢病院 整形外科    赤坂 俊樹

PⅡ-72


人工骨頭置換術における二次元デジタルテンプレートによる術前計画の検討……… S531
国立病院機構岡山医療センター 整形外科    近藤 彩奈

PⅡ-73


大腿骨頚部骨折に対し助手無しで THA・BHA を行う工夫…………………………… S532
北海道厚生連網走厚生病院 整形外科    後藤 礼大

PⅡ-74


認知症を有する大腿骨頚部骨折高齢患者の術後 ADL が早期に改善した 1 例… …… S532
おもろまちメディカルセンター 整形外科    奥田 和弘

PⅡ-75


非アスリートの成人男性に生じた大腿骨頚部疲労骨折の 1 例………………………… S533
元生会森山病院    青野 貴吉

－113－

７日
ポスター会場



当院における大腿骨頚部骨折に対する PerFix ステムを用いた人工骨頭
置換術の検討………………………………………………………………………………… S531
JCHO 九州病院 整形外科    大角 崇史

ポスター 28

大腿骨近位部３（一例）

（13：20〜13：50）

PⅡ-76

座長：大江

啓介（神戸大学

医学部

整形外科）



 腿骨転子部骨折に対する short femoral nail を用いた骨接合術の透視時間について
大
の検討………………………………………………………………………………………… S533
清恵会病院 整形外科    谷脇 浩志

PⅡ-77


大腿骨転子部開放骨折に対し側臥位にて即時内固定を施行した 1 例………………… S534
利根中央病院 整形外科    齋田 竜太

PⅡ-78


大腿骨転子部骨折術後偽関節の 1 例……………………………………………………… S534
呉共済病院 整形外科    内田 圭治

PⅡ-79


 梢横どめをせずに固定したショートフェモラルネイルで術後早期トラブルを経験
末
した 2 例……………………………………………………………………………………… S535
市立三次中央病院 整形外科    夏
恒治

PⅡ-80


小児大腿骨近位部骨折の 2 例……………………………………………………………… S535
日本赤十字社和歌山医療センター 整形外科    梅本 啓央

PⅡ-81


死亡退院患者における大腿骨近位部骨折の実際………………………………………… S536
永山病院    村越
太

ポスター 29

肘周辺損傷（小児）

（13：20〜13：45）


座長：小林

由香（東海大学病院

整形外科）

PⅡ-82


輪状靭帯再建を行った小児陳旧性 Monteggia 骨折の１例……………………………… S536
昭和大学藤が丘病院 整形外科    篠原 大地

PⅡ-83


橈骨近位骨端線損傷の 1 例………………………………………………………………… S537
福井県立病院 整形外科    松本 直幸

PⅡ-84


橈骨頚部骨折を伴う小児 Monteggia Equivalent Injury の 1 例… …………………… S537
立川綜合病院 整形外科    渡邊 牧人

PⅡ-85


鈎状突起骨折の観血的整復内固定術を要した小児肘関節分散脱臼の１例…………… S538
大阪府立急性期総合医療センター 整形外科・四肢外傷治療センター    藤原 達司

PⅡ-86


尺骨骨幹部の塑性彎曲骨折を合併しない Hume 骨折の 1 例…………………………… S538
静岡県立総合病院 整形外科    赤坂 駿介

ポスター 30

橈骨

（13：20〜13：45）

PⅡ-87

座長：森田

晃造（国際親善総合病院

整形外科）



 骨遠位端骨折における背屈位ギプス固定による保存治療の短期成績：掌屈位固定
橈
と比較して…………………………………………………………………………………… S539
利根中央病院 整形外科    本田
哲

PⅡ-88


屈曲型の橈骨遠位骨端離開に対する掌側プレート固定：4 例報告… ………………… S539
県立宮崎病院 整形外科    井上 隆広

PⅡ-89

 側転位した橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート術後に掌側脱
掌
臼を来した症例の治療経験………………………………………………………………… S540
地域医療機能推進機構佐賀中部病院    石井 英樹
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PⅡ-90


Monoaxial Locking Plate を使用し矯正損失を生じた橈骨遠位端骨折の検討………… S540
昭和大学横浜市北部病院 整形外科    酒井
健

PⅡ-91


橈骨変形治癒骨折に対してカスタムメイドガイドを用いて矯正骨切りを行った 1 例……… S541
京都大学 整形外科    池口 良輔

ポスター 31

病的骨折 2

（13：20〜13：45）


座長：中田

英二（岡山大学

運動器外傷学講座）

PⅡ-92


腹膜偽粘液腫の治療経過中に上腕骨病的骨折をきたし、悪性リンパ腫が見つかった一例…… S541
日立総合病院 整形外科    砂山 智未

PⅡ-93


転位を伴う病的骨折により判明した肘頭骨巨細胞腫の一例…………………………… S542
日本大学 医学部 整形外科    小島 敏雄

PⅡ-94


線維性骨異形成に伴う下肢病的骨折に対し矯正骨切りを用いて良好な経過を得た一症例… … S542
昭和大学 藤が丘病院    有馬 敏彦

PⅡ-95


上腕骨骨折を繰り返した骨形成不全症の 1 例…………………………………………… S543
京都府立医大附属北部医療センター 整形外科    岡田 直也

PⅡ-96


繰り返す骨折より骨形成不全症が疑われた一例………………………………………… S543
JA 愛知厚生連豊田厚生病院 整形外科    足立
維

７日
ポスター会場
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