
学術講演 第３日目 ５月２３日（土）

第２会場（ホール B7（ 1））

第 ７６ 群 HPV・中咽頭癌 （９：００～９：５０）

座長：小川 徹也（愛知医科大学）川端 一嘉（がん研有明病院）
３９８ 若年者舌癌と HPVウイルス発現の関係 三木健太郎 （岡山大学）

３９９ 進行中咽頭癌における化学放射線療法の治療効果予測 長谷川昌宏 （県立南部医療センター・
こども医療センター）

４００ 当科における中咽頭癌症例の臨床統計 山崎愛語 （鳥取大学）

４０１ 当科における中咽頭扁平上皮癌８３症例の臨床検討 関水真理子 （慶應義塾大学）

４０２ 中咽頭癌における HPV感染と喫煙が及ぼす影響につ
いての検討

新橋 渉 （がん研有明病院）

第 ７７ 群 経口的咽喉頭手術 （９：５０～１０：３０）

座長：林 隆一（国立がん研究センター東病院）
４０３ NBI内視鏡の経口腔的観察の有用性について 酒井昭博 （東海大学）

４０４ Narrow band imaging拡大内視鏡を併用した経口的ロ
ボット支援手術

石川征司 （京都大学）

４０５ 下咽頭、中咽頭表在癌に対する Endoscopic laryngo―
pharyngeal surgery（ELPS）の検討

久保田 彰 （神奈川県立がんセンター）

４０６ 咽喉頭癌に対する経口的ロボット支援手術の安全性・
有効性に関する多施設臨床試験

楯谷一郎 （京都大学）

第 ７８ 群 下咽頭癌 （１０：３０～１１：００）

座長：長谷川泰久（愛知県立がんセンター）
４０７ 下咽頭癌での喉頭温存下咽頭部分切除術後の再燃 中溝宗永 （日本医科大学）

４０８ 下咽頭癌（梨状陥凹）におけるMetabolic Tumor Vol-
umeと予後との相関

矢吹健一郎 （横浜市立大学）

４０９ 過去２０年間の下咽頭癌の疾患構成と予後の変化 鈴木基之 （大阪府立成人病センター）
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第３会場（ホール B7（ 2））

第 ７９ 群 好酸球性副鼻腔炎 （９：００～１０：００）

座長：中丸 裕爾（北海道大学）柳 清（聖路加国際病院）
４１０ 好酸球性副鼻腔炎に対する吸入ステロイド薬鼻呼出療

法の有効性と機序の検討
朝子幹也 （関西医科大学）

４１１ 好酸球性副鼻腔炎症例における下気道評価についての
検討

寺田哲也 （大阪医科大学）

４１２ JESREC studyによる診断基準からみた当科における
好酸球性副鼻腔炎症例の検討

高田真紗美 （関西医科大学）

４１３ 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎における術後長期予後につい
ての検討

中山次久 （東京慈恵会医科大学）

４１４ 当科における好酸球性副鼻腔炎の臨床診断に関する検
討

吉浜圭祐 （さいたま市立病院）

４１５ 好酸球性副鼻腔炎手術症例における術中所見のスコア
化の試み

都築建三 （兵庫医科大学）

第 ８０ 群 副鼻腔炎 （１０：００～１０：５０）

座長：鈴木 秀明（産業医科大学）吉川 衛（東邦大学）
４１６ 外転神経麻痺を呈したアレルギー性真菌性副鼻腔炎の

１例
日尾祥子 （市立吹田市民病院）

４１７ アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎（AFRS）の臨床統計 松田恭典 （三重大学）

４１８ 慢性副鼻腔炎手術施行例における呼吸上皮腺腫様過誤
腫（REAH）―a retrospective study―

森下裕之 （三重大学）

４１９ 鼻副鼻腔に発生する呼吸上皮腺腫様過誤腫（REAH）
の有病率とその予後について

松脇由典 （東京慈恵会医科大学）

４２０ 副鼻腔洗浄カテーテル ENT―DIBの使用経験 池田浩己 （日本赤十字社和歌山医療
センター）

118―354 2015



第４会場（ホール B5（ 1））

第 ８１ 群 鼓膜 （９：００～９：４０）

座長：湯浅 有（仙台・中耳サージセンター）
４２１ 当科における自己血清点耳療法の検討 川合 唯 （山形大学）

４２２ 当科における鼓膜形成術（接着法）とその成績 岡上雄介 （天理よろづ相談所病院）

４２３ 結合組織鼓室内詰込みによる鼓膜再生術施行時の注意
点

中嶋正人 （埼玉医科大学）

４２４ 外耳道再生療法を応用した外耳道狭窄症例に対する鼓
膜再生療法

金丸眞一 （医学研究所 北野病院）

第 ８２ 群 耳管 （９：４０～１０：４０）

座長：大島 猛史（日本大学医学部附属板橋病院）水田 邦博（浜松医科大学）
４２５ 単純性慢性中耳炎における耳管機能 岩野 正 （岩野耳鼻咽喉科サージセ

ンター）

４２６ BUTS症候群の経験を生かした慢性疲労症候群の治療
法

高橋文夫 （高橋耳鼻いんこう科医院）

４２７ 耳管開放症におけるめまいと前庭機能障害の検討 大田重人 （兵庫医科大学）

４２８ 耳管開放症患者の病因・病態 吉田晴郎 （長崎大学）

４２９ Eustachian tube reconstruction to treat patulous
Eustachian tube

崔 勇 （Department of otolaryn-
gology, Guangdong Gen-
eral Hospital）

４３０ 外科的治療を要した難治性耳管開放症症例の検討 遠藤志織 （浜松医科大学）
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第５会場（ホール B5（ 2））

第 ８３ 群 人工聴覚器１ （９：００～１０：００）

座長：岩崎 聡（国際医療福祉大学三田病院）平海 晴一（岩手医科大学）
４３１ 人工聴覚器の適応と個別化医療について 工 穣 （信州大学）

４３２ 補聴器や人工内耳の装用児の進路 野村直孝 （りんくう総合医療センタ
ー）

４３３ 神経線維腫症第２型および聴神経腫瘍症例における人
工内耳治療の成績

熊川孝三 （虎の門病院）

４３４ 当科における成人人工内耳症例の検討―埋め込み時６５
歳以上の術後成績について―

前田幸英 （岡山大学）

４３５ 慢性中耳炎症例に対する人工内耳埋め込み術 金井理絵 （公益財団法人 田附興風
会）

４３６ 残存聴力活用型人工内耳（electric acoustic stimula-
tion : EAS）の適応条件をみたす難聴症例について

小泉敏三 （近畿大学）

第 ８４ 群 人工聴覚器２ （１０：００～１１：００）

座長：工 穣（信州大学）松田 圭二（宮崎大学）
４３７ 人工内耳手術における蝸牛内骨化症例の検討 太田陽子 （東京医科大学）

４３８ 人工内耳植込み術の入院期間を短縮する試み 松本 希 （九州大学）

４３９ BAHA術後の皮膚トラブルによるアバットメント入れ
替え例

北野正之 （京都大学）

４４０ BAHA装用者における軟骨伝導補聴器の効果 西村忠己 （奈良県立医科大学）

４４１ VSB人工中耳手術の治療成績―3D―CT画像解析によ
る FMT局在との相関―

土井勝美 （近畿大学）

４４２ 混合・伝音難聴に対する VSB手術の術後長期成績 松田圭二 （宮崎大学）
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第６会場（ホール D7）

第 ８５ 群 扁桃・アデノイド （９：００～１０：００）

座長：星川 広史（香川大学）保富 宗城（和歌山県立医科大学）
４４３ 当科におけるアデノイド切除術～従来法とデブリッタ

ー法の比較～
金丸朝子 （都立小児総合医療センタ

ー）

４４４ 口蓋扁桃摘出術に投与する鎮痛薬別にみた鎮痛効果と
術後出血の頻度：ロキソプロフェンとセレコキシブの
比較

平位知久 （県立広島病院）

４４５ 口蓋扁桃摘出術が奏功した PFAPA症候群の１例 石橋 淳 （小田原市立病院）

４４６ 顎関節症により両側口蓋扁桃摘出術施行時の術野展開
が困難であった１症例

吉福孝介 （国立病院機構鹿児島医療
センター）

４４７ 扁桃周囲膿瘍に対する即時膿瘍扁桃摘出術の適応につ
いて

川畠雅樹 （鹿児島大学）

４４８ 当科における扁桃周囲膿瘍の検討 阪上智史 （武田総合病院）

第 ８６ 群 口腔咽頭 （１０：００～１１：００）

座長：阿部 晃治（徳島大学）林 達哉（旭川医科大学）
４４９ 難治性口腔内潰瘍の１症例 梅野悠太 （福岡歯科大学）

４５０ 長期加療を要した口腔咽頭潰瘍の４例 小河孝夫 （滋賀医科大学）

４５１ 注意するべき咽頭痛 安齋 崇 （順天堂大学）

４５２ 咽頭痛を契機に診断に至った前立腺癌の一例 森 華 （東京女子医科大学 東医療
センター）

４５３ 茎状突起過長症１０例の検討 熊井良彦 （熊本大学）

４５４「舌圧子一体型口腔咽頭内視鏡」（プロジェクト名：
NTOP2013）この一年間の進捗状況について

角田晃一 （国立病院機構東京医療セ
ンター 人工臓器・機器開
発研究部）
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第７会場（ホール D5）

第 ８７ 群 鼻副鼻腔癌 （９：００～１０：００）

座長：西野 宏（自治医科大学）本間 明宏（北海道大学）
４５５ 上顎洞腺癌と涙嚢扁平上皮癌を同時重複した１例 嶋崎絵里子 （佐賀大学）

４５６ 鼻涙管原発腺様嚢胞癌の一例 都築伸佳 （足利赤十字病院）

４５７ 手術不能鼻副鼻腔未分化癌に対する化学療法 大野恒久 （京都桂病院）

４５８ Werner症候群と鼻副鼻腔悪性黒色腫の関連 門脇嘉宣 （大分大学）

４５９ 当科を受診した悪性黒色腫の検討 廣瀬由紀 （筑波大学）

４６０ 当科で治療を行った鼻腔・篩骨洞悪性腫瘍症例の臨床
的検討

宮丸 悟 （熊本大学）

第 ８８ 群 頭蓋底 （１０：００～１１：００）

座長：岸本 誠司（亀田総合病院）花澤 豊行（千葉大学）
４６１ Facial Dismasking法にて切除・再建した異時再発性

上顎骨形成性線維腫の１症例
鈴木久美子 （佐賀大学）

４６２ 遠隔転移を来した頭蓋底浸潤エナメル上皮腫の１例 中目亜矢子 （東北大学）

４６３ 3Dバーチャルシミュレーションはオーダーメイドチ
タンメッシュ使用時にも有用である。

西尾直樹 （名古屋大学）

４６４ 嗅神経芽細胞腫２１例の治療成績 澤津橋基広 （九州大学）

４６５ 嗅神経芽細胞腫予後不良症例の組織学的検討 白土秀樹 （国家公務員共済組合連合
会 浜の町病院）

４６６ 頸静脈孔神経鞘腫へのアプローチ：微小外科解剖検討
および文献的考察

小宗徳孝 （九州大学）
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第８会場（G409）

第 ８９ 群 味覚・唾液 （９：００～９：３０）

座長：山村 幸江（東京女子医科大学）
４６７ 最近２年間の当科味覚専門外来受診患者の検討 田中真琴 （日本大学）

４６８ ４基本味における認知閾値の季節変動について―テー
ストディスクⓇとソルセイブⓇを用いて―

工藤典代 （千葉県立保健医療大学）

４６９ ピロカルピン顆粒混合飲料服用による安静時唾液量の
変化

山村幸江 （東京女子医科大学）

第 ９０ 群 唾石 （９：３０～１０：１０）

座長：松延 毅（新東京病院）
４７０ 顎下腺欠損により診断が難渋した唾石症の１例 上原奈津美 （甲南病院）

４７１ 唾石の局在診断のための SialoCTの有用性 濱島有喜 （名古屋市立大学）

４７２ 当科における唾液腺内視鏡を用いた顎下腺唾石摘出術
の検討

高原 幹 （旭川医科大学）

４７３ 唾液腺内視鏡手術の治療成績と learning curveについ
ての検討

松延 毅 （新東京病院）

第 ９１ 群 公衆衛生 （１０：１０～１０：５０）

座長：中原はるか（江戸川橋クリニック）
４７４ 時系列による耳鼻咽喉科疾患の変遷 松山浩吉 （松山耳鼻咽喉科）

４７５ 新潟県における耳鼻咽喉科健診の実態調査結果 大滝 一 （日本耳鼻咽喉科学会 新潟
県地方部会）

４７６ 耳鼻咽喉科疾患のおける赤外線サーモグラフの応用に
ついて

本田 学 （本田耳鼻咽喉科医院）

４７７ 短期滞在手術後に緊急電話連絡にて問い合わせがあっ
た症例の検討

上田 大 （岩野耳鼻咽喉科サージセ
ンター）
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第９会場（G510）

第 ９２ 群 耳症例１ （９：００～９：４０）

座長：長谷川賢作（日本医科大学）
４７８ 長期の経過観察中に突然進展を見た高齢者後天性真珠

種例
斉藤真紀 （帝京大学）

４７９ 再発を繰り返した巨大錐体尖真珠腫の１例 小西将矢 （関西医科大学）

４８０ 外耳道に発生した syringocystadenomaの一例 福井英人 （関西医科大学 枚方病院）

４８１ 中耳膿原性肉芽腫の一例 新鍋晶浩 （自治医科大学附属さいた
ま医療センター）

第 ９３ 群 耳症例２ （９：４０～１０：２０）

座長：日高 浩史（東北大学）
４８２ 慢性中耳炎と頸部膿瘍から同一起炎菌を認めた一症例 田畑貴久 （産業医科大学）

４８３ 施設入所者の中耳手術３症例 森川敬之 （三岳荘 小松崎病院）

４８４ 耳疾患での外来処置、治療の工夫 木村 仁 （木村耳鼻咽喉科医院）

４８５ 一側性無難聴性耳鳴に対する一般診療に併用した鍼治
療の効果機序検討

鳥海春樹 （神尾記念病院）

第 ９４ 群 耳症例３ （１０：２０～１１：００）

座長：深美 悟（獨協医科大学）
４８６ 耳介に発生し、軟部悪性腫瘍との鑑別を要し形態温存

に苦慮した小児結節性筋膜炎の１例
代田桂一 （名古屋第一赤十字病院）

４８７ Malleus ankylosisの１症例 石田克紀 （茅ケ崎中央病院）

４８８ 成人後に発症した髄液耳漏の２例 吉田忠雄 （名古屋大学）

４８９ 耳閉塞感を契機に判明した頸動脈管の骨壁欠損を伴う
頭蓋底奇形の一例

吉田亜由 （三井記念病院）
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第２会場（ホール B7（ 1））

第 ９５ 群 感音難聴１ （１４：５０～１５：５０）

座長：岡本 牧人（北里大学）坂田 俊文（福岡大学筑紫病院）
４９０ 突発性難聴 Grade 1、2に対するステロイド内服治療

の成績について
河野敏朗 （西横浜国際総合病院）

４９１ 突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入療法の検討 岡田昌浩 （愛媛大学）

４９２ 突発性難聴に対するステロイド鼓室内注入療法の治療
成績―投与間隔による有効性の相違―

鈴木秀明 （産業医科大学）

４９３ 鼓室内ステロイド療法の突発性難聴に対するサルベー
ジ効果について

藤田信哉 （奈良県立医科大学）

４９４ ゼラチンハイドロゲルを用いた IGF―1局所投与によ
る突発性難聴治療：聴力予後関連因子に関する多変量
解析

中川隆之 （京都大学）

４９５ ステロイド治療後の突発性難聴難治例に対するアミド
トリゾアートの使用経験

鳥原康治 （宮崎大学）

第 ９６ 群 感音難聴２ （１５：５０～１６：４０）

座長：佐野 肇（北里大学）水足 邦雄（防衛医科大学校）
４９６ 突発性難聴に対する高気圧酸素療法の有用性に関する

研究～２施設間前向き比較試験結果報告～
丸田 弾 （国家公務員共済組合連合

会 佐世保共済病院）

４９７ 突発性難聴に対するリハビリテーション（CI）療法 岡本秀彦 （生理学研究所 統合生理研
究系 感覚運動調節研究部
門）

４９８ 急性感音性難聴の治療成績：内耳窓閉鎖術と保存的治
療の比較

永井知幸 （古賀総合病院）

４９９ マクログロブリン血症に急性感音難聴を発症した２例 瀧口洋一郎 （永寿総合病院）

５００ 当科における急性低音障害型感音難聴の治療と予後の
検討

菅谷明子 （岡山大学）
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第３会場（ホール B7（ 2））

第 ９７ 群 鼻副鼻腔手術３ （１４：５０～１５：５０）

座長：竹内 裕美（鳥取大学）原田 保（川崎医科大学）
５０１ 最後部篩骨洞（特に Onodi cell）、蝶形骨洞周囲にお

ける視神経、内頸動脈の走行について
和田弘太 （東邦大学）

５０２ 術前 CTによる前頭陥凹セルと前頭洞底の広さの関連
性について

牧原靖一郎 （香川労災病院）

５０３ Contra―lateral sphenoidal Onodi cell（CSOC）、Contra―
lateral ethmoidal Onodi cell（CEOC）の検討

柳 清 （聖路加国際病院）

５０４ 当院における鼻・副鼻腔手術の事故防止マニュアル 宮本康裕 （聖マリアンナ医科大学）

５０５ 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻副鼻腔手術の合併症
に関する検討―DPCデータベースを用いて―

鈴木さやか （東京大学）

５０６ 当院における短期入院鼻副鼻腔手術１，４２９件の検討 松本真吏子 （サージセンター浜松）

第 ９８ 群 頭頸部癌再発・救済 （１６：００～１６：５０）

座長：菅澤 正（埼玉医科大学国際医療センター）田口 享秀（横浜市立大学）
５０７ 頭頸部扁平上皮癌術後早期再発例の検討 本多啓吾 （京都医療センター）

５０８ 喉頭、中・下咽頭扁平上皮癌に対する化学放射線療法
後の救済手術の治療成績

田口享秀 （横浜市立大学）

５０９ 化学放射線療法後の救済手術の検討 丸尾貴志 （国立がん研究センター東
病院）

５１０ 下咽頭癌・喉頭癌頸部郭清術後における術後照射の検
討

北村公二 （大阪府立成人病センター）

５１１ 進行頭頸部癌における Neutrophil to lymphocyte ratio
（NLR）の有用性

中山雅博 （筑波大学）
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第４会場（ホール B5（ 1））

第 ９９ 群 中耳炎 （１４：５０～１６：００）

座長：柿木 章伸（東京大学）松谷 幸子（東北文化学園大学）
５１２（演題取り下げ）
５１３ 中耳常在菌叢と慢性中耳炎細菌叢の 16SrRNA菌種組

成解析
南 修司郎 （国立病院機構東京医療セ

ンター）

５１４ 真珠腫性中耳炎における網羅的細菌叢検討 橋田光一 （産業医科大学）

５１５ 肺炎球菌ワクチンと新規抗菌薬は小児急性中耳炎にど
のような影響を与えているか

戸川彰久 （和歌山県立医科大学）

５１６ 肺炎球菌ワクチンの普及による肺炎球菌の変化：無莢
膜型株の存在は何を意味するか？

中嶋宏児 （国保日高総合病院）

５１７ 肺炎球菌性中耳炎における病原性因子の発現と抗菌薬
の影響

武田早織 （和歌山県立医科大学）

５１８ 肺炎球菌バイオフィルムに関与する新しい表面抗原
PsrPの発現頻度の検討

保富宗城 （和歌山県立医科大学）

第 １００ 群 重複癌 （１６：００～１６：５０）

座長：櫻井 一生（藤田保健衛生大学）吉本 世一（国立がん研究センター中央病院）
５１９ 上咽頭・中咽頭重複癌の１例 音在信治 （大阪府立成人病センター）

５２０ 下咽頭癌における食道癌重複症例の検討 野田大介 （地方独立行政法人 山形
県・酒田市病院機構 日本
海総合病院）

５２１ 同時性頭頸部癌食道癌症例に対する治療アルゴリズ
ム：九州がんセンター試案

益田宗幸 （九州がんセンター）

５２２ 頭頸部扁平上皮癌における同時性重複癌の治療方法 油井健宏 （藤田保健衛生大学）

５２３ 頸部食道癌―耳鼻咽喉科と消化器外科合同手術症例 西村文吾 （筑波大学）
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演題取り下げ

atsushi goya
取り消し線

atsushi goya
取り消し線



第５会場（ホール B5（ 2））

第 １０１ 群 聴覚１ （１４：５０～１５：５０）

座長：芳川 洋（順天堂大学医学部附属浦安病院）和田 哲郎（筑波大学）
５２４ BOX型聴力検査室を用いた装用閾値測定の試み 藤田紘子 （済生会宇都宮病院）

５２５ Chirp音を用いた ASSRの成人例に対する有用性につ
いて

平賀良彦 （慶應義塾大学）

５２６ CE―Chirpを用いた AABRの検討 岸野明洋 （日本大学）

５２７ 乳児における他覚的聴覚検査の負担軽減の試み 永田善之 （日本大学）

５２８ 宮城県における新生児聴覚スクリーニングの現状につ
いて

奥村有理 （東北大学）

５２９ 胎児聴力検査の試み 松岡理奈 （順天堂大学）

第 １０２ 群 聴覚２ （１５：５０～１６：４０）

座長：鈴木 光也（東邦大学医療センター佐倉病院）馬場 俊吉（日本医科大学千葉北総病院）
５３０ 盲聾児における air puff audiometryによる聴覚検査 力武正浩 （目白大学言語聴覚学科）

５３１ 認知症患者における聴力評価 清水謙祐 （医）建悠会 吉田病院）

５３２ 認知障害と加齢性難聴との関係について―疫学調査プ
ロジェクト（PROST）データから―

森田由香 （新潟大学）

５３３ DPOAEによる検証⑴聴力と DPOAEの結果との乖離
から鼓膜インピーダンスの低下をみる

村上真美 （村上医院）

５３４ DPOAEによる検証⑵中耳圧平衡能を鼓膜インピーダ
ンスの物理力学的な観点からみる

村上力夫 （村上医院）
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第６会場（ホール D7）

第 １０３ 群 睡眠時無呼吸１ （１４：５０～１５：５０）

５３５ 慢性持続低酸素症（睡眠時無呼吸症候群）に対してア
ディポネクチンが膵臓 β 細胞に及ぼす影響

清水崇博 （愛知医科大学）

５３６ 閉塞性睡眠時無呼吸患者におけるMRIを用いた上気
道軟部組織の検討

山口宗太 （東邦大学 医療センター大
橋病院）

５３７ CPAP長期使用者における睡眠内容の臨床的検討 菊池 淳 （菊池医院）

５３８ 当院における CPAP治療の adherenceについての検
討

鈴木啓介 （名古屋第一赤十字病院）

５３９ 当科の CPAP使用患者における自覚的鼻閉の影響 杉本一郎 （広島大学）

５４０ CPAPアドヒアランスに対する鼻副鼻腔疾患の影響 井下綾子 （順天堂大学）

第 １０４ 群 睡眠時無呼吸２ （１５：５０～１６：５０）

座長：鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター）宮崎総一郎（滋賀医科大学）
５４１ 閉塞性睡眠時無呼吸における鼻腔通気度検査結果と鼻

呼吸障害の検討
河内理咲 （関西医科大学）

５４２ 睡眠時呼吸障害の過眠といびきに対する手術療法の検
討

久松建一 （土浦いびき・睡眠時呼吸
障害センター）

５４３ 小児の REM依存性閉塞性睡眠時無呼吸に関する検討 恩田信人 （東京慈恵会医科大学）

５４４ 小児閉塞性睡眠時無呼吸症の重症度に影響する要因に
ついて

澤井理華 （東京慈恵会医科大学）

５４５ 小児 OSASに対する手術的加療が身体発育に及ぼす
影響の検討（第２報）

田原晋作 （山口大学）

５４６ 小児睡眠時呼吸障害に対する観血的治療に関する検討 中島逸男 （獨協医科大学）
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座長：清水 猛史（滋賀医科大学） 大石　直樹（慶應義塾大学）　　
　　　中田 誠一（藤田保健衛生大学坂文種病院）
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第７会場（ホール D5）

第 １０５ 群 平衡２ （１４：５０～１５：５０）

座長：伊藤 彰紀（埼玉医科大学）野村 泰之（日本大学）
５４７ CTP陽性症例の臨床的検討 松田 帆 （埼玉医科大学）

５４８ 難聴を伴う耳石器性めまい症例 室伏利久 （帝京大学 医学部附属溝口
病院）

５４９ C2に関連する耳閉感の病態生理 石井正則 （JCHO 東京新宿メディカ
ルセンター）

５５０ めまいで発症した骨 Paget病の一例 小山新一郎 （名古屋第二赤十字病院）

５５１ 当科で経験した末梢性めまいと鑑別困難であった小脳
梗塞症例の検討

池谷洋一 （昭和大学）

５５２ 外傷後めまい症例における重心動揺と聴覚・嗅覚・味
覚の検討

相馬啓子 （川崎市立川崎病院）

第 １０６ 群 平衡３ （１５：５０～１６：５０）

座長：池園 哲郎（埼玉医科大学）伊藤 八次（岐阜大学）
５５３ 耳石器障害によるめまいの精神心理学的検討 瀬尾 徹 （近畿大学）

５５４（演題取り下げ）
５５５ めまい患者の起立試験における起立性血圧上昇の臨床

的意義について
平川治男 （広島赤十字・原爆病院）

５５６ ぐらぐら、ふわふわめまいと加齢性平衡障害 野村泰之 （日本大学）

５５７ 傾斜センサを用いた平衡機能障害リハビリテーション
装置とその基礎的研究について

小山京子 （東京都立広尾病院）

５５８ 姿勢・歩行障害に対する感覚代行リハビリテーション
治療の carry over効果

山中敏彰 （奈良県立医科大学）
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第８会場（G409）

第 １０７ 群 耳画像 （１４：５０～１５：５０）

座長：曾根三千彦（名古屋大学）辻 純（京都医療センター）
５５９ コーンビーム CTによる中耳腔軟部組織陰影の評価 宮永宜明 （宮崎大学）

５６０ RS―EPI（Readout segmented echo―planer imaging）を
用いた拡散強調画像による中耳真珠腫の診断

山本典生 （京都大学）

５６１ 造影MRIにおける真珠腫周囲の増強効果の程度と術
後含気に関する検討

長井慎成 （宮崎大学）

５６２ 中耳コレステリン肉芽腫症のMRI拡散強調画像所見
の検討

深美 悟 （獨協医科大学）

５６３ 耳硬化症例の術前MRI内リンパ水腫所見と術後経過 曾根三千彦 （名古屋大学）

５６４ 遅発性内リンパ水腫症例の画像所見の検討と対応 福嶋宗久 （関西労災病院）

第 １０８ 群 非扁平上皮癌 （１６：００～１６：５０）

座長：杉本 太郎（東京医科歯科大学）中溝 宗永（日本医科大学）
５６５ 頸部リンパ節転移を来した男性絨毛癌の一例 金井英倫 （昭和大学）

５６６ 放射線および化学療法の４年後の右上頸部リンパ節転
移に対する頸部郭清の病理にて確診となった胸腺癌の
一例

山本智矢 （国立病院機構 九州医療セ
ンター）

５６７ 頭頸部原発神経内分泌癌の３例 上浦大輝 （日本大学）

５６８ 当科および関連病院における頭頸部神経内分泌小細胞
癌の検討

若岡敬紀 （岐阜大学）

５６９ 当院で経験した節外性鼻型 NK/T細胞リンパ腫の２
例

中村紗矢香 （中部労災病院）
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