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I-PD1-1 肘関節後方脱臼・Terrible triadにおける前方関節包の修復 
－どこを修復するべきか? －.......................................................................................... 94

済生会宇都宮病院整形外科 ◯岩部　昌平（いわぶ　しょうへい）
大木　聡

国立成育医療研究センター 関　敦仁

I-PD1-3 Regan分類Type I/II鈎状突起骨折を伴う肘関節脱臼骨折の治療成績 ........... 95

清恵会病院　整形外科　手外科マイクロサージャリーセンター

◯金城　養典（かねしろ　やすのり）
矢野　公一、玄　承虎、坂中　秀樹、 
松浦　健司

大阪市立総合医療センター 整形外科 山中　清孝、日高　典昭
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秋吉　寿、上野　智規
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 座長：熊井　司（早稲田大学　スポーツ科学学術院）
 　　　大歳　憲一（おおとし消化器科整形外科）
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早期に症状改善が得られる ........................................................................................... 99

千葉大学整形外科 ◯野島　大輔（のじま　だいすけ）
落合　信靖、橋本　瑛子、秋本　浩二、 
梶原　大輔

千葉県こども病院 西須　孝

I-O1-2 上腕骨外側上顆炎に対する体外衝撃波治療の治療成績 ....................................... 99

百武整形外科　スポーツクリニック／久留米大学 整形外科学

◯下河邉　久雄（しもこうべ　ひさお）

百武整形外科　スポーツクリニック 坂井　周一郎、光井　康博、百武　康介
久留米大学医療センター整形外科・関節外科センター

後藤　昌史
久留米大学 整形外科学 志波　直人

I-O1-3 難治性上腕骨外側上顆炎に対する拡散型体外衝撃波療法の短期 
治療成績 ...........................................................................................................................100

千葉大学整形外科 ◯梶原　大輔（かじわら　だいすけ）
落合　信靖、橋本　瑛子、秋本　浩二、 
野島　大輔、嶋田　洋平

I-O1-4 上腕骨外側上顆炎の体外衝撃波治療の効果は初期段階で予測可能か？ .......100

あさひ病院整形外科 ◯伊藤　岳史（いとう　たかし）
筒井　求、花村　浩克
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可能性 ...............................................................................................................................101

京都中部総合医療センター 整形外科 ◯琴浦　義浩（ことうら　よしひろ）
藤原　靖大、小倉　卓

I-O1-6 野球選手の肘内側障害に対する拡散型体外衝撃波療法 .....................................101

千葉大学大学院医学研究院整形外科 ◯秋本　浩二（あきもと　こうじ）
落合　信靖、橋本　瑛子、野島　大輔、 
梶原　大輔、嶋田　洋平

千葉県こども病院　整形外科 西須　孝
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I-O1-7 野球選手の肘関節尺側副靭帯損傷に対する体外衝撃波療法の治療成績 ......102

愛知医科大学整形外科 ◯岩堀　裕介（いわほり　ゆうすけ）
原田　洋平、高橋　亮介、出家　正隆

あさひ病院整形外科 筒井　求、伊藤　岳史

一般2　鏡視下手術（9：49～10：29）
 座長：中村　俊康（山王病院整形外科／国際医療福祉大学）
 座長：近藤　真（北海道整形外科記念病院）

I-O2-1* 橈骨頭骨折後変形治癒による前腕回旋制限に対して動態解析に基づき 
関節鏡視下肘関節形成術を施行した1例 .................................................................102

大阪大学整形外科 ◯塩出　亮哉（しおで　りょうや）
岡　久仁洋、田中　啓之、宮村　聡、 
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I-O2-2* 小児の外傷後難治性肘関節拘縮に対し鏡視下授動術が有効であった一例 ...103

昭和大学藤が丘病院整形外科 ◯磯崎　雄一（いそざき　ゆういち）
松久　孝行、大澤　一誉、田鹿　佑太朗、
古屋　貫治、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、西中　直也
昭和大学江東豊洲病院整形外科 小原　賢司

I-O2-3 肘関節内占拠性病変に対する関節鏡視下手術 ......................................................103

大阪大学整形外科 ◯田中　啓之（たなか　ひろゆき）
岡田　潔、岡　久仁洋、村瀬　剛

I-O2-4 尺骨鈎状突起骨折に対する鏡視下修復術 ...............................................................104

姫路聖マリア病院整形外科 ◯三谷　誠（みたに　まこと）
藤林　功、高瀬　史明、古川　隆浩、 
十倉　健男、井上　亜美、尾崎　琢磨

I-O2-5 肘関節ロッキングを呈した離断性骨軟骨炎による肘関節遊離体に対して， 
鏡視下摘出術を施行した2症例3肘 ...........................................................................104

順天堂大学浦安病院　手外科センター ◯原　章（はら　あきら）
鈴木　雅生、市原　理司、工藤　俊哉

I-O2-6 Clinical Outcome of Osteocapsular Arthroplasty for Primary 
Osteoarthritis of the Elbow : Comparison of Arthroscopic and Open 
Procedure .......................................................................................................................105

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, Korea
◯Jae-Man Kwak 

Erica Kholinne、Kyoung-Hwan Koh、 
In-Ho Jeon

*は1例報告
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LS2 肘軟骨損傷に対する再生治療法の応用  
―低侵襲軟骨再生治療法の開発研究から臨床応用に向けて― ........................106
講師： 岩崎　倫政（北海道大学大学院医学研究院整形外科学教室）

ランチョンセミナー2（11：50～12：50） 共催：久光製薬株式会社
 座長：高原　政利（泉整形外科病院）
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一般3　肘部管症候群1（13：30～13：58）
 座長：信田　進吾（東北労災病院整形外科）

I-O3-1 肘部管症候群に対する皮下脂肪弁を用いない尺骨神経皮下前方移動術の 
治療成績 ...........................................................................................................................107

函館五稜郭病院 ◯石崎　力久（いしざき　よしひさ）

函館五稜郭病院　整形外科 佐藤　攻

I-O3-2 Curved Skin Incision for Ulnar Nerve Transposition in Cubital Tunnel 
Syndrome: Cadaveric and Clinical Study to Avoid Injury of Medial 
Cutaneous Nerve  ........................................................................................................107

Kyungpook National University Hospital, Daegu, Korea

◯Hyun-Joo Lee
Department of Hand Surgery, Ningbo No.6 Hospital, Ningbo, Zhejiang, China

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

Yucheng Sun、Jae-Man Kwak、 
In-Ho Jeon

Department of Orthopedic Surgery, St. Carolus Hospital, Jakarta, Indonesia

Erica Kholinne
Department of Orthopedic Surgery, Keimyung University, Dongsan Medical Center, Daegu, 
Korea

Suk-Joong Lee

I-O3-3 変形性肘関節症に由来する肘部管症候群に対する小皮切手術の中期成績 .....108

医療法人友和会　鶴田整形外科 ◯井上　美帆（いのうえ　みほ）
峯　博子、荻本　晋作、鶴田　敏幸

I-O3-4 鏡視下小切開尺骨神経皮下前方移動術の治療成績　-直視下法との比較 - .....108

香川大学整形外科／香川大学医学部附属病院リハビリテーション部

◯山口　幸之助（やまぐち　こうのすけ）
加地　良雄

香川大学整形外科 中村　修、飛梅　祥子、山本　哲司
香川大学医学部附属病院リハビリテーション部 瀬尾　滉貴
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一般4　肘部管症候群2（13：58～14：26）
 座長：谷口　泰德（有田市立病院　和歌山手の外科研究所）

I-O4-1 Snapping triceps syndromeの2例 .........................................................................109

JR 大阪鉄道病院整形外科 ◯上村　卓也（うえむら　たくや）
宮島　佑介、祷　史明、小西　定彦

I-O4-2 肘部管症候群の運動神経伝導検査を行う際の注意点 
～Inching法からの検討～ .........................................................................................109

仙塩利府病院　整形外科 ◯長谷川　和重（はせがわ　かずしげ）
林　耕宇、宮坂　芳典

一関病院　整形外科 松原　吉宏
東北大学　整形外科 八田　卓久

I-O4-3 若年者の肘部管症候群に対する治療経験 ...............................................................110

関西労災病院整形外科 ◯西本　俊介（にしもと　しゅんすけ）
堀木　充、鈴木　浩司、中川　玲子

I-O4-4 肘部管症候群におけるHAND20の有用性 ..............................................................110

香川大学医学部附属病院 リハビリテーション部
◯瀬尾　滉貴（せお　こうき）

津川　亮介、鎌田　慎司、二宮　健人、 
加地　良雄

香川大学医学部附属病院　整形外科 山口　幸之助

一般5　野球肘1（健診）（14：35～15：10）
 座長：渡邊　幹彦（東京明日佳病院整形外科）
 　　　谷口　昇（鹿児島大学大学院整形外科）

I-O5-1 少年野球肘検診の投球抑制効果 ...............................................................................111

西宮市立中央病院整形外科 ◯田辺　勝久（たなべ　かつひさ）
渡邊　牧代

I-O5-2 野球肘検診継続の効果.................................................................................................111

奈良県立医科大学整形外科 ◯江川　琢也（えがわ　たくや）
田中　康仁

ならやまと整形外科スポーツクリニック 森本　光俊
奈良教育大学教育学部保健体育講座 笠次　良爾

I-O5-3 北海道における超音波を用いた野球肘検診の縦断的評価 .................................112

北海道大学大学院医学研究院　整形外科学教室 ◯石津　帆高（いしづ　ほたか）
河村　太介、瓜田　淳、松井　雄一郎、 
岩崎　倫政

北海道大学病院　スポーツ医学診療センター 門間　太輔
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I-O5-4 高校野球投手の投球側肘関節痛スクリーニングにおける運動器検診調査 
項目の有用性について .................................................................................................112

群馬大学整形外科 ◯田鹿　毅（たじか　つよし）
久保井　卓郎、設楽　仁、大谷　昇、 
遠藤　史隆、筑田　博隆

I-O5-5 テニスジュニアトップアスリートと医学部ラケット競技者における肘検診 
の比較 ...............................................................................................................................113

山形大学整形外科 ◯鎌田　真由子（かまた　まゆこ）
岸　美菜子、佐竹　寛史、長沼　靖、 
本間　龍介、高木　理彰

一般6　野球肘2（離断性骨軟骨炎）（15：10～15：52）
 座長：衛藤　正雄（済生会長崎病院整形外科）
 　　　正富　隆（行岡病院整形外科　手の外科センター）

I-O6-1 肘離断性骨軟骨炎の組織学的研究 ...........................................................................113

泉整形外科病院 ◯高原　政利（たかはら　まさとし）
近藤　幹朗

泉整形外科病院／寒河江市立病院 原田　幹生
山形大学整形外科学講座 丸山　真博、宇野　智洋、佐竹　寛史、 

高木　理彰

I-O6-2 肘関節離断性骨軟骨炎に対するMRI・CTの3次元合成画像を用いた 
術前評価と手術計画 ......................................................................................................114

筑波大学　医学医療系　整形外科 ◯神山　翔（こうやま　しょう）
原　友紀、井汲　彰、岡野　英里子、 
山崎　正志

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
筑波大学附属病院　水戸地域医療教育センター

小川　健

I-O6-3 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する鏡視下デブリドマン術後早期の 
骨微細構造変化－HR-pQCTによる解析－ .............................................................114

長崎大学病院　整形外科 ◯梶山　史郎（かじやま　しろう）
佐田　潔、尾崎　誠

諫早総合病院　整形外科 松尾　洋昭
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I-O6-4 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する自家骨軟骨柱移植後の軟骨および 
軟骨下骨の評価 ..............................................................................................................115

北海道大学大学院 医学研究院 整形外科学教室

◯本谷　和俊（ほんたに　かずとし）
瓜田　淳、河村　太介、松井　雄一郎、 
門間　太輔、濱野　博基、松居　祐樹、 
岩崎　倫政

I-O6-5 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術後に小頭の短縮と 
著明な変形性関節症を来した2例 ..............................................................................115

愛知医科大学整形外科 ◯原田　洋平（はらだ　ようへい）
岩堀　裕介、高橋　亮介、出家　正隆

一宮西病院 梶田　幸宏

I-O6-6 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎における橈骨頭肥大と肘関節可動域の相関 .......116

北海道大学大学院医学研究院整形外科 ◯瓜田　淳（うりた　あつし）
河村　太介、松井　雄一郎、門間　太輔、
濱野　博基、本谷　和俊、岩崎　倫政

一般7　野球肘3（離断性骨軟骨炎）（15：52～16：34）
 座長：中川　泰彰（国立病院機構京都医療センター整形外科）
 　　　岩堀　裕介（愛知医科大学整形外科）

I-O7-1 ICRS OCD grade 3および4型の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する 
骨釘移植術の成績 .........................................................................................................116

鈴鹿回生病院整形外科 ◯佐野　友彦（さの　ともひこ）
森田　哲正、福田　亜紀、大井　徹

I-O7-2 外側広範型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱と吸収ピンによる 
骨軟骨片固定術の治療成績 ........................................................................................117

広島大学　整形外科 ◯兒玉　祥（こだま　あきら）
四宮　陸雄、中島　祐子、安達　伸生

広島大学大学院医歯薬保健学研究科上肢機能解析制御医科学

砂川　融
土谷総合病院整形外科 吉塚　将昭

I-O7-3 肘離断性骨軟骨炎に対する吸収ピン固定術の成績　病変部の修復に影響を 
及ぼす因子の検討 .........................................................................................................117

愛媛大学整形外科 ◯清松　悠（きよまつ　ひろし）
竹葉　淳、今井　浩、藤淵　剛次、井上　卓、
三浦　裕正
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I-O7-4 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例に対する尺骨矯正骨切りによる腕橈関節 
除圧術の治療成績 .........................................................................................................118

川崎病院整形外科 ◯戸祭　正喜（とまつり　まさき）

I-O7-5 体操競技者に生じた上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の治療成績について ...........118

船橋整形外科病院 ◯竹内　康剛（たけうち　やすたか）
菅谷　啓之、高橋　憲正、松木　圭介、 
渡海　守人、森岡　健、上田　祐輔、 
星加　昭太、濱田　博成　

I-O7-6 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する積極的保存療法の有用性........................119

あんしん病院リハビリテーション科 ◯有田　竜弥（ありた　たつや）

あんしんクリニックリハビリテーション科 米澤　直樹
あんしん病院整形外科 山上　直樹

一般8　野球肘4（離断性骨軟骨炎）（16：34～17：16）
 座長：佐藤　和毅（慶應義塾大学整形外科）
 　　　古島　弘三（慶友整形外科病院スポーツ医学センター）

I-O8-1 大腿骨外側顆の側壁部を利用した広範囲上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する
自家骨軟骨移植術の短期手術成績 ...........................................................................119

医療法人友和会　鶴田整形外科 ◯荻本　晋作（おぎもと　しんさく）
鶴田　敏幸、峯　博子、井上　美帆

I-O8-2 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する自家骨軟骨柱移植術の検討 
”骨端線の有無が術後成績に与える影響 ” ...............................................................120

鈴鹿回生病院 ◯大井　徹（おおい　とおる）
森田　哲正、佐野　友彦

I-O8-3 広範型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術および鏡視下病巣
掻把術の術後中長期成績比較検討 ...........................................................................120

船橋整形外科病院　スポーツ医学関節センター 肩肘部門

◯上田　祐輔（うえだ　ゆうすけ）
菅谷　啓之、高橋　憲正、松木　圭介、 
渡海　守人、星加　昭太、森岡　健、 
竹内　康剛、土山　耕南、上條　秀樹

I-O8-4 野球選手の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の術後可動域の検討 
-移植骨軟骨柱の挿入角度との関連について- .......................................................121

東京明日佳病院　スポーツ整形外科 ◯米川　正悟（よねかわ　しょうご）
渡邊　幹彦、熊本　久大

徳島病院 柏口　新二
昭和大学整形外科 稲垣　克記
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I-O8-5 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対するモザイク術後の肘固定方法の違いによる術
後早期の肘関節可動域への影響 ...............................................................................121

あんしんクリニック　リハビリテーション科 ◯米澤　直樹（よねざわ　なおき）

あんしん病院　リハビリテーション科 有田　竜弥
あんしん病院　整形外科 山上　直樹

I-O8-6 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対して自家骨軟骨移植術を施行した後に再手術
を要した症例の検討 ......................................................................................................122

船橋整形外科病院 ◯上條　秀樹（かみじょう　ひでき）
菅谷　啓之、高橋　憲正、松木　圭介、 
渡海　守人、星加　昭太、森岡　健、 
上田　祐輔、濱田　博成、竹内　康剛
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一般9　成人外傷1（橈骨頭・頚部）（9：00～9：49）
 座長：池田　全良（湘南中央病院整形外科）
 　　　田中　利和（キッコーマン総合病院整形外科）

I-O9-1 Mason分類Type II橈骨頭骨折における骨折部位と長・短頭側手根伸筋間 
アプローチの有用性 ......................................................................................................125

青森市民病院整形外科 ◯千葉　紀之（ちば　のりゆき）
坪　健司

I-O9-2 橈骨頭骨折と橈骨頚部骨折合併例に対するheadless screwを用いた 
治療成績 ...........................................................................................................................125

清恵会病院整形外科 ◯佐々木　亮（ささき　りょう）
矢野　公一、飯田　健、玄　承虎、 
金城　養典、松浦　健司、坂中　秀樹

I-O9-3 橈骨頭・頸部骨折に対するヘッドレススクリューを用いた骨接合術の 
治療成績 ...........................................................................................................................126

JCHO 星ヶ丘医療センター ◯片岡　利行（かたおか　としゆき）
市場　雄大、安井　行彦、難波　二郎

市立豊中病院 栗山　幸治

I-O9-4 橈骨頭・頚部粉砕骨折に対する人工橈骨頭挿入術の治療経験 ..........................126

東京ベイ・浦安市川医療センター　整形外科 ◯志村　治彦（しむら　はるひこ）

土浦協同病院 白坂　律郎、鈴木　英嗣
済生会川口総合病院 太田　剛
東京医科歯科大学整形外科 青山　広道、新関　祐美、二村　昭元、 

藤田　浩二、鈴木　志郎
横浜市立みなと赤十字病院 若林　良明

I-O9-5 高齢者terrible triad -橈骨頭骨折に対する人工橈骨頭置換術 - ......................127

荻窪病院整形外科 ◯岡﨑　真人（おかざき　まさと）
田崎　憲一、前田　隆浩、西島　貴之

I-O9-6 Press-fit stemとsmooth stem 人工橈骨頭の治療成績 ......................................127

東前橋整形外科病院 ◯黒沢　一也（くろさわ　かずや）

東邦病院整形外科 栗原　秀行
公立藤岡総合病院整形外科 中島　大輔、永井　彩子
日高病院整形外科 安藤　貴俊
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I-O9-7 橈骨近位部骨折後に肘頭内側部の疼痛による関節可動域低下を呈した外傷性
亜急性絞扼性尺骨神経障害の３例 ...........................................................................128

蓮田病院／東京女子医科大学整形外科学教室

◯寺山　恭史（てらやま　やすし）

東京女子医科大学整形外科学教室 岩倉　菜穂子、岡崎　賢

一般10　成人外傷2（肘頭）（9：49～10：17）
 座長：佐藤　攻（函館五稜郭病院　整形外科）

I-O10-1 A.L.P.S. Olecranon Plateを用いた肘頭骨折の治療成績 ....................................128

日本医科大学整形外科 ◯南野　光彦（なんの　みつひこ）
小寺　訓江、友利　裕二、河路　秀巳、 
高井　信朗

I-O10-2 ロッキングプレート固定による肘頭骨折の治療成績 .............................................129

獨協医科大学日光医療センター整形外科 ◯山本　紘嗣（やまもと　ひろつぐ）
長田　伝重

獨協医科大学病院整形外科 都丸　倫代、中山　健太朗、種市　洋
菅間記念病院 高井　盛光

I-O10-3 Hook plateを用いた肘頭骨折の治療成績 .............................................................129

香川大学整形外科 ◯飛梅　祥子（とびうめ　さちこ）
加地　良雄、中村　修、山口　幸之助、 
山本　哲司

I-O10-4 Olecranon-reflecting posterior drawer techniqueが有用であった 
肘頭脱臼骨折の検討 .....................................................................................................130

岡山済生会総合病院整形外科 ◯森谷　史朗（もりたに　しろう）
今谷　潤也、近藤　秀則

まえだ整形外科・外科医院 前田　和茂

一般11　成人外傷3（肘頭）（10：17～10：45）
 座長：浦部　忠久（足利赤十字病院整形外科）

I-O11-1 肘頭骨折に対するプレート固定術後のProximal Cut-outの治療経験 ...........130

昭和大学横浜市北部病院整形外科 ◯川崎　恵吉（かわさき　けいきち）
酒井　健

昭和大学医学部整形外科学講座 筒井　完明、西川　洋生、久保　和俊、 
池田　純

昭和大学江東豊洲病院整形外科 久保田　豊、富田　一誠、稲垣　克記
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I-O11-2 陥没中間骨片を伴う肘頭骨折の単純 X 線画像評価の信頼性 .............................131

星ヶ丘医療センター　整形外科 ◯安井　行彦（やすい　ゆきひこ）
片岡　利行、市場　雄大、難波　二郎

I-O11-3 肘頭骨折における3D-CTを用いた骨折線の検討 ..................................................131

名古屋第二赤十字病院　整形外科 ◯佐藤　洋一（さとう　よういち）
岩瀬　紘章

I-O11-4 肘頭裂離骨折を伴った上腕三頭筋腱皮下断裂の治療経験 ................................132

新須磨病院整形外科 ◯国分　毅（こくぶ　たけし）

神戸大学大学院　整形外科 美舩　泰、乾　淳幸、片岡　武史、 
黒澤　堯、山裏　耕平、向原　伸太郎

一般12　基礎（10：45～11：27）
 座長：有野　浩司（国立病院機構東京医療センター整形外科）
 　　　西田　圭一郎（岡山大学医学部整形外科）

I-O12-1 持続的振動刺激が上腕三頭筋の筋力および筋活動量に与える抑制効果 .......132

北海道文教大学人間科学部作業療法学科 ◯白戸　力弥（しらと　りきや）

済生会小樽病院手・肘センター 小島　希望、山中　佑香

I-O12-2 新鮮凍結屍体を用いた前斜走靱帯の張力と肘関節可動域との関係 ................133

千葉大学大学院医学研究院　環境生命医学／船橋整形外科病院　スポーツ医学・関節センター　
特任理学診療部

◯高村　隆（たかむら　たかし）

千葉大学大学院医学研究院　環境生命医学 鈴木　崇根
千葉大学大学院医学研究院整形外科学 松浦　佑介、杉浦　史郎

I-O12-3 肘部管症候群における肘屈曲角度の増加による尺骨神経の動的形態変化 ...133

北海道大学大学院 医学研究院 整形外科学教室

◯松井　雄一郎（まつい　ゆういちろう）
河村　太介、瓜田　淳、門間　太輔、 
本谷　和俊、濱野　博基、岩崎　倫政

北海道大学病院 医療技術部 放射線部 堀江　達則
北海道大学病院 診療支援部 超音波センター 西田　睦
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I-O12-4 肘部管症候群に対するNerve Gliding Exercise： 
新鮮凍結屍体肘を用いた研究 ....................................................................................134

大阪医科大学整形外科／葛城病院／第一東和会病院

◯三幡　輝久（みはた　てるひさ）

大阪医科大学整形外科 根尾　昌志
横浜南共済病院 明田　真樹
Orthopaedic Biomechanics Laboratory, Congress Medical Foundation

Thay Q Lee 

I-O12-5 Elbow as a Sensing Organ: a Neuro-Anatomical Topography Study of 
Sensory Receptors ......................................................................................................134

Department of Orthopedic Surgery, St. Carolus Hospital, Jakarta, Indonesia ／ 
Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, Korea

◯Erica Kholinne 
Department of Orthopedic Surgery, Kyungpook National University Hospital, Daegu, Korea

Hyun-Joo Lee 
Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, Korea

Jae-Man Kwak、Kyoung-Hwan Koh、 
In-Ho Jeon 

I-O12-6 肘関節鏡トレーニングにおける経験者と初心者のスコープの軌道に 
関する研究 .......................................................................................................................135

名古屋大学手の外科 ◯山本　美知郎（やまもと　みちろう）
大山　慎太郎、建部　将広、平田　仁

理化学研究所　光量子工学研究領域 画像情報処理研究チーム

大塚　嵩斗、横田　秀夫

一般13　腫瘍・類似疾患（13：00～13：38）
 座長：谷澤　泰介（がん研究会有明病院　整形外科）

I-O13-1 外科的治療を行なった上腕二頭筋橈骨滑液包炎の２例 .....................................135

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 ◯舩本　知里（ふなもと　ちさと）
麻田　義之

I-O13-2 肘関節に生じた滑膜性骨軟骨腫症の4症例 ............................................................136

医療法人財団　荻窪病院 ◯前田　隆浩（まえだ　たかひろ）
岡﨑　真人、田崎　憲一

東邦大学医療センター大橋病院 阪元　美里、吉澤　秀、石井　秀明、 
眞宅　崇徳、池上　博泰
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I-O13-3* 肘関節に発生した滑膜性骨軟骨腫症の1例 ............................................................136

東北労災病院整形外科 ◯高橋　秀介（たかはし　しゅうすけ）
信田　進吾、佐藤　諒

I-O13-4* 肘関節鏡視下に切除した上腕骨肘頭窩類骨骨腫の一例 .....................................137

東北大学整形外科 ◯八田　卓久（はった　たく）
山本　宣幸、井樋　栄二

I-O13-5* 肘関節前面に生じた腱鞘繊維腫の一例 ...................................................................137

東京医科大学整形外科 ◯永井　太朗（ながい　たろう）
西田　淳、山本　謙吾

I-O13-6* 軟骨肉腫広汎切除後に血管柄付き遊離腓骨移植再建を行った鎖骨頭蓋 
異形成症の1例 ...............................................................................................................138

釧路赤十字病院　整形外科／札幌医科大学　整形外科

◯清水　淳也（しみず　じゅんや）

札幌医科大学　整形外科 江森　誠人、射場　浩介、佐々木　幹人、
山下　敏彦

エキスパートセッション1　
 骨軟部腫瘍（肘関節周囲の骨軟部肉腫治療戦略）（13：38～14：23）
 座長：上田　孝文（国立病院機構大阪医療センター　整形外科）
 　　　江森　誠人（札幌医科大学医学部　整形外科学講座）

I-EX1-1 肘関節部悪性骨軟部腫瘍の治療 ...............................................................................139

国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍・リハビリテーション科

◯川井　章（かわい　あきら）
菅谷　潤、中谷　文彦、小林　英介、 
廣瀬　毅、小松原　将、岩田　慎太郎

I-EX1-2 人工肘関節置換にて再建を行った肘関節周囲発生局所進行 
軟部肉腫症例の検討 .....................................................................................................139

がん研究会有明病院 ◯谷澤　泰介（たにざわ　たいすけ）
阿江　啓介、松本　誠一、早川　景子、 
船内　雄生

I-EX1-3 当科における肘関節周囲の悪性軟部腫瘍の治療成績 .........................................140

金沢大学附属病院　整形外科 ◯武内　章彦（たけうち　あきひこ）
山本　憲男、林　克洋、三輪　真嗣、 
五十嵐　健太郎、谷口　裕太、米澤　宏隆、 
荒木　麗博、土屋　弘行

*は1例報告
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I-EX1-5 化学療法以外の補助療法を要した肘関節周囲の軟部肉腫の検討 ....................141

名古屋大学整形外科 ◯浦川　浩（うらかわ　ひろし）
新井　英介、生田　国大、大田　剛広、 
酒井　智久、石黒　直樹

名古屋大学リハビリテーション科 西田　佳弘

I-EX1-4 腫瘍用人工肘関節置換術を施行した肘関節周囲原発軟部肉腫 ........................140

大阪大学大学院医学系研究科　整形外科 ◯王谷　英達（おおたに　ひでたつ）
竹中　聡、濱田　健一郎、吉川　秀樹

大阪国際がんセンター　整形外科 中　紀文
市立芦屋病院　整形外科 荒木　信人

一般14　神経損傷・肘屈曲再建（14：23～15：05）
 座長：柿木　良介（近畿大学医学部整形外科）
 　　　田尻　康人（東京都立広尾病院整形外科）

I-O14-1 上位型腕神経叢損傷に対するdouble nerve transferによる 
肘屈曲再建について ......................................................................................................142

京都大学整形外科 ◯池口　良輔（いけぐち　りょうすけ）
太田　壮一、淘江　宏文、竹内　久貴、 
光澤　定己、松田　秀一

I-O14-2 当院における肘屈曲再建 (Zancolli法 )の成績 .......................................................142

札幌医科大学 ◯千葉　充将（ちば　みつまさ）
高橋　信行、小笹　泰宏、射場　浩介、 
山下　敏彦

I-O14-3 高齢者に対する広背筋を用いた肘屈曲機能再建 ..................................................143

北海道大学大学院医学研究院　整形外科教室 ◯河村　太介（かわむら　だいすけ）
瓜田　淳、松井　雄一郎、門間　太輔、 
本谷　和俊、岩崎　倫政

国立病院機構北海道医療センター　整形外科 永野　祐介

I-O14-4 肘関節義手とTargeted Muscle Reinnervation ..................................................143

国立成育医療研究センター整形外科 ◯高木　岳彦（たかぎ　たけひこ）
関　敦仁、高山　真一郎

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

I-O14-5 肘周辺の医原性神経損傷 ............................................................................................144

名古屋大学医学部手の外科 ◯建部　将広（たてべ　まさひろ）
平田　仁、山本　美知郎、栗本　秀、 
岩月　克之、石井　久雄
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I-O14-6 後骨間神経麻痺・尺骨神経運動麻痺様合併例の検討 ..........................................144

熊本整形外科病院 ◯田嶋　光（たしま　ひかる）
入江　弘基、倉　明彦、束野　寛人

一般15　小児1（肘関節周囲外傷）（15：10～15：59）
 座長：橋詰　博行（笠岡第一病院）
 　　　仲尾　保志（元赤坂クリニック）

I-O15-1 当院における小児上腕骨内側上顆骨折に対する手術治療例の検討 ................145

北播磨総合医療センター ◯今泉　泰彦（いまいずみ　やすひこ）
瀧川　悟史、高畑　正人、新倉　路生、 
大西　康文、鎌田　紘平、栖田　慶仁

I-O15-2 スクリューと鋼線を併用した小児上腕骨外顆骨折に対する手術治療 ...............145

順天堂大学浦安病院整形外科 ◯木原　航（きはら　わたる）
鈴木　雅生、市原　理司、原　章

I-O15-3 プレートを用いて加療した側方転位のある小児尺骨肘頭骨折の治療経験 .....146

順天堂大学医学部附属浦安病院　手外科センター

◯鈴木　雅生（すずき　まさお）
市原　理司、原　章

I-O15-4 尺骨塑性変形を伴ったHume 骨折の3例.................................................................146

熊本赤十字病院　国際医療救援部 ◯岡村　直樹（おかむら　なおき）

I-O15-5 小児橈骨頸部骨折の術後長期成績 ...........................................................................147

安城更生病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

◯武田　真輔（たけだ　しんすけ）
竹市　陽介、倉橋　俊和

名古屋大学手の外科学講座 建部　将広、平田　仁

I-O15-6 小児肘関節分散脱臼４例の治療経験 ......................................................................147

東京医療センター整形外科／成育医療研究センター整形外科

◯河野　亜紀（こうの　あき）

成育医療研究センター整形外科 稲葉　尚人、林　健太郎、江口　佳孝、 
関　敦仁、高山　真一郎

慶応義塾大学整形外科 鈴木　拓

I-O15-7 小児肘関節周囲骨折、前腕骨骨折に対して、全身麻酔に併用した 
上肢伝達麻酔の有効性の検討 ....................................................................................148

千葉市立青葉病院整形外科 ◯佐久間　昭利（さくま　あきとし）
山田　俊之、岩崎　龍太郎、脇田　浩正、
山口　毅、六角　智之
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一般16　小児2（変形・感染）（15：59～16：34）
 座長：森澤　妥（国立病院機構埼玉病院整形外科）
 　　　松井　雄一郎（北海道大学大学院医学研究院　整形外科学教室）

I-O16-1 小児上腕骨顆上骨折後に症状を呈したFishtail変形肘の臨床像 .....................148

名古屋第一赤十字病院 整形外科 ◯田中　佑樹（たなか　ゆうき）
洪　淑貴、大塚　純子

関西医科大学　整形外科 堀井　恵美子

I-O16-2 Modified Step Cut Osteotomyにプレート固定を用いた骨端閉鎖後内反肘 
の治療経験 ......................................................................................................................149

埼玉石心会病院整形外科 ◯山田　哲也（やまだ　てつや）
野本　栄

I-O16-3 尺骨近位骨折後の内反変形に関して ........................................................................149

千葉県こども病院　整形外科 ◯弓手　惇史（ゆんで　あつし）
西須　孝、柿崎　潤、及川　泰宏、安部　玲、
橘田　綾菜、目時　有希恵

東京医科歯科大学医学部付属病院　整形外科 瀬川　裕子
千葉こどもとおとなの整形外科 森田　光明、亀ヶ谷　真琴

I-O16-4 小児前腕骨骨折変形治癒後の前腕回旋障害に対し矯正骨切り術を 
施行した2例 .....................................................................................................................150

医療法人　春秋会　城山病院 ◯松山　洵也（まつやま　じゅんや）
阿部　宗昭、熊野　穂積、坪井　競三、 
木下　明彦

I-O16-5 新生児化膿性関節炎2例における4,  6年後の臨床像 ...........................................150

杏林大学医学部付属病院整形外科教室／武蔵野アトラスターズスポーツクリニック

◯丸野　秀人（まるの　ひでと）

杏林大学医学部付属病院整形外科教室 大野　公宏
東大和病院 工藤　文孝

一般17　関節症・拘縮・麻酔（16：34～17：16）
 座長：高瀬　勝己（東京医科大学　運動機能再建外科学）
 　　　岡﨑　真人（荻窪病院整形外科）

I-O17-1 50歳代-80歳代日本人における変形性肘関節症の有病率と関連因子 ............151

信州大学整形外科／獨協医科大学整形外科 ◯中山　健太朗（なかやま　けんたろう）

信州大学整形外科 林　正徳、橋本　瞬、北村　陽、岩川　紘子、
種市　洋、加藤　博之

岡谷市民病院整形外科 上甲　厳雄、内山　茂晴
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I-O17-2 Intraobserver and Interobserver Reliability of a New, Computed 
Tomography-based Radiographic Classification of Primary Elbow 
Arthritis: Comparison with Plain Radiograph-based Classification and 
Clinical assessment ....................................................................................................151

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, Korea

◯Jae-Man Kwak 
Erica Kholinne、Yucheng Sun、 
Adel Mohammed Alhazmi、 
Kyoung-Hwan Koh、In-Ho Jeon

I-O17-3 変形性肘関節症に対する腕尺関節形成術の長期臨床成績 ................................152

東北労災病院整形外科 ◯信田　進吾（のぶた　しんご）
佐藤　諒、高橋　秀介

I-O17-4 上腕骨遠位部骨折に対する手術症例の異所性骨化 .............................................152

大阪府三島救急医療センター ◯岡本　雅雄（おかもと　まさお）

I-O17-5 肘外傷性拘縮に対する拘縮解離術後の一工夫 
-術後腕神経叢持続チュービングの有用性 - ............................................................153

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター ◯松井　裕帝（まつい　ひろただ）
辻　英樹

I-O17-6 上肢手術における鎖骨下および腋窩伝達麻酔でのターニケットペイン 
の比較検討 ......................................................................................................................153

西知多総合病院整形外科 ◯浦野　秀樹（うらの　ひでき）
伊藤　靖、加納　稔也、樋田　大輔、 
森　泰一、成田　高太郎、大道　俊文

一般18　脱臼・靱帯損傷（17：16～18：05）
 座長：麻田　義之（田附興風会北野病院整形外科）
 　　　本宮　真（JA北海道厚生連　帯広厚生病院　整形外科　手外科センター）

I-O18-1 外傷性肘関節靭帯損傷における自重外反ストレスX 線とMRIを用いた 
術前診断の有用性についての検討 ............................................................................154

寒河江市立病院 ◯原田　幹生（はらだ　みきお）

泉整形外科病院 高原　政利、近藤　幹朗
山形大学整形外科学講座 丸山　真博、宇野　智洋、高木　理彰

I-O18-2 初回受傷時に見逃された肘関節後外側回旋不安定症の2例 ..............................154

福岡整形外科病院 ◯松田　匡弘（まつだ　まさひろ）
徳永　真巳
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I-O18-3 肘関節後外側不安定症に対する外側尺側側副靭帯再建の臨床成績 ...............155

北里大学医学部整形外科学　 ◯見目　智紀（けんもく　とものり）
名倉　直重、中脇　充章、田澤　諒、 
助川　浩士、大竹　悠哉、小沼　賢治、 
高相　晶士　

相模台病院整形外科 小林　明正

I-O18-4 スポーツによる外傷性肘側副靱帯損傷症例の検討 ..............................................155

国立病院機構京都医療センター　整形外科 ◯向井　章悟（むかい　しょうご）
中川　泰彰

I-O18-5 肘関節脱臼に対する靭帯縫合術 ................................................................................156

大同病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

◯篠原　孝明（しのはら　たかあき）
能登　公俊

中日病院　名古屋手外科センター 中尾　悦宏、中村　蓼吾

I-O18-6 外傷性肘関節靭帯損傷に対する手術成績 ...............................................................156

国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院 ◯仲　拓磨（なか　たくま）
坂野　裕昭、勝村　哲、石井　克志、 
伊藤　りえ、馬場　紀行、奥山　裕之、 
金井　研三、三井　英夫

横浜市立大学　整形外科 稲葉　裕

I-O18-7 肘関節脱臼における前方関節包修復の必要性についての検討 .........................157

東京城東病院整形外科 ◯深谷　久徳（ふかや　ひさのり）
斉藤　忍、小林　倫子、植草　由伊

ハンズオンセミナー1（13：30～16：30） 共催：ジンマー・バイオメット合同会社

ハンズオンセミナー会場　2月8日

HS1 Linked / Un-Linked人工肘関節ハンズオンセミナー
　　　　　　　　　　　　演　者：岩澤　三康（独立行政法人国立病院機構　相模原病院　整形外科・リウマチ科）

テーブルインストラクター： 永瀬　雄一（東京都立多摩総合医療センター　整形外科）
藤田　浩二（東京医科歯科大学　整形外科）
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ポスター1　小児1（上腕骨遠位骨折）（17：00～17：30）
 座長：山崎　宏（社会医療法人財団慈泉会相澤病院整形外科）

I-P1-1 上腕骨遠位骨端線離開後に上腕骨外側顆骨折を繰り返して内反肘を 
呈した1例 .........................................................................................................................161

中通総合病院整形外科 ◯成田　裕一郎（なりた　ゆういちろう）
千馬　誠悦

I-P1-2 伸展制限に対し手術加療を施行した小児上腕骨外上顆 sleeve 骨折 
の１例 ...............................................................................................................................161
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西奈良中央病院整形外科 小野　浩史
奈良医大手外科 面川　庄平
奈良医大整形外科 田中　康仁

ポスター2　小児2（骨折合併症・骨端症）（17：30～17：55）
 座長：金城　政樹（琉球大学整形外科）

I-P2-1 小児肘周辺骨折術後に発症した尺骨神経麻痺の3例 ...........................................164

徳島県鳴門病院　整形外科 ◯高橋　芳徳（たかはし　よしのり）
日比野　直仁



− 43 −

ポスター会場　2月８日

I-P2-2 内反肘に対して外側ロッキングプレートを用いてreverse V osteotomy 
を施行した1例 ................................................................................................................164

那須赤十字病院整形外科 ◯木村　洋朗（きむら　ひろお）

I-P2-3 Fishtail 変形で遊離体を摘出した1例 ......................................................................165

東海大学外科学系整形外科学 ◯森田　浩介（もりた　こうすけ）
小林　由香、渡辺　雅彦

伊勢原協同病院 齋藤　育雄
湘南中央病院 池田　全良
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Flap Fracture の1例 ....................................................................................................167
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昭和大学医学部整形外科学教室 稲垣　克記
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行った１例 .......................................................................................................................170
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I-P6-1 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する有茎肘筋弁付き骨移植の1例 .................175
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I-P6-2 骨端線閉鎖後に保存療法にて治癒した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎 
の1例 .................................................................................................................................176
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肩外旋筋力・肘伸展筋力の調査 .................................................................................177
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小頭離断性骨軟骨炎の1例 ..........................................................................................177

愛知医科大学病院 ◯高橋　亮介（たかはし　りょうすけ）
岩堀　裕介、原田　洋平、出家　正隆
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一宮西病院 梶田　幸宏

I-P6-6 ドリリング後に増悪した上腕骨小頭部離断性骨軟骨炎の1例.............................178

富山大学整形外科 ◯長田　龍介（おさだ　りゅうすけ）
頭川　峰志

整志会高岡病院 今田　光一

I-P6-7 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する上腕骨外側顆楔状骨切り術後の 
変形性肘関節症に発症した肘部管症候群 ...............................................................178

済生会山形済生病院　 ◯花香　直美（はなか　なおみ）
石垣　大介

山形大学医学部整形外科学講座 澁谷　純一郎、本間　龍介、佐竹　寛史、
高木　理彰
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ポスター7　腱付着部症（17：00～17：30）
 座長：兒玉　祥（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　整形外科学）

I-P7-1 上腕骨外側上顆炎に対するステロイド注射に伴う靭帯損傷の一例 ..................179

函館五稜郭病院整形外科 ◯花香　恵（はなか　めぐみ）
佐藤　攻

I-P7-2 外側前腕皮神経のくびれを合併した難治性上腕骨外側上顆炎の一例 ............179

田中整形外科病院 ◯楠瀬　正哉（くすのせ　まさや）
野口　政隆

I-P7-3 上腕骨外側上顆炎と肩関節可動域の関係...............................................................180

北アルプス医療センターあづみ病院　リハビリテーション科　作業療法

◯宮澤　諒（みやざわ　りょう）

北アルプス医療センターあづみ病院 整形外科 中村　恒一、磯部　文洋、松葉　友幸

I-P7-4 上腕骨外側上顆炎を呈した1症例に対する短橈側手根伸筋と総指伸筋の 
鑑別評価について ..........................................................................................................180

JA とりで総合医療センター　リハビリテーション部

◯板垣　昭宏（いたがき　あきひろ）

JA とりで総合医療センター　整形外科 青山　広道
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

I-P7-5 上腕骨外側上顆炎において短橈側手根伸筋腱および総指伸筋腱断裂 
を生じた一例 ...................................................................................................................181

北九州市立医療センター整形外科 ◯西井　章裕（にしい　あきひろ）
大江　健次郎、渡辺　恵理

I-P7-6 ステロイドの局注で改善しなかった肘関節内側部痛と外側部痛の2例 ............181

国立病院機構京都医療センター ◯山本　博史（やまもと　ひろし）
中川　泰彰

ポスター8　二頭筋腱（17：30～18：00）
 座長：山内　大輔（福井県済生会病院整形外科）

I-P8-1 遠位上腕二頭筋腱断裂の1例 .....................................................................................182

木島病院整形外科 ◯岡村　篤（おかむら　あつし）
北岡　克彦、黒田　邦彦、竹内　尚人
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I-P8-2 遠位上腕二頭筋腱部分断裂に対し、アンカーによる腱縫合術を施行 
した一例............................................................................................................................182

製鉄記念室蘭病院　整形外科 ◯亀田　裕亮（かめだ　ゆうすけ）
小谷　善久、薮内　康司、中村　夢志郎、
舘　弘之

北海道大学大学院医学研究科　整形外科学分野

岩崎　倫政

I-P8-3 超音波により術後経時的観察を行った上腕二頭筋腱遠位付着部断裂 
の一例 ...............................................................................................................................183

阪奈中央病院整形外科 ◯飯田　昭夫（いいだ　あきお）

奈良県立医科大学　手外科 面川　庄平

I-P8-4 上腕二頭筋遠位部腱部分断裂を生じた橈骨粗面骨軟骨腫の１例 ...................183

川崎市立川崎病院整形外科 ◯久島　雄宇（くしま　ゆう）
西脇　正夫、堀内　行雄

I-P8-5 薄筋腱を用いて補強修復した上腕二頭筋筋腹断裂の1例 ...................................184

由利組合総合病院　整形外科 ◯白幡　毅士（しらはた　つよし）　

I-P8-6 大胸筋移行による肘屈筋再建後の屈曲不全に上腕二頭筋停止腱前進術に 
準じた腱移植を施行した１例 ......................................................................................184

新潟県立中央病院　整形外科 ◯小泉　雅裕（こいずみ　まさひろ）
柳橋　和仁

新潟大学医学部　整形外科 倉石　達也

ポスター9　炎症・関節症（18：00～18：30）
 座長：加地　良雄（香川大学医学部整形外科）

I-P9-1 人工肘関節置換術と尺骨遠位端切除術を一期的に施行した関節リウマチ 
の1例 .................................................................................................................................185

京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学 ( 整形外科 )

◯前川　亮（まえかわ　りょう）
遠山　将吾、小田　良、藤原　浩芳、 
久保　俊一

I-P9-2 鏡視下滑膜切除が診断に有効であったリウマチ患者の化膿性肘関節炎 
の1例 .................................................................................................................................185

鳥取大学　医学部　整形外科 ◯林原　雅子（はやしばら　まさこ）
林　育太、椋　大知、武田　知加子、 
柳樂　慶太、永島　英樹

鳥取大学　医学部　保健学科 萩野　浩
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I-P9-3 肘部管症候群を伴う変形性肘関節症にOuterbridge 
-柏木法と外側進入を併用した1例 .............................................................................186

順天堂大学医学部附属浦安病院手外科センター／北海道大学次世代物質生命科学研究センター

◯山本　康弘（やまもと　やすひろ）

北海道大学次世代物質生命科学研究センター 市原　理司、鈴木　雅生、原　章
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