
第 2日・ポスター会場①（京王プラザホテル 南館 3F グレースルーム）

ポスター 1 脊椎
（13：50～14：25） 座長：嶋村 佳雄（東部地域病院 整形外科）

P-01 頸椎脱臼骨折に伴う椎骨動脈血栓による合併症を認めた 2 症例の報告……………… S341
総合大雄会病院 整形外科 日下部賢治

P-02 環椎後弓骨折を伴った軸椎歯突起骨折の高齢者 3 例…………………………………… S341
兵庫医科大学 整形外科 橘 俊哉

P-03 後咽頭血腫による気道閉塞を来した頚椎脱臼骨折の 1 例……………………………… S342
山形県立中央病院 整形外科 赤羽 武

P-04 腰椎破裂骨折に対して二期的に XLIF を行った 1 例…………………………………… S342
高知医療センター 枦元佑大郎

P-05 損傷椎 screw によるサブコンドラルサポートを用いた椎体破裂骨折治療の検討 … S343
久留米大学医学部整形外科学教室 横須賀公章

P-06 経皮的椎弓根スクリューを用いた胸腰椎椎体骨折の治療成績………………………… S343
公立玉名中央病院 整形外科 田畑 聖吾

P-07 慢性期脊髄損傷患者の四肢長管骨骨折の 2 例…………………………………………… S344
東京労災病院 整形外科 乾 哲也

ポスター 2 鎖骨，肩甲骨 1
（13：50～14：25） 座長：松村 福広（東京西徳洲会病院 外傷センター）

P-08 鎖骨近位端骨折の保存治療の経験………………………………………………………… S344
江東病院 整形外科 二見 一平

P-09 鎖骨近位端骨折に対するロッキングプレートを用いた治療成績……………………… S345
宇陀市立病院 整形外科 奈良肩・肘センター 倉田 慎平

P-10 ZIP TIGHT を併用した鎖骨遠位端骨折の治療経験 …………………………………… S345
島田病院 渡辺 享永

P-11 Zip Tight を用いた肩鎖関節脱臼に対する直視下烏口鎖骨靭帯再建術 ……………… S346
社会医療法人厚生会 木沢記念病院 整形外科 仲村 智

P-12 遠位小骨片を有する鎖骨遠位端骨折に対し tension band wiring と Zip Tight AC Joint を
併用して内固定した 2 例…………………………………………………………………… S346

柏崎総合医療センター 整形外科 玉川 省吾
P-13 烏口鎖骨靭帯損傷を伴う鎖骨遠位端骨折に対する Dog Bone Button を用いた鏡視下烏口

鎖骨靭帯再建術の治療経験………………………………………………………………… S347
新潟中央病院 整形外科 早川 敬

P-14 鎖骨遠位端骨折に使用する内固定法の比較と補強糸の有用性の検討………………… S347
北里大学大学院 医療系研究科 中尾 将輝
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ポスター 3 鎖骨，肩甲骨 2
（13：50～14：25） 座長：坂中 秀樹（清恵会病院 整形外科）

P-15 SCORPION NEO を用いた鎖骨遠位端骨折の治療成績………………………………… S348
九州労災病院 整形外科 森 達哉

P-16 鎖骨遠位端骨折に対するスコーピオンプレート術後の肩鎖関節亜脱臼に関する検討
………………………………………………………………………………………………… S348

トヨタ記念病院 整形外科 大石遼太郎
P-17 鎖骨遠位端骨折の新たな手術支援ツール“CLAMPASS”と Scorpion NEO の有用性

………………………………………………………………………………………………… S349
製鉄記念広畑病院 整形外科 古川 隆浩

P-18 鎖骨遠位端骨折の治療……………………………………………………………………… S349
仙台医療センター 整形外科 安倍 美加

P-19 難治性鎖骨体部偽関節に対して遊離血管柄付き骨移植を用いて治療した 3 例……… S350
市立奈良病院 四肢外傷センター 村田 景一

P-20 鎖骨骨幹部骨折における抜釘術後の再骨折症例の検討………………………………… S350
香川県立中央病院 救命救急センター 佐々木和浩

P-21 肩甲骨または肋骨骨折合併時における鎖骨骨幹部骨折の形態解析…………………… S351
慶應義塾大学 整形外科/那須赤十字病院整形外科 大木 聡

ポスター 4 鎖骨，肩甲骨 3
（13：50～14：25） 座長：佐々木健陽（西宮渡辺病院 整形外科）

P-22 鎖骨用 RS スクリューによる鎖骨体部骨折の治療成績 ………………………………… S351
岡山旭東病院 整形外科 大西 亨

P-23 鎖骨骨幹部骨折に対する VariAx clavicle plateⓇの使用経験…………………………… S352
兵庫県立加古川医療センター 西原 寛玄

P-24 鎖骨骨幹部骨折に対する MIPO の検討 ………………………………………………… S352
湘南鎌倉総合病院 外傷センター 白川 哲也

P-25 新鮮鎖骨骨折に対する超音波骨折治療器オステオトロン 3 を用いた保存治療……… S353
順天堂大学医学部整形外科/江東病院 整形外科 二見 一平

P-26 鎖骨・上腕骨骨折に対する超音波ガイド下腕神経叢ブロックとデクスメデトミジン鎮静
による手術経験……………………………………………………………………………… S353

山口県立総合医療センター整形外科 瀬戸信一朗
P-27 肩甲骨関節窩骨折に対して鏡視下手術を施行した 4 例………………………………… S354

横浜市立市民病院 整形外科 小澤 祐樹
P-28 肩甲骨関節窩骨折に対する鏡視下骨接合術の治療経験………………………………… S354

聖隷三方原病院 山下伸之輔
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ポスター 5 上腕骨近位，骨幹部 1
（13：50～14：25） 座長：井上 尚美（東北労災病院 関節外科）

P-29 観血的整復を要した肩関節脱臼骨折の 3 症例…………………………………………… S355
最成病院 整形外科/順天堂大学医学部整形外科 平田 一博

P-30 肩関節前方脱臼整復後にショックとなった 1 例………………………………………… S355
獨協医科大学越谷病院 整形外科 佐伯 辰彦

P-31 上腕骨近位端骨折に対する VERSANAIL Proximal Humeral による手術治療成績… S356
静岡赤十字病院 石井 和典

P-32 高齢者 AO 分類 B，C 型上腕骨近位端骨折に対する DePuySynthes MultiLoc Proximal
Humeral Nail を使用した治療法 ………………………………………………………… S356

東住吉森本病院 整形外科 寺浦 英俊
P-33 上腕骨近位端骨折に対する MODE plate を用いた術後成績 ………………………… S357

多根総合病院 整形外科 松村 健一
P-34 上腕骨骨幹部骨折に対する MIPO：遠位骨片のサイズに基づいた手術適応の限界・手術

手技の検討…………………………………………………………………………………… S357
東京都立広尾病院 林 洸太

P-35 上腕骨外科頚骨折術後にロッキングプレートが骨幹部から脱転した 2 例…………… S358
国立病院機構埼玉病院 整形外科 吉田 篤

ポスター 6 上腕骨近位，骨幹部 2
（13：50～14：20） 座長：池上 博泰（東邦大学医療センター大橋病院 整形外科）

P-36 上腕骨近位部骨折に合併した腋窩動脈損傷後に骨髄炎を生じ，肩甲帯離断に至った 1 例
………………………………………………………………………………………………… S358

福島赤十字病院 整形外科 嶋崎 睦
P-37 胃癌が産生する副甲状腺ホルモン関連蛋白によって両上腕骨病的骨折を生じた 1 例

………………………………………………………………………………………………… S359
厚生連高岡病院 整形外科 小川 泰弘

P-38 人工肘関節置換術後上腕骨骨幹部骨折の治療…………………………………………… S359
星ヶ丘医療センター 整形外科 栗山 幸治

P-39 人工肘関節における上腕コンポーネント周囲骨折に対する髄内釘ドッキング法…… S360
順天堂大学医学部整形外科 金子 晴香

P-40 上腕骨遠位端骨折に対する Mayo Clinic Congruent Elbow Plate SystemⓇの治療成績と合
併症…………………………………………………………………………………………… S360

新須磨病院 整形外科 黒田 司
P-41 上腕骨遠位骨幹部骨折の観血的治療―髄内釘とプレート比較―……………………… S361

公立玉名中央病院 整形外科 安岡 寛理
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ポスター 7 肘周辺
（13：50～14：25） 座長：金 郁喆（京都府立医科大学 整形外科）

P-42 当院における小児上腕骨顆上骨折手術例の検討………………………………………… S361
淀川キリスト教病院 福山 真人

P-43 当院における小児上腕骨顆上骨折に対する経皮的鋼線刺入術の検討………………… S362
近江八幡市立総合医療センター 久山陽一郎

P-44 当院における小児上腕骨外顆骨折の治療経験…………………………………………… S362
東北労災病院 整形外科 藤谷 晃亮

P-45 小児上腕骨外側顆骨折における抜釘後の骨形態変化…………………………………… S363
一般財団法人 新潟手の外科研究所 上村 一成

P-46 当院における小児モンテジア骨折の治療成績…………………………………………… S363
JCHO 九州病院 中村 公隆

P-47 見逃された新鮮小児モンテジア脱臼骨折の検討………………………………………… S364
杏林大学 医学部 整形外科 稲田 成作

P-48 コンピュータシミュレーションによる陳旧性モンテジア脱臼骨折に対する骨切り術
………………………………………………………………………………………………… S364

名古屋大学 医学部 手の外科 建部 将広

ポスター 8 前腕骨
（13：50～14：30） 座長：坂野 裕昭（平塚共済病院 整形外科・手の外科センター）

P-49 尺骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを用いた治療成績………………… S365
西宮協立脳神経外科病院 小松 太一

P-50 高齢女性の尺骨遠位端骨折に対する LCP Distal Ulna Plate の治療検討 …………… S365
佐野記念病院 鳥飼 大剛

P-51 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する polyaxial locking plate 固定法の治療
成績…………………………………………………………………………………………… S366

国際親善総合病院 整形外科 森田 晃造
P-52 Monteggia 骨折の保存的加療中に高位橈骨神経麻痺を発症した 1 例………………… S366

富山県厚生連滑川病院 整形外科 田中 一範
P-53 新鮮 Galeazzi および Galeazzi 類似骨折の治療成績 …………………………………… S367

（財）新潟手の外科研究所 森谷 浩治
P-54 前腕骨プレート固定後にインプラント周囲骨折をきたした 2 症例…………………… S367

新潟県立新発田病院 整形外科 三輪 仁
P-55 ビスホスホネート投与中に生じた尺骨非定型骨折の 2 例……………………………… S368

さんむ医療センター 整形外科 嶋田 洋平
P-56 前腕骨骨折に対し手術加療を施行した進行性骨化性線維異形成症の 1 例…………… S368

山口県立総合医療センター整形外科 瀬戸信一朗
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第 2日・ポスター会場②（京王プラザホテル 本館 4F 花 ABCD）

ポスター 9 橈骨遠位 1
（13：50～14：25） 座長：戸部 正博（東北海道病院 整形外科）

P-57 手掌をついて Smith 骨折は発生する―手関節部の骨折型の有限要素解析による予測―
………………………………………………………………………………………………… S369

千葉大学大学院 医学研究院 整形外科 松浦 佑介
P-58 Smith 骨折の受傷機序に関する検討……………………………………………………… S369

千葉市立青葉病院 整形外科 六角 智之
P-59 橈骨遠位端関節内骨折における fracture map…………………………………………… S370

岡山大学 医学部 整形外科 内野 崇彦
P-60 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後および抜釘後の合併症の検討

………………………………………………………………………………………………… S370
市立四日市病院 整形外科/名古屋大学手の外科 徳武 克浩

P-61 患者立脚型評価および医療者側評価を用いた橈骨遠位端骨折の治療成績：AO 分類 A
型骨折と C 型骨折の比較 ………………………………………………………………… S371

日本医科大学 整形外科 友利 裕二
P-62 HR�pQCT による骨折治癒の骨微細構造解析…………………………………………… S371

済生会長崎病院 整形外科 西野雄一朗
P-63 橈骨遠位端骨折術後正中神経伝導速度検査による掌側プレート抜釘の適応………… S372

呉共済病院 整形外科 寺元 秀文

ポスター 10 橈骨遠位 2
（13：50～14：20） 座長：善家 雄吉（産業医科大学 整形外科）

P-64 小児橈骨遠位端骨折の当院における手術加療…………………………………………… S372
石切生喜病院 整形外科 窪田 穣

P-65 小児橈骨遠位骨幹端骨折の治療経験……………………………………………………… S373
名古屋第一赤十字病院 整形外科 杉浦 洋貴

P-66 橈骨遠位端骨折における高齢者の成績…………………………………………………… S373
桐生厚生病院 整形外科 鈴木 涼子

P-67 橈骨遠位端骨折における，前腕骨密度と成績の検討…………………………………… S374
桐生厚生病院 整形外科 鈴木 涼子

P-68 当院における橈骨遠位端骨折症例に対する骨粗鬆症治療の現状について…………… S374
日本鋼管福山病院 整形外科 原 夏樹

P-69 橈骨遠位端骨折の関節内骨折発生頻度は骨密度と関連しない………………………… S375
新潟大学 地域医療教育センター 魚沼基幹病院 整形外科 依田 拓也
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ポスター 11 手根骨，手 1
（13：50～14：25） 座長：花林 昭裕（旭労災病院 整形外科）

P-70 VA�LCP Volar Rim Distal Radius Plate の治療経験 …………………………………… S375
春日井市民病院 整形外科 福島 裕晃

P-71 中空スクリューを導入した橈骨遠位端骨折用ロッキングプレート GlobalForm の使用経
験……………………………………………………………………………………………… S376

厚生連 柏崎総合医療センター 整形外科 津吉 秀樹
P-72 尺骨遠位端骨折に対する外科的治療成績………………………………………………… S376

岡山市立市民病院 整形外科 楢崎 慎二
P-73 舟状骨骨折の治療に難渋した症例………………………………………………………… S377

金沢医療センター 整形外科 池田 和夫
P-74 左手三角骨体部偽関節の一例……………………………………………………………… S377

聖マリア病院 整形外科 松浦 充洋
P-75 有鉤骨骨折を伴う環指，小指 CM 関節脱臼骨折の 1 例 ……………………………… S378

東京臨海病院 土屋 勝
P-76 短橈側手根伸筋付着部剥離骨折の一例…………………………………………………… S378

奈良県立医科大学 医学部 整形外科 小西 浩允

ポスター 12 手根骨，手 2
（13：50～14：25） 座長：山中 一良（済生会神奈川県病院 整形外科）

P-77 厳密なナックルキャスト固定の問題点と，当科での工夫―ピンチ可能となるために―
………………………………………………………………………………………………… S379

磐田市立総合病院 整形外科 大石 崇人
P-78 尺側 CM 関節脱臼に対して第 3CM 関節固定と中手骨鋼線横止め固定を併用した 2 例

………………………………………………………………………………………………… S379
仙台市立病院 整形外科 佐々木大蔵

P-79 第 5CM 関節中心性脱臼を伴った有鉤骨前額面骨折に対する内側アプローチによる観血
的整復術……………………………………………………………………………………… S380

春日井市民病院 久保田雅仁
P-80 中手骨骨頭骨折後変形治癒の 1 例………………………………………………………… S380

由利組合総合病院 白幡 毅士
P-81 新鮮 PIP 関節背側脱臼骨折に対して有鉤骨からの骨軟骨移植を行った 1 例 ……… S381

土浦協同病院 整形外科 藤井 俊一
P-82 指 PIP 背側脱臼骨折に対する伸展ブロックを併用した Volar Plate Arthroplasty（EB�

VPA）の有用性 …………………………………………………………………………… S381
静岡県立総合病院 整形外科 中山 憲

P-83 手指基節骨粉砕骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いた治療成績……………… S382
慶仁会 川崎病院 整形外科 鈴木 康一
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ポスター 13 骨盤，寛骨臼 1
（13：50～14：25） 座長：藤原 正利（西神戸医療センター 整形外科）

P-84 側方圧迫型骨盤輪骨折（Young�Burgess 分類 LC I）の保存治療の臨床成績 ……… S382
順天堂大学静岡病院 整形外科 三宅 喬人

P-85 当施設における見逃し外傷の実態………………………………………………………… S383
日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター 原 義明

P-86 最近 5 年間の骨盤・寛骨臼骨折全例調査………………………………………………… S383
石川県立中央病院 整形外科 堀井 健志

P-87 当科における脆弱性骨盤骨折の治療……………………………………………………… S384
兵庫医科大学 救急災害医学科 宮脇 淳志

P-88 後壁骨片を伴う寛骨臼両柱骨折の治療経験……………………………………………… S384
名古屋掖済会病院 整形外科 熊谷 寛明

P-89 胃全摘後の骨脆弱性及び有痛性筋攣縮により引き起こされた両側寛骨臼骨折の一例
………………………………………………………………………………………………… S385

千葉県救急医療センター 整形外科 姫野 大輔
P-90 外傷性股関節脱臼に大転子骨折を合併した 2 例………………………………………… S385

山梨県立中央病院 整形外科 定月 亮

ポスター 14 骨盤，寛骨臼 2
（13：50～14：25） 座長：鈴木 卓（帝京大学医学部附属病院 外傷センター）

P-91 仙骨骨折を伴った骨盤輪骨折に対して，Sacro Iliac Rod fixateon（SIRF）を施行した 2
例……………………………………………………………………………………………… S386

佐野厚生総合病院 整形外科 大伴 直央
P-92 不安定型仙骨骨折に対して Triangular osteosynthesis を施行した 3 例……………… S386

大分大学 医学部 整形外科 金崎 彰三
P-93 仙腸関節近傍骨折に対する経皮的スクリュー固定術の治療経験……………………… S387

富良野協会病院 整形外科 松倉 圭佑
P-94 術中 3D�CT navigation を使用した骨盤輪骨折の小経験 ……………………………… S387

宮崎大学 医学部 整形外科 日吉 優
P-95 骨盤輪骨折の経皮的スクリュー固定における“tangential view”の試用―CT 画像による

術前計画―…………………………………………………………………………………… S388
佐久医療センター 整形外科/東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野

田野 敦寛
P-96 CT 矢状面における trans�sacral screw 挿入安全域の解剖学的検討 ………………… S388

帝京大学附属病院 外傷センター 稲垣 直哉
P-97 骨盤輪骨折に対する，術中 Iso�C 3D navigation system を用いた低侵襲手術 ……… S389

高知医療センター 整形外科 多田圭太郎
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ポスター 15 大腿骨頚部骨折 1
（13：50～14：20） 座長：金澤 和貴（福岡大学医学部 整形外科）

P-98 転位型大腿骨頚部骨折に対する骨接合術の治療成績…………………………………… S389
東大和病院 整形外科 大野 公宏

P-99 当院における大腿骨頚部骨折に対する骨接合術の短期成績…………………………… S390
独立行政法人 国立病院機構 豊橋医療センター 上用 祐士

P-100 来院時歩行可能であった大腿骨頚部骨折の特徴………………………………………… S390
国立病院機構金沢医療センター 整形外科 藤田 健司

P-101 85 歳以上の大腿骨頚部骨折に対する骨接合術の治療成績 …………………………… S391
京都府立医科大学附属北部医療センター 整形外科 吉田 隆司

P-102 骨接合術を行った若年者の転位型大腿骨頚部骨折における術後頚部短縮…………… S391
東京西徳洲会病院 對比地加奈子

P-103 大腿骨頚部不顕性骨折に対する ultrasonographic joint space の有用性……………… S392
市立大森病院 整形外科 塚本 泰朗

ポスター 16 大腿骨頚部骨折 2
（13：50～14：25） 座長：杉原 俊弘（国際医療福祉大学付属病院 整形外科）

P-104 当科における大腿骨近位部骨折の検討…………………………………………………… S392
市立砺波総合病院 整形外科 高木 泰孝

P-105 両側大腿骨近位部骨折例の検討…………………………………………………………… S393
新潟県立中央病院 石亀 那歩

P-106 大腿骨近位部骨折患者における入院時 D�ダイマー値と下肢静脈血栓症の関連性の検討
………………………………………………………………………………………………… S393

協和会協立病院 整形外科 太田 一威
P-107 Hip Structural Analysis による大腿骨転子部骨折型の評価 …………………………… S394

呉共済病院 整形外科 寺元 秀文
P-108 大腿骨転子部骨折に対するトラネキサム酸投与による出血コントロール…………… S394

幡多けんみん病院 出口 奨
P-109 当院における観血的治療を施行した転移性骨腫瘍による大腿骨病的骨折の治療成績

………………………………………………………………………………………………… S395
小牧市民病院 整形外科 星野 啓介

P-110 柔道中に生じた上前・下前腸骨棘同時剥離骨折の 1 例………………………………… S395
前橋赤十字病院 整形外科 浅見 和義

ポスター 17 大腿骨頚部骨折 3
（13：50～14：20） 座長：萩野 哲男（国立病院機構甲府病院 整形外科）

P-111 TwinsⓇを用いた症例の大腿骨頚部におけるスクリュー位置の検討 ………………… S396
香川労災病院 整形外科 佐藤 直人
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P-112 転位型大腿骨頚部骨折に対するハンソンピンとハンソンピンロックの治療成績の比較検
討……………………………………………………………………………………………… S396

済生会千里病院 整形外科 草開 義治
P-113 大腿骨頚部骨折ハンソンピンロック術後 1 か月で生じた大腿骨転子下骨折に対して大腿

骨髄内釘を用いた一例……………………………………………………………………… S397
三井記念病院 谷 彰一郎

P-114 大腿骨頚基部骨折の治療成績……………………………………………………………… S397
堺市立総合医療センター 整形外科 大野 一幸

P-115 日本人の大腿骨頚部形態を基にした大腿骨頚部・頚基部骨折固定器具の開発……… S398
愛仁会高槻病院 整形外科・関節センター 平中 崇文

P-116 ハンソンピン周囲の入れ直したガイドピン穴が，転子下骨折の原因になったと考えられ
る症例についての考察……………………………………………………………………… S398

湘南鎌倉総合病院 外傷センター 西田 匡宏

ポスター 18 大腿骨転子部骨折，転子下骨折 1
（13：50～14：15） 座長：岩瀬 弘明（山梨県立中央病院 整形外科）

P-117 超高齢者の大腿骨近位部骨折の治療……………………………………………………… S399
会津中央病院 外傷再建センター 新田 夢鷹

P-118 大腿骨近位部骨折髄内釘固定において股間支柱を用いない下肢牽引法は有用である
………………………………………………………………………………………………… S399

済生会宇都宮病院 整形外科 名倉 重樹
P-119 大腿骨近位部骨折術後の酸素投与のせん妄予防効果についての比較検討…………… S400

長浜赤十字病院 整形外科 川口 誠司
P-121 インプラント周囲骨折に対する DF プレートの使用経験……………………………… S400

九州労災病院 整形外科 鬼塚 俊宏
P-122 大腿骨転移性骨腫瘍に対する手術治療成績……………………………………………… S401

昭和大学藤が丘病院 佐藤 馨

ポスター 19 大腿骨転子部骨折，転子下骨折 2
（13：50～14：20） 座長：白形 陽生（愛媛県立新居浜病院 整形外科）

P-123 大腿骨偽関節に対して chipping と髄内釘併用脚延長術を併用した治療経験 ……… S401
帝京大学 医学部 整形外科学教室 佐々木 源

P-124 大腿骨骨幹部偽関節の回旋変形に対する，術中ナビゲーションを用いての変形矯正につ
いて…………………………………………………………………………………………… S402

京都大学整形外科 池口 良輔
P-126 高齢者大腿骨転子部骨折における中野 3D�CT 分類を用いた遠位横止めを使用しない

long nail の臨床成績の検討………………………………………………………………… S402
野上厚生総合病院 整形外科 松本 卓二
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P-127 CT を用いた大腿骨転子部骨折術後整復位置評価と sliding 量，不安定性についての考察
………………………………………………………………………………………………… S403

公立西知多総合病院 整形外科 西梅 剛
P-128 転位した大腿骨転子部骨折に対する術後 CT を用いた整復評価……………………… S403

佐世保共済病院 整形外科 佐々木 大
P-129 エレバトリウムを使用した大腿骨転子部骨折術後の CT による整復評価と合併症につい

ての検討……………………………………………………………………………………… S404
公立西知多総合病院 整形外科 西梅 剛

ポスター 20 大腿骨転子部骨折，転子下骨折 3
（13：50～14：25） 座長：北西 正光（松原徳洲会病院 整形外科）

P-130 側面髄内型の大腿骨転子部骨折に対する整復器具の工夫（short femoral nail） …… S404
清智会記念病院 樋口 智彦

P-131 不安定型大腿骨転子部骨折の術後整復位の検討………………………………………… S405
東千葉メディカルセンター 整形外科 矢野 斉

P-132 大腿骨転子部骨折における術中整復操作が術後前捻角に及ぼす影響………………… S405
福山市民病院 整形外科 岡崎 良紀

P-133 SFN ラグスクリューの術中コンプレッション量の測定～コンプレッション量測定ディバ
イスの開発～………………………………………………………………………………… S406

茨城県立中央病院 林 宏
P-134 大腿骨近位型髄内釘 ITERTAN のラグスクリューの外側皮質内陥入例の検討 …… S406

野上総合厚生病院 整形外科 松本 卓二
P-135 大腿骨転子部骨折における骨幹部骨片の外側不安定性についての考察……………… S407

野上厚生総合病院 整形外科 松本 卓二
P-136 大腿骨転子部骨折（AO/OTA 分類 31�A2）における髄内釘治療 …………………… S407

岡山医療センター 金澤 智子

ポスター 21 大腿骨転子部骨折，転子下骨折 4
（13：50～14：20） 座長：石津 恒彦（洛西シミズ病院 整形外科）

P-137 高齢者大腿骨転子部骨折患者の髄腔形状の多様性……………………………………… S408
大月町国民健康保険大月病院 筒井 崇

P-138 大腿骨転子部領域の形態学的研究（皮質骨厚の計測と解析）………………………… S408
昭和大学藤が丘病院 医学部 整形外科 安田 知弘

P-139 模擬骨における大腿骨転子部骨折治療用ラグスクリュー，ブレードの回旋抵抗性の比較
検討…………………………………………………………………………………………… S409

サカ緑井病院 整形外科 布施 好史
P-140 不安定型の大腿骨転子部骨折に対する髄内釘と BHP の術後機能の比較検討―筋力評価

を中心に……………………………………………………………………………………… S409
甲南病院 整形外科 野田 光昭

P-141 大腿骨転子部骨折における術後 X 線像上のパラメーターと術後歩行能力 ………… S410
三和会 永山病院 岡吉 倫弘
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P-142 大腿骨転子部骨折の骨折線評価における OsiriX の有用性と活用法 ………………… S410
中国労災病院 整形外科 大本 武児

ポスター 22 大腿骨遠位部，膝蓋骨
（13：50～14：25） 座長：川井 真（日本医科大学救急医学科 救命救急センター）

P-143 当院における膝蓋骨骨折の治療成績……………………………………………………… S411
君津中央病院 整形外科 山崎 厚郎

P-144 膝蓋骨下極骨折の治療経験………………………………………………………………… S411
川崎幸病院 整形外科 瀬戸上智行

P-145 膝蓋骨粉砕骨折に対する Carpenter 法に circumferential wiring を併用した治療成績
………………………………………………………………………………………………… S412

熊本整形外科病院 生田 拓也
P-146 大腿骨遠位骨端線離開に対し Locking Plate を使用し内固定した 1 例 ……………… S412

北播磨総合医療センター整形外科 向原伸太郎
P-147 治療に難渋した人工膝関節周囲骨折の 1 例……………………………………………… S413

北習志野花輪病院 整形外科/順天堂大学医学部整形外科 倉田 憲一
P-148 下肢切断肢に骨折を生じた 2 症例………………………………………………………… S413

亀田総合病院 整形外科 亀岡 尊史
P-149 鈍的膝窩動脈損傷を伴う大腿骨遠位部開放骨折（Gustilo type3c）に Hybrid 創外固定を使

用し救肢し得た 1 例………………………………………………………………………… S414
千葉県救急医療センター 整形外科 松山 善之

ポスター 23 脛骨近位部，下腿骨幹部
（13：50～14：25） 座長：岸本 正文（大阪府立中河内救命救急センター）

P-150 脛骨側人工膝関節全置換術周囲骨折の 2 例……………………………………………… S414
岡山市立市民病院 整形外科 根津 智史

P-151 脛骨顆間隆起骨折の治療経験……………………………………………………………… S415
宮崎大学 医学部 整形外科 川野 啓介

P-152 脛骨近位端閉鎖骨折に合併した後脛骨動脈損傷の 1 例………………………………… S415
東京労災病院 整形外科 松尾 亮平

P-153 下腿骨幹部開放骨折に対する髄内釘固定の治療経験～traveling traction 創外固定による
工夫～………………………………………………………………………………………… S416

埼玉医科大学 国際医療センター 救命救急科 吉川 淳
P-154 下腿開放骨折 Gustilo type3b の治療成績………………………………………………… S416

順天堂大学浦安病院 整形外科 青木 浩平
P-155 エンダー釘による小児脛骨骨幹部骨折の治療…………………………………………… S417

福岡徳洲会病院 尾上 英俊
P-156 比較的稀な小児 PCL 付着部骨折の 1 例 ………………………………………………… S417

金沢医科大学 整形外科 津田 亮二
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ポスター 24 脛骨
（13：50～14：25） 座長：小林 由香（東海大学病院 整形外科）

P-157 巨大骨欠損を伴った脛骨骨幹部開放骨折 Gustilo3B に対して Masquelet 法を用いた 1 例
………………………………………………………………………………………………… S418

静岡済生会総合病院 整形外科 鈴木 望人
P-158 Masquelet 法を用いた感染性偽関節および開放骨折の治療経験……………………… S418

熊本整形外科病院 倉 明彦
P-159 遊離血管柄付き腓骨移植術と後脛骨動脈穿通枝プロペラ皮弁の融合により脛骨感染性偽

関節を治療した 1 例………………………………………………………………………… S419
奈良県立医科大学付属病院 玉井進記念四肢外傷センター 河村 健二

P-160 足関節開放骨折の前下脛腓靭帯剥離骨片に対して足関節鏡補助下にプレート固定を行っ
た 1 例………………………………………………………………………………………… S419

埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター 乾 貴博
P-161 Minimum parapatella approach を利用して floating knee に合併した Hoffa 骨折を治療し

た 1 例………………………………………………………………………………………… S420
昭和大学藤が丘病院 医学部 整形外科 安田 知弘

P-162 脛骨骨幹部螺旋骨折に合併する足関節骨折……………………………………………… S420
独立行政法人健康者健康福祉機構関東労災病院 土屋 明大

P-163 脛骨内側顆疲労骨折に関して：MRI を用いた検討 …………………………………… S421
山口大学大学院 医学系研究科 整形外科学/浜脇整形外科病院 油形 公則

ポスター 25 下腿骨幹部，足関節部，距骨・踵骨・足
（13：50～14：25） 座長：星 亨（東大和病院 整形外科）

P-164 当院における Supra�patellar approach を用いた脛骨骨幹部骨折の治療成績 ……… S421
杏林大学 整形外科 道廣 岳

P-165 脛骨髄内釘挿入時の創外固定利用法……………………………………………………… S422
埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター 米本 直史

P-166 術中 X 線被爆量減少を目的とした新しい髄内釘遠位横止めスクリュー固定法の使用経験
………………………………………………………………………………………………… S422

岐阜県立多治見病院 整形外科 酒井 康臣
P-167 髄内釘固定されていた脛骨に再受傷した症例の治療経験……………………………… S423

仙台医療センター 整形外科 伊勢福修司
P-168 脛骨遠位端関節内骨折に対する前外側プレートでの自験例成績……………………… S423

神戸赤十字病院 整形外科 武田 和也
P-169 足関節脱臼骨折に伴う脛腓間不安定性に対する Zip tight の使用経験 ……………… S424

岡山労災病院 保利 忠宏
P-170 踵骨裂離骨折の治療経験…………………………………………………………………… S424

吉本整形外科病院 整形外科/西奈良中央病院 整形外科 鈴木 大介
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ポスター 26 非定型骨折
（13：50～14：30） 座長：安間 基雄（山近記念総合病院 整形外科）

P-171 ビスフォスフォネートを 5 年以上継続投与した患者群における大腿骨皮質骨肥厚とその
発生因子について…………………………………………………………………………… S425

橋本整形外科クリニック 橋本 晋平
P-172 リスクファクターなく両側大腿骨非定型骨折をきたした 1 例………………………… S425

徳島県立三好病院 濱 紳悟
P-173 関節リウマチ患者に発生した大腿骨非定型骨折に対しテリパラチド投与を含む治療で

早期に骨癒合を得た 1 例…………………………………………………………………… S426
西宮市立中央病院 整形外科 中島 恭哉

P-174 術後インプラント折損を認め組織学的検討を行った非定型大腿骨骨折の 1 例……… S426
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

P-175 非定型大腿骨骨幹部不完全骨折に対し矯正骨切りと髄内釘固定を併用した 1 例…… S427
門司メディカルセンター 平野 文崇

P-176 非定型大腿骨骨折術後大腿骨頚部骨折の 2 例…………………………………………… S427
岩手県立中部病院 整形外科 赤坂 俊樹

P-177 非定型大腿骨転子下骨折の治療成績―臨床成績と有限要素解析による力学的検討―
………………………………………………………………………………………………… S428

岡山医療センター 整形外科 塩田 直史
P-178 非定形骨折におけるテリパラチド使用後の病理学的変化を確認できた 1 例………… S428

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医科学専攻病態制御医科学講座 整形外科学
村上 弘明

ポスター 27 その他
（13：50～14：25） 座長：高畑 智嗣（JAかみつが厚生連 上都賀総合病院 整形外科）

P-179 第一中手骨基部骨折に対する MetaHUSⓇを用いた経皮的鋼線固定術の適応と限界
………………………………………………………………………………………………… S429

順天堂大学浦安病院 整形外科 市原 理司
P-180 髄内固定法による中手骨骨折の治療成績………………………………………………… S429

倉病院 整形外科 三浦 修一
P-181 高校野球選手の不安定性のない有鉤骨鉤骨折への手術療法…………………………… S430

中通総合病院 整形外科 千馬 誠悦
P-182 関節面の陥没や粉砕を伴う不安定型橈骨遠位端骨折に対する人工骨ブロックを用いた整

復保持の有用性……………………………………………………………………………… S430
徳島県鳴門病院 整形外科 佐藤 亮祐

P-183 橈尺骨間異所性骨化と外傷性橈尺骨癒合症に対する有茎脂肪弁を用いた授動術の 2 例
………………………………………………………………………………………………… S431

ベリタス病院 水谷 正洋
P-184 高齢者の転位型肘頭骨折に対する保存治療の経験……………………………………… S431

焼津市立総合病院 整形外科 靱負 耕史

２
日

ポ
ス
タ
ー
会
場
②
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P-185 Original device を用いた AI�wiring system による肘頭骨折の治療経験 …………… S432
同愛会病院 殷 鐘晃
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