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第27回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会プログラム

〈第 1会場〉

総会 2月2日（木）13:20~13:50

〈第 1会場〉

最優秀論文賞授与式および受賞講演（平成 27年日本頭頸部外科学会最優秀論文賞） 2月2日（木）13:50~14:10

〈第 1会場〉

特別講演 2月2日（木）14:10~15:10

司会： 北野 博也（鳥取大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

SL 再生技術を用いた近未来の再建医療
髙戸 毅（東京大学大学院医学系研究科感覚・運動機能医学講座口腔外科学分野/東京大

学医学部附属病院 22 世紀医療センター/東京大学医学部附属病院ティッシュ・
エンジニアリング部）

〈第 1会場〉

シンポジウム 1 2月2日（木）10:30~11:30

司会： 岸本 誠司（亀田総合病院頭頸部外科）
菅澤 正（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科）

「希少難治疾患の手術対応」

S1-1 喉頭外傷
多田 靖宏（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）

S1-2 側頭骨グロムス腫瘍
須納瀬 弘（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）

S1-3 血管奇形の治療戦略
成島 三長（東京大学医学部形成外科・美容外科）

S1-4 頸動脈小体腫瘍
丹生 健一（神戸大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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〈第 1会場〉

シンポジウム 2 2月2日（木）15:20~16:20

司会： 伊藤 壽一（滋賀県立成人病センター研究所）
林 隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

「プロに学ぶ合併症への対応」

S2-1 鼻中隔穿孔―内視鏡下鼻中隔穿孔閉鎖術―
牛尾 宗貴（東京山手メディカルセンター耳鼻咽喉科）

S2-2 人工内耳の合併症（故障・感染など）
河野 淳（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

S2-3 喉摘後咽頭瘻孔
藤井 隆（大阪府立成人病センター耳鼻咽喉科）

S2-4 遊離皮弁壊死
吉本 世一（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

〈第 1会場〉

シンポジウム 3 2月3日（金）10:30~11:50

司会： 飯野ゆき子（東京北医療センター耳鼻咽喉科）
峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科）

「小児難治症例の治療」

S3-1 髄膜炎・内耳奇形
内藤 泰（神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科）

S3-2 小児の顔面神経麻痺に対する形成外科的治療
多久嶋亮彦（杏林大学医学部形成外科）

S3-3 先天性後鼻孔閉鎖症
近藤 健二（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

S3-4 気道狭窄
守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）
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〈第 1会場〉

パネルディスカッション（男女共同参画企画） 2月3日（金）14:40~15:50

司会： 小川 郁（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）
小林 一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科）

「私の手術修練とキャリアパス」

PD-1 チャンスは逃さず、目を肥やし、腕をみがく
森田 由香（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）

PD-2 ESS と嗅覚 ～与えられしチャンスを活かすべし～
森 恵莉（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）

PD-3 「広く見て、先を読み、前を向いて、人を治す手伝いをする」～嚥下障害診療を通して～
上羽 瑠美（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

PD-4 私の手術修練とキャリアパス 頭頸部外科分野において
平松真理子（名古屋大学医学部耳鼻咽喉科）

〈第 1会場〉

手術手技セミナー 1 2月2日（木）9:00~9:30

司会： 大森 孝一（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

OS1 嚥下評価と手術
田山 二朗（国立国際医療研究センター病院耳鼻咽喉科）

〈第 1会場〉

手術手技セミナー 2 2月2日（木）9:30~10:00

司会： 川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

OS2 唾液腺手術
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）

〈第 1会場〉

手術手技セミナー 3 2月2日（木）10:00~10:30

司会： 阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

OS3 鼓室形成術―難聴改善のために―
奥野 妙子（三井記念病院耳鼻咽喉科）
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〈第 1会場〉

手術手技セミナー 4 2月3日（金）9:00~9:30

司会： 倉富勇一郎（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

OS4 頸部郭清術
朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学医学部頭頸部外科）

〈第 1会場〉

手術手技セミナー 5 2月3日（金）9:30~10:00

司会： 猪原 秀典（大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

OS5 頭頸部外科領域における形成外科手技の活用
飯田 拓也（東京大学医学部形成外科・美容外科）

〈第 1会場〉

手術手技セミナー 6 2月3日（金）10:00~10:30

司会： 黒野 祐一（鹿児島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

OS6 内視鏡下鼻内手術（ESS）―安全に施行し、かつ限界を見極める
春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 1会場〉

倫理講習セミナー 2月3日（金）13:30~14:30 【専門医共通講習】

司会： 原 晃（筑波大学医学医療系耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

CS1 医療倫理学の現状と今後の展望
赤林 朗（東京大学大学院医学系研究科医療倫理学）

〈第 2会場〉

感染講習セミナー 2月3日（金）13:30~14:30 【専門医共通講習】

司会： 飯田 政弘（東海大学医学部耳鼻咽喉科）

CS2 感染症と感染対策について
奥川 周（東京大学医学部附属病院感染制御部）
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〈第 1会場〉

教育セミナー 1 2月2日（木）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 佐藤 宏昭（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

L1 患者の将来を考慮して行う人工中耳・人工内耳手術 ―混合難聴例の外科的聴覚管理―
東野 哲也（宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 2 2月2日（木）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 鴻 信義（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）

L2 アレルギー性鼻炎の発症と病態にかかわる背景因子について―遺伝・生育環境・生活環境―
近藤 健二（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

〈第 3会場〉

教育セミナー 3 2月2日（木）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 林 隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

L3 固形腫瘍におけるがん免疫療法への期待と課題：腫瘍内科医からのメッセージ
横田 知哉（静岡県立静岡がんセンター消化器内科）

〈第 1会場〉

教育セミナー 4 2月3日（金）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 丹生 健一（神戸大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科）

L4 分子標的薬の登場による甲状腺癌治療の新時代に考えるべきこと
杉谷 巌（日本医科大学内分泌外科）

〈第 2会場〉

教育セミナー 5 2月3日（金）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

L5 局所進行頭頸部癌の治療選択におけるERTの適応と実際
古平 毅（愛知県がんセンター中央病院放射線治療部）
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〈第 3会場〉

教育セミナー 6 2月3日（金）12:10~13:10 【耳鼻咽喉科領域講習】

司会： 加我 君孝（東京医療センター臨床研究センター/国際医療福祉大学言語聴覚セン
ター）

L6 人工内耳治療の到達点と展望
熊川 孝三（虎の門病院耳鼻咽喉科）

〈第 1会場〉

イブニングセミナー 1 2月2日（木）17:50~18:40

司会： 川端 一嘉（がん研有明病院頭頸科）

E1 頸部郭清を軸とした基本手技の習得をベースにハーモニック FOCUS+の有用性とその効果
的な教育トレーニングに関して
松本 文彦（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）
塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 2会場〉

イブニングセミナー 2 2月2日（木）17:50~18:40

司会： 香取 幸夫（東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

E2 プロヴォックスVega™によるシャント発声の手術と外来管理
福島 啓文（がん研有明病院頭頸科）

〈第 3会場〉

イブニングセミナー 3 2月2日（木）17:50~18:40

司会： 和田 弘太（東邦大学医療センター大森病院）

E3 今こそ導入したい鼻副鼻腔ナビゲーション―副鼻腔炎から翼口蓋窩・頭蓋底悪性腫瘍まで―
識名 崇（市立池田病院耳鼻いんこう科/大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸

部外科学）
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〈第 2会場〉

学生・研修医セッション 1 2月2日（木）15:20~16:10

司会： 土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）
伊藤 健（帝京大学耳鼻咽喉科）

YS1-1 小脳膿瘍を伴った中耳真珠腫の一例
松尾 彩加（国立病院機構長崎医療センター）

YS1-2 TEESによる sub�annular tube 併用鼓室形成術の経験
高見 晴奈（京都第二赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道外科）

YS1-3 小児真珠腫の臨床統計
髙橋 啓悟（岩手医科大学医学部）

YS1-4 中耳奇形が家族内発症した一家系
久保 寿美（三重大学医学部）

YS1-5 頸動脈小体腫瘍の一例
相原 勇介（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 2会場〉

学生・研修医セッション 2 2月2日（木）16:10~17:00

司会： 河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木 光也（東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科）

YS2-1 頭頸部Merkel 細胞癌の 1例
一寸木宏和（小田原市立病院耳鼻咽喉科）

YS2-2 中下咽頭に発生した高悪性度粘表皮癌の治療例
仲宗根和究（琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

YS2-3 当院で経験した耳下腺乳腺相似分泌癌例
宮本 大輔（福井赤十字病院）

YS2-4 頭蓋底手術を併用した上顎拡大全摘術
横村 優（東京医科歯科大学耳鼻咽喉科）

YS2-5 当科における口腔癌症例の臨床的検討
井上 汐里（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第1日目 平成 29年 2月 2日（木）

〈第 1会場〉

第 1群 中咽頭悪性 16:30~17:40

座長： 吉崎 智一（金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
松浦 一登（宮城県立がんセンター頭頸部外科）

001 ヒトパピローマウイルス関連中咽頭扁平上皮癌症例に対する新病期分類の有用性について
佐野 大佑（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

002 中咽頭癌症例におけるHPV感染と重複癌との関連について
橋本 和樹（九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

003 中咽頭 clear cell carcinoma の一例
堀 健志（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

004 中咽頭後壁癌についての臨床病理学的検討
篠崎 剛（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

005 当院における中咽頭扁平上皮癌 stageI、II の臨床検討
六郷 正博（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

006 HPV関連中咽頭癌における新病期分類の有用性についての検討
久場 潔実（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科）

007 当院で経験したHIV 感染を合併した頭頸部がん 4例
岡本 拓也（東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）

〈第 2会場〉

第 2群 鼻副鼻腔良性 1 9:00~10:00

座長： 平川 勝洋（広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学）
三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

008 甲状腺眼症に対してナビゲーション下に内視鏡下眼窩減圧術を施行した 1例
本多 伸光（愛媛県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

009 妊娠中の多量鼻出血を契機に発見された鼻腔血管腫の 1例
北條 裕子（竹田綜合病院）

010 上顎洞炎に対して下鼻道対孔を作成したESS症例の検討
岡崎 健（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

011 経鼻および経眼窩アプローチにて内視鏡下に摘出し得た眼窩内嚢胞の 1例
栗田 惇也（千葉大学医学部附属病院耳鼻咽喉頭頸部外科）



22

012 当科におけるEndoscopic modified medial maxillectomy 症例の検討
平賀 良彦（静岡赤十字病院耳鼻咽喉科）

013 慢性副鼻腔炎を合併した肺移植患者における長期生命予後に関する検討
假谷 伸（岡山大学医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 2会場〉

第 3群 鼻副鼻腔良性 2 10:00~10:50

座長： 増山 敬祐（山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
太田 伸男（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科学）

014 内視鏡鼻副鼻腔手術の下気道病変に及ぼす影響
太田 伸男（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）

015 当科における鼻副鼻腔内反性乳頭腫症例の検討
淵脇 貴史（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

016 鼻性頭蓋内合併症の 4例
有賀 健治（医仁会武田総合病院耳鼻咽喉科）

017 開口障害を伴った蝶形骨洞炎例
直井 勇人（姫路赤十字病院耳鼻咽喉科）

018 歯性上顎洞炎の臨床的検討
桐 広樹（大阪警察病院）

〈第 2会場〉

第 4群 唾液腺良性 1 10:50~11:50

座長： 内藤 健晴（藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科学）
氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科学教室）

019 耳下腺、頸部腫瘍手術に対する FaceLift アプローチ―傷跡が目立たない皮膚切開法―
伊地知 圭（名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

020 経口腔法切除を行った副耳下腺腫瘍の 2例
原 和也（西予市立西予市民病院）

021 外来にてワルトン管およびステノン管内唾石摘出を施行した 5症例
楠 威志（順天堂大学医学部附属静岡病院耳鼻咽喉科）

022 耳下腺腫瘍に対する審美的に優れた必要最小限の皮膚切開線設定の工夫
佐藤 大（杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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023 耳下腺腫瘍の審美的切開法における術前診断良性腫瘍診断の意義
茶薗 英明（千葉大学附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

024 耳下腺手術における術中神経モニタリングの有用性
八木 正夫（関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

〈第 3会場〉

第 5群 耳・側頭骨 1 9:00~10:00

座長： 髙橋 晴雄（長崎大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
堀井 新（新潟大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

025 内リンパ嚢開放術における裏面骨同定の意義
北原 糺（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

026 蝸牛型耳硬化症と van der Hoeve 症候群に対して人工内耳植え込み術を施行した 2例
西原美沙子（近畿大学医学部附属病院耳鼻咽喉科教室）

027 残存聴力活用型人工内耳（EAS）埋め込み術を施行した 1例
中西 亮人（富山大学大学院医学薬学研究部（医学）耳鼻咽喉科頭頸部外科）

028 感染合併好酸球性中耳炎に対し人工内耳埋め込み術を施行した 1例
矢間 敬章（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

029 当科における耳硬化症成績不良症例の検討
竹内 成夫（三井記念病院耳鼻咽喉科）

030 当院におけるアブミ骨手術の術後聴力経過
北岡 杏子（長崎大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 3会場〉

第 6群 頸瘻・梨状窩瘻 10:00~11:00

座長： 清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室）
竹内 万彦（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

031 当科における下咽頭梨状陥凹瘻の検討
石永 一（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

032 彎曲型喉頭鏡下にアトムチューブⓇを挿入し比較的容易に摘出した下咽頭梨状窩瘻の一例
竹下 直宏（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

033 第 1鰓溝性瘻孔の一例
小林 祐太（東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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034 呼吸困難を呈した新生児の下咽頭梨状陥凹瘻の 1例
濱口 宣子（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

035 出生後早期に手術を行い良好な経過を得た先天性梨状窩瘻の 2例
小川晋太郎（熊本大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

036 先天性完全側頸瘻の 1例
井内 寛之（鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 3会場〉

第 7群 小児 11:00~11:50

座長： 阪本 浩一（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）
仲野 敦子（千葉県こども病院耳鼻咽喉科）

037 1 歳児閉塞性睡眠時無呼吸障害例に対するアデノイド手術の経験
中山 素子（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科）

038 Suprastomal granuloma を生じた小児気管切開症例の検討
今本早紀子（千葉県こども病院耳鼻咽喉科）

039 軟骨無形成症での滲出性中耳炎合併例 22例の検討
藤井 可絵（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）

040 内視鏡下にて切除した、小児 ossifying fibroma の 1例
斎藤 真（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

041 重症心身障害児（者）における喉頭気管分離術・喉頭全摘術の臨床的検討
森下 大樹（横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科）

〈第 3会場〉

第 8群 経口的切除 1 15:20~16:20

座長： 塩谷 彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）
楯谷 一郎（京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

042 STEINER把持鉗子と薄型マリアブルバイポーラ鑷子の TOVSへの使用経験
戎本 浩史（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）

043 Ligasure Maryland™を用いた咽喉頭癌の経口切除術
齊藤 祐毅（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

044 ロボット支援下経口的咽頭癌切除術における術中超音波検査併用の導入の試み
藤原 和典（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）



25

045 当科における内視鏡下経口的咽喉頭手術の検討
松浦 真理（北海道大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

046 当科における下咽頭癌に対する経口切除の工夫
藤巻 充寿（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）

047 嚥下造影検査を用いた、経口的咽喉頭部分切除術（TOVS）における術後嚥下機能の解析
原田 栄子（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

〈第 3会場〉

第 9群 転移 16:20~17:20

座長： 中平 光彦（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科）
小川 徹也（愛知医科大学耳鼻咽喉科学講座）

048 当院における頭頸部がん治療後の肺転移に対する治療戦略
大内 陽平（香川大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

049 頭頸部悪性腫瘍における肺転移切除症例の検討
細川 誠二（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

050 術中大量出血をきたした淡明細胞型腎細胞癌の甲状腺転移の 1例
山内 盛泰（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

051 頭頸部臓器への同時性多発転移が見られた胃癌の一例
饒波 正史（琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

052 乳癌治療後 17年の長期経過を経て発症した蝶形骨転移性腫瘍の 1例
今野 渉（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

053 声門下に転移した前立腺癌の 1例
後藤 一貴（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 4会場〉

第 10 群 下咽頭悪性 1 9:00~10:00

座長： 鈴木 幹男（琉球大学医学部医学科高次機能医科学講座耳鼻咽喉科）
大月 直樹（神戸大学大学院医学研究科外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）

054 リンパ節転移陽性下咽頭癌において Lymph node density は生存を予測する
鈴木 秀典（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）

055 咽喉食摘・遊離空腸再建術後の腹部合併症発生率と危険因子に関する検討
鈴木さやか（東京大学医学部付属病院耳鼻咽喉科）
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056 下咽頭癌手術例における PIK3CA 活性型異常の臨床病理学的検討
小村 豪（NTT東日本関東病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科/東京大学医学部耳鼻咽喉科・聴

覚音声外科）

057 下咽頭扁平上皮がんの新しい分類方法の提案と当科における臨床検討
得丸 貴夫（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）

058 院内がん登録を用いて検討したわが国における頭頸部表在癌の現状
力武 諒子（国立がん研究センターがん対策情報センターがん臨床情報部/東京大学医学部

耳鼻咽喉科）

059 下咽頭表在癌の肉眼分類と組織進達度の比較
宮下 圭一（鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 4会場〉

第 11 群 下咽頭悪性 2 10:00~11:00

座長： 田中 信三（大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
室野 重之（福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座）

060 下咽頭癌に対するCetuximab 併用根治的放射線治療後の頸部郭清術の経験
平野 隆（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

061 頸部郭清術を先行した進行下咽頭癌症例の検討
稲井 俊太（日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

062 下咽頭癌治療後の放射線潰瘍に対する高圧酸素療法とPGAシートによる治療経験
河野 崇志（広島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

063 当科における下咽頭癌症例の検討
松井 雅裕（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

064 下咽頭扁平上皮癌放射線治療後の局所再発・残存病変に対する救済手術症例の検討
高橋 剛史（がん研有明病院頭頸科）

065 下咽頭がんに対する化学放射線療法後救済手術の検討
丸尾 貴志（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

〈第 4会場〉

第 12 群 肉腫 1 11:00~11:50

座長： 中尾 一成（NTT東日本関東病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
本田 耕平（秋田大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

066 診断に苦慮した耳下腺滑膜肉腫の 1例
山崎 恵介（新潟大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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067 経鼻内視鏡的アプローチにより摘出した鼻中隔発生の軟骨肉腫の 1症例
光吉 亮人（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

068 頸部滑膜肉腫の 2例
小林 徹郎（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

069 鼻中隔に発生した軟骨肉腫の 1例
寺西 裕一（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）

070 頭頸部領域に発生した濾胞性樹状細胞肉腫の 2例
近藤 貴仁（がん研究会有明病院頭頸科/東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭

頸部外科）

〈第 4会場〉

第 13 群 肉腫 2 15:20~16:00

座長： 三浦 弘規（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）
花井 信広（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科部）

071 上顎洞原発の angiosarcoma の 1例
樽谷 貴之（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

072 頸部に生じた放射線誘発血管肉腫の 1例
新井 啓仁（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

073 初回治療の 10年後に再発が疑われた奇形腫由来癌の一例
金谷 洋明（獨協医科大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

074 深頸骨格筋原発と考えられたデスモイド腫瘍の一例
上村 裕和（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 4会場〉

第 14 群 手術支援機器 1 16:00~17:00

座長： 宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
朝子 幹也（関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

075 Mask Registration による光学式ナビゲーションシステムの使用経験 耳科手術への応用につ
いて
根本 俊光（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）

076 手術用ナビゲーションシステムを使用した硬口蓋がん手術症例
山下 安彦（福山市民病院耳鼻咽喉科）

077 超音波診断装置を利用したナビゲーション手術
福原 隆宏（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
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078 当院における内視鏡補助下頸部郭清術
浅田 行紀（宮城県立がんセンター）

079 超音波骨切削機器（PiezosurgeryⓇ）の使用経験の報告
鈴木 法臣（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

080 中耳内耳奇形に対するナビゲーション支援下人工内耳埋め込み術例
中村信太朗（京都大学医学部附属病院）

〈第 4会場〉

第 15 群 頸部嚢胞 17:00~17:50

座長： 伊藤 八次（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科学）
坂口 博史（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

081 顎下部から鼓室に至る第一鰓裂嚢胞の 1例
高岡美渚季（東京都立多摩総合医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

082 第一鰓裂嚢胞および瘻孔の 2例
積山 幸祐（鹿児島生協病院耳鼻咽喉科）

083 MRI で術前診断が可能であった口腔底類皮嚢胞の一例
神谷 透（京都市立病院耳鼻咽喉科）

084 耳介後部フェイスリフト切開を用いた側頸嚢胞摘出術の検討
野村研一郎（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

085 気管切開を施行した喉頭内進展甲状舌管嚢胞の一例
真田 朋昌（愛媛大学耳鼻咽喉科）

〈第 5会場〉

第 16 群 鼻副鼻腔悪性 1 9:00~10:00

座長： 志賀 清人（岩手医科大学医学部頭頸部外科学科）
本間 明宏（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

086 上顎全摘術に対する内視鏡下鼻内手術の応用―翼状突起基部の切離―
花澤 豊行（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

087 非扁平上皮上顎洞悪性腫瘍症例の臨床的検討
宮丸 悟（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

088 導入化学療法後に鼻内内視鏡下切除術が可能となった鼻腔癌の 1例
西堀 丈純（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科）
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089 副鼻腔癌に対する放射線治療後の腫瘍残存についての検討
小野田友男（岡山大学大学院医歯薬総合研究科頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

090 鼻翼に発生した多型腺腫由来腺様嚢胞癌の一例
新國 摂（群馬大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

091 内視鏡下に治療した鼻副鼻腔悪性腫瘍
山下 懐（琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

〈第 5会場〉

第 17 群 鼻副鼻腔悪性 2 10:00~11:00

座長： 原渕 保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
肥後隆三郎（順天堂大学医学部附属浦安病院耳鼻咽喉科）

092 鼻副鼻腔に発生したNUT midline carcinoma の 1例
松尾美央子（独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

093 診断に難渋した副鼻腔炎合併眼窩内悪性リンパ腫の 1例
柏木 隆志（獨協医科大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

094 当科における嗅神経芽細胞腫症例の検討
明石 健（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

095 両側根治的頸部郭清術と広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術を行った嗅神経芽細胞腫の一例
田中 晴香（筑波大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

096 前頭蓋底へと進展した嗅神経芽細胞腫の一例
石井 健太（東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科）

097 鼻副鼻腔転移をきたした腎細胞癌の 2症例
水成 陽介（東京慈恵会医科大学附属第三病院耳鼻咽喉科）

〈第 5会場〉

第 18 群 手術支援機器 2 11:00~11:50

座長： 肥塚 泉（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科学教室）
欠畑 誠治（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

098 当科におけるV�Loc の使用経験
濱田美帆子（順天堂大学医学部附属練馬病院耳鼻咽喉科）

099 喉頭垂直部分切除症例におけるV�Loc クロージャーデバイスの使用経験
黒瀬 誠（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
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100 吸収性有棘連続縫合糸（V�Loc™）を用いた喉頭全摘後咽頭縫合の経験
岡村 純（浜松医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

101 高度肥満患者における超巨大甲状腺腫に対する治療戦略―THUNDERBEAT Open Fine Jaw
の使用経験―
太田 一郎（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

102 頭頸部手術におけるサンダービート ファインジョーの使用経験
肥後隆三郎（順天堂大学医学部附属浦安病院耳鼻咽喉科）

〈第 5会場〉

第 19 群 導入化学療法 15:20~16:20

座長： 甲能 直幸（佼成病院）
福田 諭（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

103 下咽頭癌に対する導入化学療法についての検討
倉本倫之介（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）

104 TPF 療法における発熱性好中球減少症の治療前予測因子の検討
島貫茉莉江（川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科）

105 名古屋市立大学における TPFレジメンを用いた導入化学療法
的場 拓磨（名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

106 局所進行舌癌に対する導入化学療法の効果
北村 守正（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

107 CDDP60mg、DOC60mg、5�FU600mg による導入化学療法の安全性と奏効率に関する検討
丸山 諒（東京医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

108 TPF 療法における予防的G�CSF投与の検討
今野 信宏（北海道大野記念病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 5会場〉

第 20 群 放射線・化学療法 1 16:20~17:20

座長： 久保田 彰（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）
藤本 保志（名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学）

109 当科における局所進行下咽頭癌及び喉頭癌に対する化学療法併用放射線治療後の喉頭・嚥下
機能に関する検討
櫻井 利興（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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110 シスプラチン同時併用放射線療法におけるシスプラチン後発品の安全性に関する検討
高瀬聡一郎（東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）

111 新潟県の頭頸部扁平上皮癌に対するCCRTの現状―県内多施設共同研究の中間報告―
松山 洋（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

112 頭頸部癌放射線治療例における hematological inflammatory and nutritional marker の予後予
測能の比較検討
中原 奈々（川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科）

113 節外浸潤陽性の術後再発高リスク患者に対して術後化学放射線療法を行わなかった症例の検
討
津村 宗近（岡山大学大学院医歯薬総合研究科頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

114 強皮症を合併した上咽頭癌に対する放射線治療有害事象
赤澤 吉弘（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科）

〈第 5会場〉

第 21 群 放射線・化学療法 2 17:20~18:20

座長： 古阪 徹（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
花澤 豊行（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

115 頭頸部扁平上皮癌に対するCetuximab の効果予測因子に関する検討
小柏 靖直（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科）

116 頭頸部扁平上皮癌に対するセツキシマブ併用放射線治療 47例の検討
平澤 一浩（東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科）

117 当科における中咽頭癌および舌癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療の検討
池嵜 祥司（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

118 化学放射線療法後救済手術における領域頸部郭清術の妥当性の検証
岡野 渉（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

119 当院におけるCRTと Cmab�RT の急性期有害事象についての検討
岡 愛子（香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

120 救済手術における病理組織学的検証～化学放射線治療における組織障害は、併用薬剤による
違いはあるのか～
瓜生 英興（国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科）
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〈第 6会場〉

第 22 群 甲状腺悪性 1 9:00~10:00

座長： 辻 裕之（金沢医科大学頭頸部外科学）
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

121 甲状腺扁平上皮癌症例の臨床的検討
安松 隆治（九州大学医学研究院耳鼻咽喉科）

122 超高齢者甲状腺未分化癌に対する咽喉食摘術の治療経験
栢野 香里（公立南丹病院耳鼻咽喉科）

123 難治性甲状腺乳頭癌症例に対する治療経験
下出 祐造（金沢医科大学頭頸部外科学教室）

124 当科における周囲臓器の合併切除を要した甲状腺癌症例の検討
山崎 一樹（千葉大学大学院医学部研究院耳鼻咽喉科）

125 初診時に多発肺転移を認めた若年者甲状腺乳頭癌の 3症例の分子生物学的解析
松本 文彦（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

126 上縦隔に進展した甲状腺癌に対して各種縦隔アプローチ法を併用して手術を施行した 3例
松田 信作（東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）

〈第 6会場〉

第 23 群 甲状腺悪性 2 10:00~11:00

座長： 庄司 和彦（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）
角田 篤信（順天堂大学医学部附属練馬病院耳鼻咽喉・頭頸科）

127 気道狭窄を伴う甲状腺悪性腫瘍症例での気道確保の工夫～根治切除不能例について～
村上 大造（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

128 扁平上皮癌への移行を認めた甲状舌管癌の一例
尾田 丈明（東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科）

129 当科における甲状腺癌症例の術前診断と術式に関する検討
手島 直則（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

130 当科における高齢者の甲状腺乳頭癌に関する検討
米澤宏一郎（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）

131 原発巣、頸部リンパ節転移巣ともにハニカム様構造を認めた甲状腺乳頭癌の一例
笠倉奈津子（杏林大学医学部耳鼻咽喉科）

132 当科で経験した甲状腺硝子化索状腫瘍の 1例
大村 学（京都第一赤十字病院耳鼻咽喉科）
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〈第 6会場〉

第 24 群 経口的切除 2 11:00~11:50

座長： 兵頭 政光（高知大学医学部医学科耳鼻咽喉科学）
大上 研二（東海大学医学部耳鼻咽喉科）

133 TOVSで摘出した舌根部嚢胞の 1例
槇 大輔（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）

134 咽頭癌経口切除後のトリアムシノロンアセトニド局注による咽頭狭窄予防
渡部 佳弘（東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科）

135 当科における経口的下咽頭悪性腫瘍切除術の検討
熊井 良彦（熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

136 甲状腺乳頭癌ルビエールリンパ節転移に対してナビゲーション下 TOVSにより摘出した 1例
坂本 耕二（済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科）

137 根治照射後中下咽頭癌再発症例に対するELPSの問題点
川嵜 洋平（秋田大学医学部耳鼻咽喉科）

〈第 6会場〉

第 25 群 喉頭 1 15:20~16:20

座長： 山下 拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
平野 滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

138 拡大喉頭垂直部切により喉頭温存を行った喉頭軟骨腫の 1例
松浦 一登（宮城県立がんセンター頭頸部外科/東北大学大学院医学系研究科連携講座頭頸

部腫瘍学分野）

139 喉頭全摘出後の咽頭瘻孔についての検討
山田 雅人（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）

140 当科における喉頭癌に対する放射線治療での喉頭温存
鵜久森 徹（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

141 喉頭温存手術を施行した喉頭癌症例の検討
深澤 雅彦（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

142 進行声門癌に対する超選択的動注療法後再発症例の検討
大峡 慎一（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）

143 当科における喉頭癌 T3、T4 症例についての検討
福岡 修（東京大学医学部耳鼻咽喉科）
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〈第 6会場〉

第 26 群 喉頭 2 16:20~17:20

座長： 梅﨑 俊郎（福岡山王病院耳鼻咽喉科・音声嚥下センター）
齋藤康一郎（杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸科学教室）

144 診断に苦渋した喉頭蓋神経内分泌癌の 1例
秋田佳名子（国立病院機構大阪医療センター）

145 慢性リンパ性白血病により声門下狭窄を来した一例
渡部 涼子（虎の門病院）

146 excision biopsy を行った仮声帯原発MALT リンパ腫の一例
沖中 洋介（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

147 気管に発生した上皮筋上皮癌の 1例
木村 隆浩（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

148 喉頭蓋に発生した神経内分泌癌の一例
遠藤理奈子（足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

149 気道狭窄によりたこつぼ型心筋症を発症した喉頭癌の一例
西村 在（奈良県立医科大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 7会場〉

第 27 群 血管腫・血管奇形 9:00~10:00

座長： 竹内 裕美（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
羽藤 直人（愛媛大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

150 側頭下窩に発生し開口障害を来した血管腫の 1例
長谷川翔一（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

151 顎下部動静脈奇形の一例
坂井 梓（日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

152 頸部外切開で摘出した下咽頭血管奇形の一例
寒河江ひとみ（平塚市民病院耳鼻咽喉科）

153 頸部に生じた血管奇形の診断、治療における工夫
小山 哲史（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

154 工夫して摘出した側頭部皮下血管腫
内山美智子（東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科）

155 血管塞栓術と外科切除の combined approach による喉頭血管奇形の治療経験
杉野 赳浩（福岡大学病院）
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〈第 7会場〉

第 28 群 頸部 10:00~11:00

座長： 鈴木 秀明（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
松原 篤（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科）

156 後斜角筋より発生した頸部筋肉内脂肪腫の 2症例
花田 誠（御上会野洲病院耳鼻咽喉科）

157 巨大な頸部脂肪腫の摘出経験
小林 大介（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

158 当科における頸部試験切除術症例の検討
丁 剛（近江八幡市立総合医療センター）

159 口内法にて切除した茎状突起過長症の 2例
望月 大極（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

160 内頸動脈を圧排し繰り返す脳梗塞の原因となった茎状突起過長症例
藤村真太郎（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）

161 頸部外切開にて切除した茎状突起過長症の 1例
日江井裕介（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

〈第 7会場〉

第 29 群 副咽頭間隙 11:00~11:50

座長： 原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）
鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

162 副咽頭間隙にみられた頭蓋外内頸動脈瘤の 1例
間多 祐輔（総合南東北病院耳鼻咽喉科）

163 当センターにおける副咽頭間隙に発生した多形腺腫の手術例 45例の検討
松木 崇（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

164 頸部・副咽頭間隙神経鞘腫の自然増大速度
伊藤 裕介（亀田総合病院耳鼻咽喉科）

165 一側性扁桃腫脹を来した副咽頭間隙腫瘍の一例
楊 鈞雅（愛知医科大学病院耳鼻咽喉科）

166 副咽頭間隙に再発した耳下腺多形腺腫の 2症例
澤部 倫（名古屋市立大学耳鼻咽喉頭頸部外科）
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〈第 7会場〉

第 30 群 外傷・異物 15:20~16:30

座長： 将積日出夫（富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
加瀬 康弘（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）

167 クマによる顔面外傷の 10例
鈴木 真輔（秋田大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

168 一期的閉創を行った開放性咽喉頭外傷の 2例
中多 祐介（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

169 当科で施行した眼窩吹き抜け骨折の術式に関する考察
加藤 永一（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

170 摘出に難渋した頸部異物例
小松原靖聡（姫路赤十字病院耳鼻咽喉科）

171 外切開により摘出した頸部皮下迷入魚骨異物の 1例
岡上 雄介（天理よろづ相談所病院）

172 経口的摘出を行った咽頭・食道腔外異物の 2症例
嶋村 洋介（東京慈恵会医科大学附属第三病院耳鼻咽喉科）

173 外切開にて摘出した下咽頭頸部食道の義歯異物の 3症例
岩井 裕規（帝京大学医学部附属病院）

〈第 7会場〉

第 31 群 神経原性腫瘍 16:30~17:30

座長： 蓑田 涼生（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
神崎 晶（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

174 神経モニタリングを用いて摘出した頸部神経鞘腫の 2例
鳥居 淳一（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科）

175 頸部神経鞘腫に対する神経温存手術―神経モニタリングと被膜間摘出の工夫―
伊地知 圭（名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

176 下咽頭に発生した神経線維腫症の 1例
田崎 彰久（東京医科歯科大学頭頸部外科）

177 経口的喉頭直達法により摘出した喉頭原発の神経原性腫瘍 2症例
西川 大祐（近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科）

178 頸部迷走神経原性腫瘍手術症例の検討
大野 純希（長崎大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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179 内視鏡併用口腔内アプローチで摘出した咬筋内神経鞘腫症例
遠藤 一平（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

〈第 7会場〉

第 32 群 気道 17:30~18:10

座長： 牧山 清（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
平林 秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

180 顎二腹筋再建による喉頭挙上術
大越 明（東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

181 2 度の手術を要したClicking larynx の 1 例
中西 庸介（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

182 リニアステープラーを用いた難治性誤嚥に対する喉頭全摘術
桂 資泰（国立病院機構嬉野医療センター耳鼻咽喉科）

183 気管切開術 204 例の術後経過に関する臨床的検討
春日井 滋（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科）
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第2日目 平成 29年 2月 3日（金）

〈第 2会場〉

第 33 群 甲状腺良性 8:30~9:40

座長： 森 一功（近畿大学医学部堺病院耳鼻咽喉科）
森谷 季吉（草津総合病院頭頸部外科センター）

184 両側声帯麻痺にて呼吸困難をきたしたバセドウ病の一例
松下安理華（聖隷浜松病院耳鼻咽喉科）

185 当科におけるバセドウ病手術症例の検討
三谷 壮平（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

186 穿刺吸引細胞診後に急速なびまん性甲状腺腫脹を来した 1例
瀧 重成（市立札幌病院耳鼻咽喉科・甲状腺外科）

187 甲状腺術後血腫の臨床的検討―創部圧迫の有無による差異について
中薗 彬（手稲渓仁会病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

188 副甲状腺嚢胞を伴う腺腫により副甲状腺機能亢進症を呈した 1例
北野 睦三（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）

189 当科における副甲状腺機能亢進症の手術症例の検討
森倉 一朗（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

190 当センターにおける縦隔内甲状腺腫の検討
櫛橋 幸民（昭和大学頭頸部腫瘍センター/昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

〈第 2会場〉

第 34 群 感染症 1 9:40~10:40

座長： 長谷川賢作（日本医科大学千葉北総病院耳鼻咽喉科）
保富 宗城（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科）

191 陰圧閉鎖療法を併用した仮声帯の穿孔を伴う深頸部膿瘍例
牧原靖一郎（香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

192 陰圧閉鎖療法と嚥下、頸部運動リハビリを行った壊死性筋膜炎
富樫 孝文（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

193 医療訴訟 7症例からみた急性喉頭蓋炎診療における問題点
吉村 理（市立札幌病院耳鼻咽喉科甲状腺外科）

194 当科で経験した顎骨周囲膿瘍の 2症例
入舩 悠樹（愛媛県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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195 当科における扁桃周囲膿瘍の臨床的検討
足立 将大（水戸協同病院）

196 急性喉頭蓋炎、扁桃周囲膿瘍、深頸部膿瘍における重症化の危険因子の検討
井上由佳理（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科教室）

〈第 2会場〉

第 35 群 感染症 2 10:40~11:40

座長： 林 達哉（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科）

197 長期間の抗菌薬点滴投与を要した悪性外耳道炎例
佐藤 豪（徳島大学医学部耳鼻咽喉科）

198 頭頸部癌再建術後の抗菌薬治療の検討
平岡 政信（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

199 術後経過観察中に頭蓋内膿瘍形成を認めた副鼻腔アスペルギルス症の 1例
松井 祐興（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

200 鼻内視鏡下に排膿術を行った側頭下窩膿瘍の 1例
椛 慎治（倉敷中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

201 副鼻腔炎に合併した上眼瞼・前額部膿瘍の 2例
高橋 紘樹（函館中央病院耳鼻咽喉科）

202 蝶形骨洞炎に合併した海綿静脈洞血栓症の 1例
中尾 信裕（大阪赤十字病院）

〈第 2会場〉

第 36 群 感染症 3 14:40~15:40

座長： 曾根三千彦（名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
中田 誠一（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

203 咽後膿瘍から進展したと考えられた劇症型溶血性レンサ球菌感染症の 1例
竹林 慎治（神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

204 ドレーンによる反応性心嚢液貯留を認めた降下性壊死性縦隔炎の 1症例
阿久津泰伴（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）

205 咽後膿瘍から敗血症性肺塞栓および全身性多発膿瘍を認めた Lemierre 症候群の 1例
戸塚 大輔（川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科）
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206 当科における頸部膿瘍症例の検討
岡崎 吉紘（山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科）

207 深頸部膿瘍における小児例と成人例の差異に関する検討
日高 浩史（東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

208 膿瘍開放術後に発症した乳糜漏に対しオクトレオチド投与が著効した 1例
有方 雅彦（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

〈第 3会場〉

第 37 群 耳・顔面神経 8:30~9:30

座長： 武田 憲昭（徳島大学医学部耳鼻咽喉科）
柿木 章伸（神戸大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

209 外耳道軟骨腫の小児例
山本 陽平（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

210 外耳道に発生した孤立性線維性腫瘍の 1例
國部 勇（札幌東徳洲会病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

211 孤立性ツチ骨骨折の一例
池畑 美樹（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

212 真菌性中耳肉芽腫症の一例
菊地さおり（東京北医療センター耳鼻咽喉科）

213 顔面神経麻痺不完全治癒に対してネットワーク型神経再建を施行した 1例
若林 毅（国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科）

214 当科における顔面神経減荷術の検討
近藤 律男（東京女子医科大学耳鼻咽喉科学教室）

〈第 3会場〉

第 38 群 耳・側頭骨 2 9:30~10:30

座長： 小島 博己（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
北原 糺（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

215 経中頭蓋窩法による耳科手術 28症例の検討
藤田 岳（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）
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216 上半規管裂隙症候群の 4手術例―耳管開放症との鑑別点と手術法について
池田 怜吉（仙塩利府病院耳科手術センター）

217 耳管開放症に対する耳管ピンのサイズの検討―4号ピンから挿入の試み―
平井 良治（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科分野）

218 立体 Z形成術を用いた外耳道入口部拡大法
南 修司郎（国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科）

219 鼓膜形成術および鼓室形成術 I 型における 1/3 薄切軟骨の有用性
北尾 恭子（帝京大学医学部付属溝口病院耳鼻咽喉科/北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽

喉科・頭頸部外科）

220 先天性外耳道狭窄症が長期間放置されて生じた巨大外耳道真珠腫に対する外耳道形成術の工
夫
若杉 亮（新潟県立がんセンター新潟病院頭頸部外科/新潟大学大学院医歯学総合研究科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

〈第 3会場〉

第 39 群 耳・側頭骨腫瘍 10:30~11:40

座長： 植田 広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）
大島 猛史（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

221 経乳突法により摘出・再建を行った側頭骨内顔面神経鞘腫の 2症例
小田桐恭子（東海大学医学部耳鼻咽喉科）

222 耳管内伸展した中耳過誤腫の 1例
隈部 洋平（兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

223 当院において手術加療を施行した聴神経腫瘍症例の聴力像の検討
井谷 茂人（東京医科大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科分野）

224 鼓室型グロームス腫瘍 4例の治療経験
比嘉 輝之（琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

225 外耳道全摘出術を施行した外耳道癌の治療成績
横島 一彦（日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

226 外耳道扁平上皮癌 T1・T2 例の臨床検討
吉田 尚生（大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

227 手術治療を行ったグロムス腫瘍 4症例の検討
高野 賢一（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
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〈第 3会場〉

第 40 群 鼻副鼻腔良性 3 14:40~15:40

座長： 池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
大久保公裕（日本医科大学附属病院耳鼻咽喉科）

228 スエヒロタケによるアレルギー性鼻副鼻腔真菌症の一例
苦瓜 夏希（JCHO東京新宿メディカルセンター）

229 鼻腔内に発生した巨大な限局性アミロイドーシスの一例
高山 仁美（愛知医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

230 右上顎に発生したExtra�Axial Chordoma の 1例
上田 勉（広島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

231 多発血管炎性肉芽腫症により眼窩先端症候群をきたした 1例
鶴田 賀之（神戸大学医学部附属病院）

232 鼻副鼻腔に発生した巨大 solitary fibrous tumor の 1 例
藤田 祥典（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

233 外転神経麻痺を来した蝶形骨洞嚢胞の 1例
藤井 博則（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

〈第 4会場〉

第 41 群 下咽頭悪性 3 8:30~9:30

座長： 金子 賢一（長崎大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木 政美（群馬県立がんセンター頭頸科）

234 下咽頭を原発とする紡錘細胞癌の 1症例
荒木 直人（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耳鼻咽喉・頭頸部外

科）

235 下咽頭癌における重複癌症例の検討
千田 邦明（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）

236 下咽頭癌に対する喉頭温存手術
山本 佳史（大阪府立急性期総合医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

237 骨髄移植を行った Fanconi 貧血患者に発症した下咽頭癌の 1例
武永芙美子（産業医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

238 喉頭癌・下咽頭癌 T3症例における喉頭温存可能症例の特徴
杉山 智宣（埼玉県立がんセンター）

239 下咽頭癌部分切除・遊離空腸再建後にモニター空腸切離断端に再発を認めた 1例
中田 智明（東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科学教室）
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〈第 4会場〉

第 42 群 悪性予後因子ほか 9:30~10:30

座長： 中溝 宗永（日本医科大学耳鼻咽喉科）
益田 宗幸（九州がんセンター頭頸科）

240 頭頸部癌における高齢者機能評価スクリーニングツールの有用性
石井 亮（東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

241 高齢者頭頸部扁平上皮癌手術におけるPOSSUMを用いたリスク評価の検討
益田 昌吾（九州大学病院臨床研修センター）

242 頭頸部扁平上皮癌患者における L3骨格筋面積指数の臨床的意義
西川 大輔（愛知県がんセンター中央病院）

243 頭頸部扁平上皮癌の外科治療における p53 免疫染色の意義
小林 謙也（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

244 当院における頭頸部癌と他臓器重複癌一期的根治手術の検討
小島 雅貴（順天堂大学耳鼻咽喉科学講座）

245 当科における頭頸部を含む多重癌症例の臨床的検討
吉田 真夏（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

〈第 4会場〉

第 43 群 悪性頸部転移ほか 10:30~11:50

座長： 家根 旦有（近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科）
杉本 太郎（都立駒込病院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科）

246 頸動脈洞過敏症候群を来し、temporary pacemaker を挿入した悪性リンパ腫の症例
浅井 俊一（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）

247 胸骨合併切除を行った下頸部皮膚癌の 1例
寺澤 耕祐（岐阜大学病院耳鼻咽喉科）

248 当院における頸部転移皮膚浸潤症例の検討
川畑 隆之（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

249 当科で治療した原発不明癌頸部リンパ節転移について
寺田 聡広（名古屋第一赤十字病院耳鼻咽喉科）

250 頭頸部扁平上皮癌の両側頸部リンパ節転移症例の検討
嘉田 真平（国立病院機構京都医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

251 頭頸部原発神経内分泌癌に関する臨床的検討
古後龍之介（九州大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）



44

252 頭頸部原発腺様嚢胞癌症例の検討
野田 大介（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

253 腹直筋皮弁採取部乳糜漏の経験
増淵 達夫（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

〈第 4会場〉

第 44 群 悪性黒色腫 14:40~15:50

座長： 門田 伸也（四国がんセンター頭頸科）
近松 一朗（群馬大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

254 鼻腔原発 T1/T2（AJCC）悪性黒色腫症例に対する術後照射を伴う内視鏡下切除術の結果
西野 宏（自治医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

255 当院における鼻副鼻腔悪性黒色腫の検討
松本 吉史（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

256 悪性黒色腫 7例の治療経験
木下 慎吾（上尾中央総合病院耳鼻科頭頸部外科）

257 当科におけるイピリムマブを用いた悪性黒色腫症例の治療経験
岡崎 慎一（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

258 原発不明悪性黒色腫頸部リンパ節転移の一例
千代延和貴（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

259 イピリムマブ投与後に下垂体機能低下をきたした鼻腔悪性黒色腫の 1例
金子 昌行（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

260 当科における鼻副鼻腔粘膜原発悪性黒色腫に対して行った手術症例の検討
野田 洋平（岡山大学大学院医歯薬総合研究科頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

〈第 5会場〉

第 45 群 頭蓋底 8:30~9:40

座長： 村上 信五（名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻神経感覚医学教室）
中川 尚志（九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科学）

261 内視鏡補助下に内頭蓋底切除を行った前頭洞癌脳浸潤例
本多 啓吾（日本赤十字社和歌山医療センター）
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262 当科における頭蓋底進展眼窩悪性腫瘍の臨床的検討
堀地 祐人（神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

263 副鼻腔頭蓋底腫瘍に対するHemi�outside�in approach
児玉 悟（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

264 内視鏡下経鼻的下垂体手術の合併症に対する対応
南 和彦（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科）

265 内視鏡下鼻内手術により摘出した頭蓋内に進展した鼻腔神経鞘腫の一例
鶴岡 雄策（千葉大学附属病院耳鼻咽喉科）

266 側頭骨頭蓋底外科におけるS状静脈洞/頸静脈球の取り扱い
濱田 昌史（東海大学医学部耳鼻咽喉科）

267 内視鏡下経翼口蓋窩アプローチにて摘出した巨大蝶形骨洞内蝶形骨縁髄膜腫の一例
横井 秀格（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

〈第 5会場〉

第 46 群 放射線・化学療法 3 9:40~10:40

座長： 岡本 美孝（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）
折舘 伸彦（横浜市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科）

268 GERDを合併した喉頭癌の放射線単独治療における下咽頭粘膜炎とPPI 投与による治療効果
の検討
井田 翔太（群馬県立がんセンター頭頸科）

269 患者のQOLを向上させるCVポート
森 照茂（香川大学医学部耳鼻咽喉科学）

270 頭頸部癌治療中に発生する予期せぬ合併症
澤 允洋（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

271 化学放射線療法時の予防的胃瘻造設の有用性について
横田知衣子（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）

272 頭頸部癌における化学療法同時併用放射線治療が体組成に与える影響
佐々木慶太（千葉県がんセンター頭頸科）

273 高齢頭頸部癌患者に対する経口抗癌剤の使用経験
勝部 泰彰（東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科）
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〈第 5会場〉

第 47 群 口腔悪性 1 10:40~11:50

座長： 鬼塚 哲郎（静岡がんセンター頭頸部外科）
持木 将人（帝京大学医学部耳鼻咽喉科）

274 頬脂肪体弁および口蓋粘膜弁を用いて再建した硬口蓋癌症例
坪田 大（国家公務員共済組合連合会斗南病院耳鼻咽喉科）

275 Staircase flap を用いて再建を行った下口唇癌の一例
小池 修治（山形県立中央病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

276 口腔癌 cT2N0 例に対する予防的頸部郭清術と術中迅速診断
野呂 恵起（大阪医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

277 口腔癌 T1症例の予後不良例についての検討
寺田 哲也（大阪医科大学耳鼻咽喉科）

278 初期舌癌症例の臨床的検討と今後の方針
菅野 真史（福井大学）

279 口腔咽頭癌に対する有茎筋皮弁による再建術の検討
関水真理子（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）

280 頸部郭清術後に生じた乳糜胸の 2例
森田 勲（大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 5会場〉

第 48 群 傍神経節腫瘍 14:40~15:30

座長： 菊地 茂（埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科）
古川まどか（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）

281 手術摘出を行った喉頭傍神経節腫症例
鬼頭 良輔（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

282 当科における頸動脈小体腫瘍症例の臨床的検討
櫻井 大樹（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

283 頸動脈小体腫瘍の全国調査（第 1報）
池田 文（岩手医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

284 頸動脈小体腫瘍摘出術における、術前経動脈的栄養動脈塞栓術の有用性
齋藤 大輔（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

285 両側頸動脈小体腫瘍の 3例
宮口 潤（岩手医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）



47

〈第 6会場〉

第 49 群 甲状腺悪性 3 8:30~9:40

座長： 星川 広史（香川大学医学部耳鼻咽喉科学）
佐藤雄一郎（新潟県立がんセンター新潟病院頭頸部外科）

286 乳頭癌を伴ったミノサイクリンによる黒色甲状腺の一例
西本 康兵（熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

287 甲状腺混合性髄様・濾胞細胞癌の一例
三浦 直一（岩国医療センター耳鼻咽喉科）

288 甲状腺全摘術後症例の副甲状腺機能およびカルシウム剤投与に関する検討
田浦 政彦（佐世保共済病院耳鼻咽喉科）

289 当科における甲状腺微小癌手術症例の検討
辻 正博（秋田大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

290 当院放射線科にて内照射治療を行った甲状腺分化がん症例の喉頭観察
國井 美羽（白河厚生総合病院耳鼻咽喉科/福島県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

291 甲状腺転移を来した腎癌における診断の問題点
福喜多晃平（伊勢赤十字病院耳鼻咽喉科）

292 甲状腺髄様癌の治療実態 ATAガイドラインとの比較
花川 浩之（四国がんセンター頭頸科）

〈第 6会場〉

第 50 群 甲状腺 TKI 9:40~11:00

座長： 岩江 信法（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
金澤 丈治（自治医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

293 レンバチニブによる可逆性後白質脳症症候群を起こした甲状腺未分化癌症例
大澤 陽子（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）

294 レンバチニブで延命効果が得られた 1症例
大西 将美（大垣市民病院頭頸部・耳鼻いんこう科）

295 当科でのレンバチニブ使用 3例の報告
濱野有美子（自治医科大学耳鼻咽喉科）

296 当科におけるレンバチニブ使用症例の検討
中野 宏（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

297 切除不能甲状腺癌に対する分子標的薬の使用経験
杉田 侑己（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）



48

298 再発甲状腺乳頭癌に対してレンバチニブが著効した 1例
安倍 伸幸（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

299 レンバチニブによる頸動脈出血に対してステント留置術を行った甲状腺未分化癌例
福永 陽子（兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

300 当科におけるレンビマ使用経験～手術症例を中心に～
足立 直人（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 6会場〉

第 51 群 放射線・化学療法 4 11:00~11:50

座長： 長谷川泰久（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科部）
中島 寅彦（九州医療センター耳鼻咽喉科）

301 HPV陽性中咽頭癌の治療後に舌仮性動脈瘤を来した一例
岸本 和大（金沢医科大学頭頸部外科学）

302 早期喉頭癌（T1b�T2）に対する低用量連日カルボプラチン併用放射線療法の検討
若杉 哲郎（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

303 放射線治療後の咽喉頭壊死症例
竹本 剛（山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科）

304 頭頸部癌治療後に発症した鎖骨骨髄炎の 1症例
原山 幸久（東京慈恵会医科大学第三病院耳鼻咽喉科/佐久総合病院佐久医療センター耳鼻

咽喉科）

305 導入化学療法中に非閉塞性腸管虚血による敗血症を発症した一例
田中 英基（東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）

〈第 6会場〉

第 52 群 口腔悪性 2 14:40~15:40

座長： 三谷 浩樹（がん研有明病院頭頸科）
横島 一彦（日本医科大学耳鼻咽喉科）

306 高齢ロ腔癌患者に対する再建術の検討
安井 俊道（大阪府立病院機構成人病センター耳鼻咽喉科（頭頸部外科））

307 下歯肉に発生した腺扁平上皮癌の 1例
須川 敏光（兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

308 当科における口腔癌の臨床的検討
河邊 浩明（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）
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309 口腔癌における cNと pNからみた生存率についての検討
東野 正明（大阪医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

310 再建手術を施行した舌扁平上皮癌症例の検討
力丸 文秀（九州がんセンター）

311 当科における進行舌癌の治療成績および術後照射についての検討
小幡 翔（大阪大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

〈第 7会場〉

第 53 群 唾液腺良性 2 9:00~10:00

座長： 西﨑 和則（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学）
山田武千代（秋田大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学領域）

312 皮膚自壊をきたした巨大なワルチン腫瘍の一例
小泉 弘樹（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

313 耳下腺に発生した oncocytoma の 2例
岸川 正大（武蔵野赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

314 耳下腺腫瘍に対する固定法別による術前細胞診と術中迅速病理組織診の精度比較
鈴木 政博（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）

315 唾液腺腫瘍に対するエラストグラフィーにおけるVTQと VTIQ での硬さの乖離についての
考察
松塚 崇（福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座）

316 耳下腺内顔面神経線維腫の 1症例
白倉 聡（がん・感染症センター都立駒込病院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科）

317 顎下腺ワルチン腫瘍の 1例
竹野 研二（山口県済生会山口総合病院耳鼻咽喉科）

〈第 7会場〉

第 54 群 唾液腺良性 3 10:00~10:50

座長： 櫻井 一生（藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科学）
岩井 大（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

318 耳下腺に発生した基底細胞腺腫の 3例
久保田圭一（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

319 当科における大唾液腺腫瘍手術症例の臨床的検討
小崎 真也（市立札幌病院耳鼻咽喉科甲状腺外科）
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320 耳下腺多形腺腫に対する耳下腺部分切除術
中谷 宏章（国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

321 当科における耳下腺前方腫瘍についての手術術式についての検討
大村 修士（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

322 耳下腺に生じた IgG4 関連疾患の 1例
加藤 大星（日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

〈第 7会場〉

第 55 群 唾液腺悪性 1 10:50~11:50

座長： 井口 広義（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）
八木 正夫（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

323 当科における耳下腺癌の検討
中野 貴史（九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科学）

324 耳下腺癌に対する選択的動注化学療法併用放射線療法による治療経験
工藤 直美（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）

325 当院における耳下腺癌症例の検討
喜井 正士（大阪府立成人病センター耳鼻咽喉科）

326 当科における耳下腺癌 158 例の治療経験
河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

327 耳下腺粘表皮癌 38例の検討
鈴木 倫雄（大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

328 唾液腺癌頸部リンパ節転移の超音波像
古川まどか（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）

〈第 7会場〉

第 56 群 唾液腺悪性 2 14:40~15:40

座長： 吉田 尚弘（自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科）
別府 武（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）

329 当科で経験したMammary analogue secretory carcinoma の 2例
市川 千恭（がん研有明病院）

330 小唾液腺癌における頸部リンパ転移領域と予後について
高野 学（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）
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331 Mammary Analogue Secretory Carcinoma の 2症例
鈴木 健介（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

332 トラスツズマブが著効した耳下腺多形腺腫由来唾液腺導管癌肺転移例
中村 哲（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

333 顔耳下腺癌 cT4 症例の大網を利用した顔面神経再建の有用性について
向山 宣昭（名古屋大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）

334 舌神経切除例に対して神経再生誘導チューブにて再建した 2症例
平田 裕二（香川県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）


