
第 32 回関東小児整形外科研究会 
令和４年２月 19 日（土） 

 

13:00 ~ 13:05     開会の挨拶 稲葉 裕                           
 

13:05 ~ 14:05  一般演題１：脊椎・上肢・腫瘍    口演 6 分 質疑応答 4 分                     
座長：中村直行（神奈川県立こども医療センター 整形外科） 

 

1． 肘内障のエコー －よくわからない割には役に立っている検査－ 
¹千葉こどもとおとなの整形外科 ²千葉県こども病院 ³東京女子医科大学八千代医療センター 

西須 孝¹ 亀ヶ谷真琴¹ 都丸洋平¹ 柿崎 潤² 及川泰宏² 安部 玲² 山中理菜² 布目愛紗² 中川知郎² 橘田綾菜³  
 

2． 著明な肘伸展制限を生じた類骨骨腫の一例 
¹千葉県こども病院 ²千葉こどもとおとなの整形外科 ³東京医科歯科大学 整形外科 

中川知郎¹ 柿崎 潤¹ 及川泰宏¹ 安部 玲¹ 山中理菜¹ 布目愛紗¹ 西須 孝² 都丸洋平² 亀ヶ谷真琴² 瀬川裕子³ 
 

3． 小児陳旧性 Monteggia 骨折で輪状靭帯断裂部への橈骨頭嵌頓によって脱臼整復に難渋した 1 例 
国立成育医療研究センター 

武谷博明 関 敦仁 稲葉尚人 髙木岳彦 林健太郎 秋葉絢子 中川誉之 福田良嗣 阿南揚子 江口佳孝 
 

4． 胸椎に生じた小児椎間板石灰化症の１例 
茨城県立こども病院 

塚越祐太  
 

5． 胸腔鏡補助下に手術を行った胸腔に発生した多発性外骨腫の治療経験 
¹千葉県こども病院 ²千葉こどもとおとなの整形外科 ³東京医科歯科大学 整形外科 

山中理菜¹ 柿崎 潤¹ 及川泰宏¹ 安部 玲¹ 中川知郎¹ 布目愛紗¹ 西須 孝² 都丸洋平² 亀ヶ谷真琴² 瀬川裕子³ 
 

6． 高度側弯症に対する周術期 halo-wheel chair traction を用いた二期的手術法 
埼玉県立小児医療センター整形外科 

町田真理 平良勝章 根本菜穂 及川 昇 神津 崇 町田正文 

 

14:15 ~ 15:05  一般演題 2：股関節        口演 6 分 質疑応答 4 分                  
 座長：崔 賢民（横浜市立大学 整形外科） 

 

1． 両側股関節伸展位における最大外転位拘縮症で 9 歳まで起立困難であった Cornelia de Lange 
syndrome の一例 
自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児整形外科 

冨澤洋子 吉川一郎 渡邉英明 滝 直也 大山隆充 
 

2． 特発性股関節軟骨融解症の診断で当院を紹介受診した若年性特発性関節炎の一例 
横浜市立大学 整形外科 

秋山豪介 崔 賢民 池 裕之 手塚太郎 倉澤美穂 中島尚嗣 稗田裕太 稲葉 裕 
 

3． 当科で加療した大腿骨頭すべり症児の解剖学的検討 
¹東京慈恵会医科大学附属第三病院 整形外科 ²東京慈恵会医科大学整形外科学講座 

川口泰彦¹ 大谷卓也¹ 藤井英紀² 羽山哲生² 阿部敏臣² 天神彩乃² 松下洋平² 原田直毅¹ 雨宮えりか¹ 竹内哲也² 
 

4． 当センターにおける DDH 治療  -リーメンビューゲル装具と FACT の選択- 
埼玉県立小児医療センター整形外科 

神津 崇 及川 昇 平良勝章 根本菜穂 町田真理 

 

5． 当科にて 10 代で手術を施行した寛骨臼形成不全例の術後経過 
¹東京慈恵会医科大学附属第三病院 整形外科 ²東京慈恵会医科大学整形外科学講座 

川口泰彦¹ 大谷卓也¹ 藤井英紀² 羽山哲生² 阿部敏臣² 天神彩乃² 松下洋平² 原田直毅¹ 雨宮えりか¹ 



 

15:15 ~ 16:15  一般演題 3：下肢・腫瘍        口演 6 分 質疑応答 4 分                  
座長：大庭真俊（神奈川県立こども医療センター 整形外科） 

 

1． 幼児の大腿部痛において見逃しがちな２疾患の経験 
¹順天堂大学大学院医学研究科整形外科・運動器医学 ²順天堂大学医学部附属練馬病院 整形外科 

西郷吉柾¹ 本間康弘¹ 坂本優子¹² 馬場智規¹ 石島旨章¹ 
 

2． 大腿骨顆上部不顕性骨折を認めた中学生男児の 2 例 
横浜市立大学 整形外科 

稗田裕太 崔 賢民 池 裕之 手塚太郎 秋山豪介 倉澤美穂 中島尚嗣 稲葉 裕 
 

3． 穿孔性虫垂炎術後に発症した下腿コンパートメント症候群の一例 
群馬県立小児医療センター 整形外科 

浅井伸治 富沢仙一 
 

4． 脛骨近位骨端線近傍の外骨腫切除により、下肢アラインメントの改善が得られた小児の 1 例 
神奈川県立こども医療センター 整形外科 

勝山陽太 中村直行 大庭真俊 百瀬たか子 栗本怜実 町田治郎 
 

5． microgeodic disease 診断のための工夫 
東京都立小児総合医療センター 

福島啓太 太田憲和 松岡夏子 木村祐美子 道振康平 木村圭吾 下村哲史 
 

6． 類骨骨腫に対する骨髄鏡手術 
千葉県こども病院 

布目愛紗 柿崎 潤 及川泰宏 安倍 玲 山中理菜 中川知郎 

 

16:25 ~ 17:40  主題１：小児足部疾患の治療      口演 10 分 質疑応答 5 分                  
座長：町田治郎（神奈川県立こども医療センター 整形外科） 

 

1． 14 歳アスリートに右足部痛で発症した第４－５中足骨間骨癒合症の一例 
自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児整形外科 

大山隆充 渡邉英明 滝 直也 冨澤洋子 吉川一郎 
 

2． 当院における中足骨短縮症の治療成績 
山梨大学医学部 整形外科学講座 

若生政憲 藤巻太郎 波呂浩孝 
 

3． 二分脊椎の麻痺性足部変形に対する手術治療の成績 
神奈川県立こども医療センター 整形外科 

大庭真俊 中村直行 百瀬たか子 勝山陽太 栗本怜実 町田治郎 
 

4． 麻痺性内反足に対する距骨摘出術の治療成績 
心身障害児総合医療療育センター 整形外科 

田中弘志 伊藤順一 山本和華 松崎祐加里 橘 亮太 平山容成 荒井 貴 小﨑慶介 
 

5． 内反足ギプスを巻く際のひと工夫 松竹梅 
¹新潟大学医歯学総合病院整形外科 ²順天堂練馬病院整形外科 

村上玲子¹ 坂本優子² 

 

17:40 ~ 17:45  閉会の挨拶 稲葉 裕                           


