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プログラム

招請講演

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 16：20 ～ 17：20

司会：鈴木　　衞（東京医科大学学長）

IL． Understanding the dizzy older patient and what can we do now and in the future?

Måns Magnusson（Department of Otolaryngology, Lund University Skåne University Hospital, Sweden）

特別講演

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

 12：00 ～ 13：00

司会：小松崎　篤（東京医科歯科大学名誉教授）

SL． 医者が小説を書くということ～医療と文学が交差する未来～
海堂　　尊（医師・作家）

シンポジウム【耳鼻咽喉科領域講習】

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

メニエール病の最前線 14：30 ～ 16：00

司会：武田　憲昭（徳島大学）

S-1． メニエール病　診断基準と治療アルゴリズム
池園　哲郎（埼玉医科大学 耳鼻咽喉科）

S-2． 新しい平衡機能検査
瀬尾　　徹（近畿大学 耳鼻咽喉科）

S-3． 内リンパ水腫画像検査
曾根三千彦（名古屋大学 耳鼻咽喉科）

S-4． 中耳加圧療法
將積日出夫（富山大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科）



― 15 ―

S-5． メニエール病難治例に対する内リンパ囊開放術
北原　　糺（奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科）

パネルディスカッション 1〈男女共同参画企画〉【耳鼻咽喉科領域講習】

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 3会場

女性医師のキャリアプランの立て方・キャリア形成の考え方 

―女性医師が活躍するためには― 14：30 ～ 16：00

司会：飯野ゆき子（東京北医療センター）

PD1-1．良く言えば臨機応変
 守本　倫子（国立成育医療研究センター 耳鼻咽喉科）

PD1-2．地域に根ざした診療を目標に
 新谷　朋子（札幌医科大学 耳鼻咽喉科／とも耳鼻科クリニック）

PD1-3．女性医師のキャリア形成の考え方
 任　　智美（兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

PD1-4．頭頸部外科医に夢と浪漫を追い求めて
 古川まどか（神奈川県立がんセンター 頭頸部外科）

PD1-5．ライフワークを見つける
 小林　一女（昭和大学 耳鼻咽喉科）

パネルディスカッション 2【耳鼻咽喉科領域講習】

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

耳鼻咽喉科診療 up to date 10：10 ～ 11：40

司会：村上　信五（名古屋市立大学）
折舘　伸彦（横浜市立大学）

PD2-1．耳科領域における Head-up surgery

 欠畑　誠治（山形大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科）

PD2-2．経鼻内視鏡下頭蓋底手術での錐体骨へのアプローチ
 田中　秀峰（筑波大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

PD2-3．嚥下障害の治療―診療科連携、手術、誤嚥の検出と防止への取り組み―
 香取　幸夫（東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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PD2-4．OSA診療 up to date

 千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所 太田睡眠科学センター／東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科）

PD2-5．頭頸部癌薬物療法における免疫療法
 岡野　　晋（国立がん研究センター東病院 頭頸部内科）

教育セミナー

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 9：00 ～ 9：30

司会：中川　尚志（九州大学）

L1． 側頭骨手術解剖
平海　晴一（岩手医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 9：30 ～ 10：00

司会：小島　博己（東京慈恵会医科大学）

L2． 鼓膜形成術
阪上　雅史（兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 10：00 ～ 10：30

司会：黒野　祐一（鹿児島大学）

L3． ESSの基本手技、副損傷の回避と起きてしまった時の対応
鴻　　信義（東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 10：30 ～ 11：00

司会：峯田　周幸（浜松医科大学）

L4． HPV関連中咽頭癌に対する低侵襲治療
猪原　秀典（大阪大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 11：00 ～ 11：30

司会：丹生　健一（神戸大学）

L5． 経口的咽喉頭部分切除術
塩谷　彰浩（防衛医科大学校 耳鼻咽喉科）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 11：30 ～ 12：00

司会：大森　孝一（京都大学）

L6． 嚥下障害の診断と治療
兵頭　政光（高知大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

臨床セミナー

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

 9：00 ～ 9：30

司会：大久保公裕（日本医科大学）

CS1．好酸球性副鼻腔炎の診断と治療
 藤枝　重治（福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科／JESREC Study Group）

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

 9：30 ～ 10：00

司会：朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学）

CS2．頸部郭清術―術者と助手の連携―
 藤井　　隆（大阪国際がんセンター 頭頸部外科）
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専門医共通講習

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

 15：50 ～ 16：50

司会：伊藤　壽一（滋賀県立総合病院研究所）

感染症対策に関する最近の話題
國島　広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学）

学会賞受賞記念講演

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 13：50 ～ 14：20

司会：伊藤　壽一（滋賀県立総合病院研究所）

IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術の有効性と安全性の検討
渡辺　浩介（ 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 医学学域臨床医学系 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

講座／山梨県立中央病院　耳鼻咽喉科）

好酸球性副鼻腔炎診療における呼気中一酸化窒素測定の意義 

―好酸球性副鼻腔炎と呼気中一酸化窒素―
秋山　貢佐（香川大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

モーニングセミナー【耳鼻咽喉科領域講習】

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 3会場

 7：50 ～ 8：50

司会：小川　　郁（慶應義塾大学）

MS． めまい診療の ABC

 肥塚　　泉（聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科）
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ランチョンセミナー

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 1会場

 12：20 ～ 13：10

司会：千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所 太田睡眠科学センター／東京慈恵会医科大学）

LS1．耳鼻咽喉科医が知っておきたい睡眠医療
 中山　明峰（名古屋市立大学 耳鼻咽喉科・睡眠医療センター）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 2会場

 12：20 ～ 13：10

司会：中島　寅彦（九州医療センター）

LS2． 頭頸部扁平上皮癌に対する治療方針 

―頭頸部癌取り扱い規約，頭頸部癌診療ガイドライン改訂をふまえて―
佐野　大佑（横浜市立大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 3会場

 12：20 ～ 13：10

司会：塩野　　理（横浜労災病院）

LS3．花粉症治療薬の評価法～花粉曝露室を含めて～
若林健一郎（北里大学北里研究所病院 耳鼻咽喉科）

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 1会場

 13：10 ～ 14：00

司会：荻野　　敏（大阪大学名誉教授）

LS4．アレルギー性鼻炎の診療～ quality of lifeの向上を目指して～
増山　敬祐（山梨大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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学会第 2日目　6月 30 日（土）第 2会場

 13：10 ～ 14：00

司会：岩江　信法（兵庫県立がんセンター）

LS5．免疫チェックポイント阻害薬の導入におけるチーム医療MDTの重要性
太田　一郎（奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科）

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 3会場

 13：10 ～ 14：00

司会：飯田　政弘（東海大学）

LS6．「メニエール病のなぞ」に迫る！
石井　正則（JCHO東京新宿メディカルセンター 耳鼻咽喉科）
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一般演題

学会第 1日目　6月 29 日（金）第 2会場

第 1群　頭頸部 1 9：00 ～ 9：50

座長：大上　研二（東海大学）
吉本　世一（国立がん研究センター中央病院）

1 長崎大学病院における初期研修医に向けた耳鼻咽喉科手技教育試験（JUMP OSCE）の試み
渡邊　　毅1,2,3)，金子　賢一1)，髙橋　晴雄1)

1）長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）長崎大学病院 医療教育開発センター

3）長崎大学病院 地域医療支援センター

2 当科における後期高齢頭頸部がん患者の手術症例の検討
深澤　雅彦，松本　文彦
国立がん研究センター中央病院 頭頸部腫瘍科

3 画像強調内視鏡 BLI/LCI,SPECTRAを使用した咽頭癌経口切除
渡部　佳弘1)，岡本　康秀1)，池　　真理1)，竹林亜貴子1)，小澤　宏之3)，今西　順久2)， 
小川　　郁3)

1）東京都済生会中央病院 耳鼻咽喉科

2）川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科

3）慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科

4 PPI抵抗性喉頭肉芽腫に対する「腹式呼吸を重点に置いた簡易音声訓練法」の治療効果
楠　　威志1)，本間　博友1)，城所　淑信1)，原　　　聡1)，大庭亜由子1)，文珠　敏郎2)

1）順天堂大学医学部附属静岡病院 耳鼻咽喉科

2）南大阪音声クリニック

5 リドカイン局注により改善したシャント発声不能の 1例
高橋　　希，山下　恵司，今井　良吉
KKR札幌医療センター 耳鼻咽喉科

第 2群　頭頸部 2 10：00 ～ 10：50

座長：塚原　清彰（東京医科大学）
三谷　浩樹（がん研有明病院）

6 鼻内視鏡下に摘出した上咽頭 polymorphous low-grade adenocarcinomaの 1例
能田　淳平，西田　直哉，羽藤　直人
愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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7 頸部リンパ節転移をきたした原発不明印環細胞癌症例
三宅恵太郎1)，近藤　貴仁2)，野本　剛輝2)，矢富　正徳2)，岩澤　　敬2)，小川　恭生2)， 
塚原　清彰3)

1）東京医科大学八王子医療センタ－ 卒後臨床研修センター 

2）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 

3）東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

8 頭頸部領域に発生した脂肪肉腫の 2例
木庭　忠士，末田　尚之，坂田　俊文
福岡大学 医学部 耳鼻咽喉科

9 レンバチニブが奏功した甲状腺乳頭癌の 5症例
地村　友宏，永野　広海，井内　寛之，馬越　瑞夫，原田みずえ，牧瀬　高穂，川畠　雅樹， 
宮下　圭一，大堀純一郎，黒野　祐一
鹿児島大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

10 扁桃周囲膿瘍に類似した臨床症状を契機に診断された急性骨髄性白血病の 1例
此枝　生恵，山田　浩之，南　　隆二
けいゆう病院 耳鼻咽喉科

第 3群　頭頸部 3 11：00 ～ 11：50

座長：牧山　　清（日本大学）
山下　　拓（北里大学）

11 咽頭に発生した悪性リンパ腫が自然退縮したと考えられた 1例
南　　隆二1)，山田　浩之1,2)，松居　祐樹1)，此枝　生恵1)，小川　　郁2)

1）けいゆう病院 耳鼻咽喉科

2）慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科学教室

12 感染を契機に発症したと考えられる頸部リンパ漏の 1例
上田　航毅，小林　大介，金児真美佳，福喜多晃平，福家　智仁，山田　弘之
伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

13 摘出に難渋した下咽頭巨大食物異物の 1例
福井　萌子1)，尹　　泰貴1,2)，八木　正夫2)，岩井　　大2)

1）医仁会武田総合病院 耳鼻咽喉科

2）関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

14 MRIで診断し得た副咽頭間隙内歯ブラシ異物の 1例
木村　亮平1)，中条　恭子1)，小島　博己2)

1）聖路加国際病院 耳鼻咽喉科

2）東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

15 当院における手術加療を要した咽頭・喉頭膿瘍の検討
足立　直人1)，冨田かおり1)，藤枝　重治2)

1）舞鶴共済病院 耳鼻咽喉科

2）福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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学会第 1日目　6月 29 日（金）第 3会場

第 4群　鼻・副鼻腔 1 9：00 ～ 10：00

座長：朝子　幹也（関西医科大学総合医療センター）
吉川　　衛（東邦大学医療センター大橋病院）

16 Treacher-Collins症候群における後鼻腔閉鎖に対する手術の 1例
宮本　康裕，齋藤　善光，笹野　恭之，谷口雄一郎，肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科

17 鼻涙管の開窓を行った術後性上顎囊胞の 2例
西田　直哉，阿部　康範，能田　淳平，羽藤　直人
愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

18 鼻内内視鏡下に開放した鼻口蓋管囊胞の 1例
小池　雪絵，長谷川稔文
三田市民病院 耳鼻いんこう科

19 上顎に発生した巨大な歯原性粘液線維腫の 1例
小串　善生1)，加藤　久幸2)，櫻井　一生2)，内藤　健晴2)

1）大同病院 耳鼻咽喉科

2）藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科学教室

20 内視鏡下副鼻腔手術が奏功した乳児眼窩蜂窩織炎の 1例
角田　篤信1)，小野　倫嗣1)，安齋　　崇1)，佐田　直子1)，池田　勝久2)

1）順天堂大学医学部附属練馬病院 耳鼻咽喉・頭頸科

2）順天堂大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸科

21 前頭洞より波及した鼻性眼窩内合併症の 1例
塩沢　晃人，春山　琢男，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群　耳 1 10：00 ～ 10：50

座長：髙橋　晴雄（長崎大学）
羽藤　直人（愛媛大学）

22 外傷性ツチ骨骨折に対して TEESを用いて伝音再建を施行した 2症例
笠原　　健，藤岡　正人，野口　　勝，粕谷　健人，小川　　郁
慶應義塾大学病院 耳鼻咽喉科

23 椿の枝で受傷した外傷性外リンパ瘻の 1例
上原　奈津美，柿木　章伸，丹生　健一
神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

24 外傷性即発性顔面神経麻痺の 2例
髙橋　昌寛1,2)，山本　　裕1)，小島　博己1)

1）東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

2）東京慈恵会医科大学附属柏病院 耳鼻咽喉科
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25 硬膜動静脈瘻の血管内治療後に発症した顔面神経麻痺
山村　裕眞，佐藤　　崇，今井　貴夫，太田　有美，大崎　康宏，猪原　秀典
大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

26 術後の味覚障害を回避した症例
阪上　雅史，桂　　弘和，美内　慎也，池畑　美樹，三代　康雄
兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 6群　耳 2 11：00 ～ 11：50

座長：田中　康広（獨協医科大学埼玉医療センター）
東野　哲也（宮崎大学）

27 中耳 Neuroendocrine adenoma の 3症例
宮崎　和美，高木　　明，木谷　芳晴，堀　　真也，鳥居　紘子，松原　　彩，関川　奈穂
静岡県立総合病院 頭頸部・耳鼻いんこう科

28 鼓室型グロームス腫瘍の 5症例
濵田　昌史，小田桐恭子，塚原　桃子，金田　将治，飯田　政弘
東海大学 医学部 耳鼻咽喉科

29 乳突蜂巣再生術による小児癒着性中耳炎の治療
金井　理絵，金丸　眞一，前谷　俊樹，坂本　達則，吉田　季来，北田　有史，竹内万理恵
公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

30 内耳充填術を施行した内耳奇形合併反復性髄膜炎症例
矢間　敬章，國本　泰臣，久家　純子，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

31 Mondini型内耳奇形による内耳瘻孔閉鎖の工夫
金丸　眞一1,2)，金井　理絵1)，北田　有史1)，坂本　達則1)，吉田　季来1)，竹内万理恵1)， 
西田　明子1)，前谷　俊樹1)

1）公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）公益財団法人先端医療振興財団 臨床研究情報センター

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 2会場

第 7群　めまい・難聴 9：00 ～ 9：40

座長：伊藤　八次（岐阜大学）
堀井　　新（新潟大学）

32 スクーバダイビングによってめまいを生じた上半規管裂隙症候群症例
北島　尚治1,2)

1）北島耳鼻咽喉科医院

2）東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 

33 腹臥位頭位での眼振の変化，特に外側半規管性頭位めまい症について
稲福　　繁，平山　　肇
愛知淑徳大学クリニック 耳鼻咽喉科
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34 前庭障害代償不全に対するめまい平衡リハビリテーション療法の効果と限界
山中　敏彰1)，大山　寛毅1)，伊藤　妙子1)，松村八千代1)，山下　哲範1)，岡本　英之2)， 
藤田　信哉3)，北原　　糺1)

1）奈良県立医科大学附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科/めまいセンター

2）市立奈良病院 耳鼻いんこう科

3）日生病院 耳鼻咽喉科

35 突発性難聴重症例に対するステロイド鼓室内投与療法の効果
河口倫太郎，寳地　信介，若杉　哲郎，大渕　豊明，小泉　弘樹，北村　拓朗，鈴木　秀明
産業医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

学会第 2日目　6月 30 日（土）第 3会場

第 8群　鼻・副鼻腔 2 9：00 ～ 10：00

座長：中川　隆之（京都大学）
松根　彰志（日本医科大学武蔵小杉病院）

36 側頭下窩・翼口蓋窩の石灰化を伴う巨大腫瘤の 1例
坂本　達則，北田　有史，前谷　俊樹，竹内万理恵，吉田　季来，金井　理絵，金丸　眞一
田附興風会医学研究所北野病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

37 内視鏡併用鼻外法を施行した眼窩前頭部コレステリン肉芽腫の 1例
丸山祐一郎，佐藤　道哉
自衛隊中央病院 耳鼻咽喉科

38 副鼻腔に進展した髄膜腫の 2症例
寒川　　泰，秋山　貢佐，大内　陽平，星川　広史
香川大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

39 歯性副鼻腔炎・根尖病巣に対する歯科と連携した治療アプローチ
秋山　貢佐，寒川　　泰，星川　広史
香川大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

40 EMMMにおける前上歯槽神経障害と CTによる術前リスク評価
久満美奈子
千葉市立海浜病院 耳鼻咽喉科

41 経蝶形骨洞下垂体手術における鼻副鼻腔疾患の取扱いと耳鼻咽喉科医の果たす役割
三澤　逸人1)，石岡　麻優1)，須﨑　法幸2)

1）独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 脳神経外科
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学会第 1日目　6月 29 日（金）ポスター会場

P1 群　唾液腺 1 17：30 ～ 18：00

座長：河田　　了（大阪医科大学）
吉崎　智一（金沢大学）

42 小児 Pneumoparotitisの 1症例
二井　一則，浅野　敬史，那須　　隆
山形市立病院 済生館 耳鼻いんこう科

43 CTにて石灰化陰影を呈した線維素性唾液管炎の 3例
直井　勇人，橘　　智靖，春名　威範，牧野　琢丸，松山　祐子，小松原靖聡
姫路赤十字病院 耳鼻咽喉科

44 CTで唾石が検出されない耳下腺腫脹に対する唾液腺内視鏡の有用性について
近藤　律男1)，吉原　俊雄2,3)，山村　幸江1)，鯨井　桂子1)，小野英莉香1)，戸塚　大輔1)， 
野島　知人1)，長島　弘明1)，野中　　学1)

1）東京女子医科大学 耳鼻咽喉科

2）東都文京病院 耳鼻咽喉科

3）東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

45 下顎骨骨髄炎から急性化膿性耳下腺炎を発症した 1例
福島　諒奈1)，小澤泰次郎1)，西村　聖一1)，山口　慎人1)，竹本　直樹1)，氏原　健作1)， 
村上　信五2)

1）豊橋市民病院 耳鼻いんこう科

2）名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

46 壊死性筋膜炎を発症した顔面神経麻痺を伴う急性耳下腺炎の 1症例
小林　優子1)，楠　　威志2)，本間　博友2)，城所　淑信2)，原　　　聡2)，池田　勝久3)

1）順天堂大学医学部附属浦安病院 耳鼻咽喉科

2）順天堂大学医学部附属静岡病院 耳鼻咽喉科

3）順天堂大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

P2 群　唾液腺 2 18：00 ～ 18：42

座長：青木　光広（岐阜大学）
本間　明宏（北海道大学）

47 舌下腺裏に限局したガマ腫の 1症例
清水　良憲，長谷川博紀，兼田美紗子，小森　　岳
福井県済生会病院 耳鼻咽喉科・頸部外科

48 シェーグレン症候群に合併した異時性両側性ガマ腫例
宮本　俊輔，鈴木　綾子，山下　　拓
北里大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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49 当科で経験した小児シェーグレン症候群の 3例
吉田　祥徳1)，小池　修治1)，岡崎　慎一1)，齊藤　史明1)，野内　雄介1)

1）山形県立中央病院 頭頸部・耳鼻咽喉科

2）山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

50 Facelift incisionを用いた耳下腺手術についての検討
鈴木　貴博，東海林　史，野口　直哉，角田梨紗子，太田　伸男
東北医科薬科大学病院 耳鼻咽喉科

51 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫を合併した耳下腺Warthin腫瘍の 1例
松元　隼人，永野　広海，馬越　瑞夫，川畠　雅樹，宮下　圭一，黒野　祐一
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 感覚器病学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

52 当科における耳下腺腫瘍の臨床的検討
前田祐一郎，福田裕次郎，田所　宏章，兵　　行義，福島　久毅，原　　浩貴
川崎医科大学 耳鼻咽喉科学

53 当科における多形腺腫再発症例の検討
森川　太洋，成田　憲彦，徳永　貴広，菅野　真史，藤枝　重治
福井大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P3 群　頭頸部腫瘍 1 17：30 ～ 17：54

座長：松浦　一登（宮城県立がんセンター）

54 第一鰓裂と第二鰓裂の特徴が混在した頸瘻の 1例
清川　佑介1)，堤　　　剛2)

1）東京医科歯科大学 頭頸部外科

2）東京医科歯科大学 耳鼻咽喉科

55 sack of marbles像を呈した頸部類表皮囊胞の 1例
河内　和誉，上田　哲平，田口　亜紀，篠森　裕介，有友　　宏
松山赤十字病院 耳鼻咽喉科

56 頸部胸管囊胞の 1例
山田　南星，堀　　倫也，朝日　勇貴，柳田　正巳
岐阜県総合医療センター 耳鼻咽喉科

57 当科における頸動脈小体腫瘍 10 症例の検討
小野晋太郎1,2)，渡邊　　毅1)，金子　賢一1)，中尾　信裕1)，髙橋　晴雄1)

1）長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）済生会長崎病院 臨床研修教育センター

P4 群　頭頸部腫瘍 2 17：54 ～ 18：24

座長：新橋　　渉（がん研有明病院）
藤井　　隆（大阪国際がんセンター）

58 診断，治療に苦慮した上顎洞 spindle cell carcinomaの 1症例
高良　佳江，安松　隆治，中川　尚志
九州大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科学教室
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59 頭頸部領域に発生した spindle cell carcinomaの 5例
髙橋ひより1)，渡邊　健一2)，香取　幸夫2)

1）東北ろうさい病院 耳鼻咽喉科

2）東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

60 診断確定に時間を要した頭頸部粘表皮癌の 1例
櫻井　利興，米倉　修二，伊原　史英，花澤　豊行，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

61 外耳道原発有棘細胞癌に対し，導入化学療法が奏功した 1例
堀内　辰也，芦澤　　圭，松岡　伴和，増山　敬祐
山梨大学医学部附属病院 頭頸部外科・耳鼻咽喉科

62 頭頸部に発生した悪性末梢神経鞘腫瘍の 3例
岡崎　慎一1)，小池　修治1)，齊藤　史明1)，吉田　祥徳1)，野田　大介2)，八鍬　修一2)， 
欠畑　誠治2)，那須　　隆3)

1）山形県立中央病院 頭頸部・耳鼻咽喉科

2）山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

3）山形市立病院済生館 耳鼻いんこう科

P5 群　頭頸部腫瘍 3 18：24 ～ 18：54

座長：鬼塚　哲郎（静岡がんセンター）
花井　信広（愛知県がんセンター中央病院）

63 下咽頭癌術後に生じた遅発性再建胃管気管瘻
古川　麻世，森　　鮎美，新正由紀子，北原　伸郎
公立昭和病院 耳鼻咽喉科

64 他国での放射線治療後再発例に対して，縦隔気管孔作成を伴う食道癌手術を実施した 1例
鳥居　淳一，新橋　　渉，佐々木　徹，瀬戸　　陽
がん研有明病院  頭頸科

65 当科における頭頸部再建術最後の砦―体外茎有茎大胸筋皮弁
音在　信治，藤井　　隆，曺　　弘規，小池　良典，大西　皓貴，木村　隆幸，松本　　健
大阪国際がんセンター 頭頸部外科

66 当科における遊離皮弁再建術後の血流不全症例の検討
佐々木慶太，大熊　雄介
千葉県がんセンター 頭頸科

67 舌亜全摘，再建術後の急性期合併症と，構音・嚥下機能についての検討
岡　　愛子，門田　伸也，橋本　香里，花川　浩之
四国がんセンター 頭頸科・甲状腺腫瘍科
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P6 群　外傷 17：30 ～ 18：18

座長：角田　篤信（順天堂大学医学部附属練馬病院）
細川　誠二（浜松医科大学）

68 高濃度アルコール摂取を誘因とした縦隔気腫の 1例
岩﨑　成仁，角南貴司子，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

69 固形石鹸による口腔・咽頭・食道化学熱傷の 1症例
木下　翔太，栢野　香里
京都中部総合医療センター 耳鼻咽喉科

70 外傷後に頬部皮下膿瘍を呈した 1例
柳原　健一1)，小島　博己2)

1）厚木市立病院 耳鼻咽喉科

2）東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

71 小児咽頭杙創の 2例
福田　航平1)，西村　文吾2)，中山　雅博2)，田中　秀峰2)，井伊里恵子1)，和田　哲郎2)， 
原　　　晃2)

1）筑波大学附属病院 耳鼻咽喉科

2）筑波大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

72 転倒により受傷した，開放性喉頭外傷の 1例
佐藤　遼介1)，荒木　大輔1)，林　　隆介1)，熊井　琢美1,2)，野村研一郎1)，高原　　幹1)， 
片田　彰博1)，林　　達哉1,2)，原渕　保明1)

1）旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

2）旭川医科大学 頭頸部癌先端的診断・治療学講座

73 頸部および縦隔に血腫を生じた交通外傷による甲状腺外傷の 1例
齊藤　史明1)，小池　修治1)，岡崎　慎一1)，野内　雄介1,2)，吉田　祥徳1)

1）山形県立中央病院 頭頸部・耳鼻咽喉科

2）山形大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

74 小児の異物刺入による咽後血腫の 1例
青木　由宇，近藤　　悟，脇坂　尚宏，吉崎　智一
金沢大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

75 腹筋ローラー使用で生じた咽後血腫の 1例
髙田　菜月，奥田　　弘，髙木　千晶，髙橋　洋城，大西　将美
大垣市民病院 頭頸部・耳鼻いんこう科

P7 群　顔面神経 18：18 ～ 18：42

座長：萩森　伸一（大阪医科大学）
濵田　昌史（東海大学）

76 無菌性髄膜炎，SIADHを合併したハント症候群の 1例
近藤　景介，朝守　智明，本庄　　需，本田　圭司
土浦協同病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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77 対側の三叉神経領域に帯状疱疹を併発したハント症候群の 1例
川島　貴之，日尾　祥子
八尾市立病院 耳鼻咽喉科

78 中枢神経感染症を合併した Ramsay Hunt症候群の 2例
清水香奈子，清水　保彦，堀田優希江，淵脇　貴史，青井　典明，川内　秀之
島根大学 医学部 耳鼻咽喉科

79 発症 2週間以内に施行した顔面神経減荷術の検討
松見　文晶1)，野本　幸男2)

1）公益財団法人星総合病院 耳鼻いんこう科

2）一般財団法人大原綜合病院 耳鼻咽喉科

P8 群　頸部 1 17：30 ～ 18：06

座長：折田　頼尚（熊本大学）
林　　達哉（旭川医科大学）

80 咽後膿瘍との鑑別に難渋した小児化膿性リンパ節炎の 1例
入舩　悠樹，中村光士郎，本多　伸光，中田　貴大
愛媛県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

81 組織球性壊死性リンパ節炎に血球貪食症候群を合併した小児の 1例
藤本　将平1)，平田　裕二2)，西﨑　和則1)

1）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

2）香川県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

82 左鎖骨上窩リンパ節腫脹を初発とした性腺外胚細胞腫瘍の 1例
佐々木彩花1)，宮田　　遼2)，角木　拓也3)，野村　一顕3)，吉岡　　巌3)

1）札幌医科大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

2）帯広協会病院 耳鼻咽喉科

3）JA北海道厚生連 帯広厚生病院 耳鼻咽喉科

83 診断に苦慮した Castleman病の 2例
北嶋　達也1,2)，池田賢一郎1,2,3)，江川　峻哉1,2,3)，櫛橋　幸民1,2,3)，池谷　洋一1,2)，平野康次郎2)， 
粟倉　秀幸1,2)，小林　一女2)，嶋根　俊和1,2,3)

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター 

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座 

3）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 口腔腫瘍外科学部門

84 頸部に発症したキャッスルマン病の 1例
赤荻　勝一1)，中里　　瑛1)，伊東　伸祐2)，將積日出夫2)

1）富山赤十字病院 耳鼻いんこう科

2）富山大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科

85 梅毒性頸部リンパ節炎の 2例
吉澤　　亮，白　　康晴，岩永　　健，水田　匡信，吉田　充裕，佐藤　進一，玉木　久信
倉敷中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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P9 群　頸部 2 18：06 ～ 18：42

座長：梅野　博仁（久留米大学）
星川　広史（香川大学）

86 頸部出血により気道狭窄を来たした von Recklinghausen病の 2例
三浦　直一，木村　宣彦
岩国医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

87 中咽頭動静脈奇形の 1例
眞﨑　達也，広瀬　敬信，小林　由貴，竹本　洋介，堀　　健志，山下　裕司
山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学

88 頸部腫脹を契機に発見された，総頸動脈仮性動脈瘤の 1例
滝瀬由吏江，今野　　渉，平林　秀樹，春名　眞一
獨協医科大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

89 保存的に治癒しえた特発性縦隔血腫の 1例
中村　　雄，井手　慎介，奥田　　匠，東野　哲也
宮崎大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

90 FDLカテーテル留置時に総頸動脈損傷を来たした 1例
安倍　伸幸1)，平野　　隆1)，柴田　智隆2)，鈴木　正志1)

1）大分大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

2）大分大学医学部附属病院 高度救命救急センター

91 ペースメーカーリードの血栓により発症した上大静脈症候群の 1例
永田　　圭，進　武一郎，千年　俊一，梅野　博仁
久留米大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P10 群　気管切開 17：30 ～ 18：12

座長：楯谷　一郎（京都大学）
森　　一功（大阪府済生会富田林病院）

92 重度な声帯運動障害のため緊急気管切開術を要した関節リウマチの 1例
大庭　　晋，渋谷　幸彦，髙橋　雅章，篠上　雅信
東京警察病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

93 緊急気管切開術を要した妊婦の喉頭血管拡張性肉芽腫
大澤孝太郎1)，米納　昌恵1)，島田　秀瑛1)，松本　　信2)

1）筑波学園病院 耳鼻咽喉科

2）水戸協同病院 耳鼻咽喉科

94 長期経過で発症し気管切開術を要した挿管性声門下肉芽腫症の 1例
斎藤　明子1)，欄　真一郎1)，丹羽　正樹1)，高橋真理子2)，村上　信五2)

1）JA愛知厚生連 江南厚生病院 耳鼻いんこう科

2）名古屋市立大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

95 体外循環下に気道確保を行った声門下狭窄症の 1例
白倉　真之，渡邊　健一，本藏　陽平，香取　幸夫
東北大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科
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96 当院で経験した気管腕頭動脈瘻に対する血管内治療と合併症について
佐藤　里奈1)，光澤　博昭1)，高橋　　希3)，長屋　朋典2)，黒瀬　　誠2)，氷見　徹夫2)

1）北海道立子ども総合医療・療育センター 小児耳鼻咽喉科

2）札幌医科大学 耳鼻咽喉科

3）KKR札幌医療センター 耳鼻咽喉科

97 過大なカフ圧により椎体変形をきたした筋ジストロフィーの 1例
木谷　有加，松本　　悠
横浜市立大学附属市民総合医療センター 耳鼻咽喉科

98 気管憩室に対し手術加療を行った 1例
津村　宗近，牧野　琢丸，野田　洋平，丸中　秀格，假谷　　伸，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

P11 群　音声・嚥下 18：12 ～ 18：54

座長：香取　幸夫（東北大学）
渡邊　雄介（国際医療福祉大学東京ボイスセンター）

99 妊娠に伴い音声ピッチの低下をきたした 1例
葛目　雅弓，長尾明日香，兵頭　政光
高知大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

100 発声メカニズムに基づくボイスマップと呼吸分類での新しい声の臨床
斉田　晴仁1,2)

1）さいだ耳鼻咽喉科クリニック

2）ヴォイステック音声研究所

101 希釈バリウム溶液を用いた咽喉頭異常の検出
千葉　恭久1,2)，小谷　亮祐2)，細萱　理花2)，一ノ瀬篤司2)

1）ちばENTクリニック

2）帝京大学ちば総合医療センター 耳鼻咽喉科

102 嚥下困難を初発症状とした破傷風の 1例
足守　直樹，八木　悠樹
富士宮市立病院 耳鼻咽喉科

103 大阪府における嚥下障害診療の現状についてー大阪府耳鼻咽喉科医会アンケート調査よりー
北野　睦三1)，田山　二朗2)，西原美沙子1)，佐藤　満雄1)，速水　康介1)，藤原　良平1)， 
土井　勝美1)

1）近畿大学 医学部 耳鼻咽喉科

2）国立国際医療研究センター病院 耳鼻咽喉科
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104 歯牙欠損による咽頭期嚥下運動への影響―VE,VFによる検討―
山口　　智1)，日高可奈子2)，五味　真也3)，鈴木　宏隆1)，松根　彰志1)，大久保公裕4)

1）日本医科大学武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科

2）日本医科大学武蔵小杉病院 言語聴覚室

3）日本医科大学武蔵小杉病院 理学療法室

4）日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

105 当科における誤嚥防止術の検討
有木　雅彦，小川　知幸，井門謙太郎，竹野　幸夫
広島大学 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

P12 群　甲状腺 17：30 ～ 18：06

座長：鈴木　幹男（琉球大学）
中溝　宗永（日本医科大学）

106 化学療法後に再発し葉峡切除術を施行した甲状腺MALTリンパ腫の 1例
清水　保彦，堀田優希江，淵脇　貴史，清水香奈子，青井　典明，川内　秀之
島根大学 医学部 耳鼻咽喉科

107 Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features （NIFTP）の 3症例
森田浩太朗，鬼塚　哲郎，飯田　善幸，上條　朋之
静岡県立静岡がんセンター 頭頸部外科

108 甲状腺に WDT-UMP，WDC-NOS，papillary carcinoma，follicular adenoma が同時発生した 1例
岡村　　純，望月　大極，今井　篤志，三澤　　清，細川　誠二，峯田　周幸
浜松医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

109 甲状腺癌気管傍再発との診断が困難であった異所性甲状腺症例
白倉　　聡1)，杉本　太郎1)，毛利　香織2)

1）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

2）東京都健康長寿医療センター 耳鼻咽喉科

110 当科における甲状腺腫瘍手術症例の検討
富山要一郎，西池　季隆，大島　一男，上塚　　学，小幡　　翔，上野　裕也，梅田　直暉
大阪労災病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

111 心タンポナーデを契機に判明した原発不明癌甲状腺転移の 1例
奥田　　弘，髙田　菜月，髙木　千晶，若岡　敬紀，髙橋　洋城，大西　将美
大垣市民病院 頭頸部・耳鼻いんこう科

P13 群　一般 18：06 ～ 18：42

座長：曾根三千彦（名古屋大学）
森田　由香（新潟大学）

112 顔面神経麻痺に対するステロイド治療が原因と考えられた両側大腿骨頭壊死の 1例
松井　秀仁，松浦賢太郎，長舩　大士，井田裕太郎，和田　弘太
東邦大学医療センター 大森病院 耳鼻咽喉科
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113 好酸球性副鼻腔炎と好酸球性中耳炎を伴う好酸球性多発血管炎性肉芽腫の 1例
本多　伸光，入舩　悠樹，中田　貴大，中村光士郎
愛媛県立中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

114 当院における遺伝性血管性浮腫喉頭発作の治療経験
長瀬　輝顕，齊藤　彰子，後藤　崇成
山形県立新庄病院 耳鼻咽喉科

115 抗甲状腺薬の関与が疑われた ANCA関連血管炎性中耳炎症例
西村　省吾，菅原　一真，沖中　洋介，小林　由貴，山下　裕司
山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学

116 当科で経験した天疱瘡・類天疱瘡の 4例
尾﨑　大輔，清水　直樹，中井　義紀，家根　旦有
近畿大学医学部奈良病院 耳鼻咽喉科

117 繰り返す喉頭浮腫にて診断に苦慮した再発性多発軟骨炎の 1例
黄川田乃威1)，永井　賀子1,2)，許斐　氏元2)，庄司　祐介1,2)，塚原　清彰2)

1）厚生中央病院 耳鼻咽喉科

2）東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

P14 群　咽頭・喉頭 1 17：30 ～ 17：54

座長：原渕　保明（旭川医科大学）

118 Lemierre症候群の診断基準についての検討
山本　遥子，杉浦　　真，福島　昌浩，石濱　未緒
公立陶生病院 耳鼻咽喉科

119 急性ウイルス感染症に続発した扁桃炎から心筋炎を発症し不幸な転機を辿った 1症例
神川　文彰1)，佐々木祐幸1)，肥塚　　泉2)

1）独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 耳鼻咽喉科

2）聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科

120 伝染性単核球症に咽頭後間隙の浮腫を伴った 1例
小林　万純，杉本　賢文，吉田　忠雄，寺西　正明，曾根三千彦
名古屋大学大学院 医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 耳鼻咽喉科学

121 東京都西部で発見された C.ulceransの 1症例
大野　貴史，坂本　　恵，小山雄太郎，畑中　章生
青梅市立総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P15 群　咽頭・喉頭 2 17：54 ～ 18：36

座長：氷見　徹夫（札幌医科大学）
山村　幸江（東京女子医科大学）

122 口蓋扁桃に生じた木村氏病の 1例
松本　浩平，奥　　竜太
JCHO 諫早総合病院 耳鼻咽喉科
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123 扁桃結核の 1例
鈴木　俊彦，野本　美香，鈴木　政博，川瀬　友貴，垣野内　景，室野　重之
福島県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

124 チークエキスパンダーを用いた口蓋扁桃摘出術
田島　勝利1)，安斎　　崇2)，佐田　直子1)，小野　倫嗣2)，角田　篤信2)，池田　勝久1)

1）順天堂大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

2）順天堂大学医学部附属練馬病院 耳鼻咽喉・頭頸科

125 当科における口蓋扁桃摘出術の現況について 
水津　亮太，坪田　雅仁，白馬　伸洋
帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科

126 口蓋扁桃摘出における後出血
福喜多晃平，山田　弘之，福家　智仁，金児真実佳，澤　　允洋，上田　航毅，小林　大介
伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科

127 当院における小児口蓋扁桃摘出術 217 例の検討
前田　宗伯1)，小島　綾乃1)，森部　一穂1)，村上　信五2)

1）一宮市立市民病院 耳鼻いんこう科

2）名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

128 PFAPA症候群と習慣性扁桃炎の血中サイトカインの違い
中野　誠一1)，秋月　裕則2)，近藤　英司1)，岩崎　英隆3)，阿部　晃治1)，武田　憲昭1)

1）徳島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）徳島赤十字病院 耳鼻咽喉科

3）国立病院機構高知病院 耳鼻咽喉科

P16 群　耳手術 1 17：30 ～ 18：00

座長：白馬　伸洋（帝京大学医学部附属溝口病院）
谷口雄一郎（聖マリアンナ医科大学）

129 皮下組織鼓室内詰込みによる鼓膜再生術を応用した鼓膜穿孔縮小術について
中嶋　正人
埼玉医科大学病院 耳鼻咽喉科

130 当科における後期高齢者に対する耳科手術症例の検討
伊藤　広明，小森　正博，小林　泰輔，兵頭　政光
高知大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

131 当院における耳硬化症に対するアブミ骨手術の成績
湯浅　　有
仙台・中耳サージセンター

132 当科における外耳道真珠腫症例の検討
長島　　勉，久保志保子，染川　幸裕
JR札幌病院 耳鼻咽喉科

133 術後長期間経過観察できた真珠腫 only hearing earの 3症例
西村　理宇，阪上　雅史，桂　　弘和，池畑　美樹，美内　慎也，三代　康雄
兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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P17 群　耳手術 2 18：00 ～ 18：30

座長：植田　広海（愛知医科大学）
土井　勝美（近畿大学）

134 鼓室型グロムス腫瘍の 1例
坂井田　寛，竹内　万彦
三重大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

135 栄養血管の異なる鼓室型・頸静脈球型グロムス腫瘍を合併した 1例
髙島寿美恵，小路永聡美，北岡　杏子，原　　　稔，木原　千春，髙橋　晴雄
長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

136 鼓室骨裂孔（Huschke孔）の 1例
中島　　崇，中江　　進
ベルランド総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

137 外耳道神経鞘腫の 1例
浜島　智秀，大野　十央，末松　由愛
武蔵野赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

138 ビスホスネート製剤による外耳道骨壊死の 1症例
黄　　淳一
市立甲府病院 耳鼻咽喉科

P18 群　めまい・平衡 1 17：30 ～ 18：06

座長：鈴木　光也（東邦大学医療センター佐倉病院）
角南貴司子（大阪市立大学）

139 ふらつきと難聴を主訴に耳鼻咽喉科を受診した椎骨動脈瘤の 1例
高井　禎成
練馬光が丘病院 耳鼻咽喉科

140 内耳奇形を合併した Duane症候群の 1例
石田航太郎1,2)，細川　誠二1)，橋本　雄一3)，峯田　周幸1)

1）浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）焼津市立総合病院 耳鼻咽喉科

3）聖隷三方原病院 耳鼻咽喉科

141 めまいを主訴に受診した化学物質過敏症疑い症例
川﨑　泰士，平賀　良彦，都築　伸佳，佐原　聡甫
静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科・気管食道科

142 当科めまい外来における前庭性片頭痛症例について
乾　　崇樹1)，萩森　伸一1)，栗山　達朗1)，野呂　恵起1)，綾仁　悠介1)，荒木　倫利1,2)， 
河田　　了1)

1）大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）洛和会音羽病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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143 診療所の鼓膜マッサージが奏功したメニエール病の 1例
安村佐都紀，安田　健二
耳鼻咽喉科 安田医院

144 長時間のスマートフォン使用により「めまい」を訴えた急性内斜視の高校生症例について
岡田　智幸1)，荒井光太郎1)，川島　孝介1)，中村　　学1)，肥塚　　泉2)

1）聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 耳鼻咽喉科 

2）聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科

P19 群　めまい・平衡 2 18：06 ～ 18：42

座長：山中　敏彰（奈良県立医科大学）
吉田　友英（東邦大学医療センター佐倉病院）

145 良性発作性頭位めまい症の遷延・再発に関わる予後因子の検討
北原　　糺1)，堀中　昭良2)，成尾　一彦2)，伊藤　妙子1)，阪上　雅治1)，和田　佳郎1)， 
山中　敏彰1)

1）奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

2）奈良県総合医療センター 耳鼻咽喉科

146 良性発作性頭位めまい症に対する就寝姿勢による治療効果の検討
堀中　昭良1)，成尾　　糺1)，北原　　糺2)，伊藤　妙子2)，阪上　雅治2)，和田　佳郎2)， 
山中　敏彰2)

1）奈良県総合医療センター 耳鼻咽喉科

2）奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

147 新しい半規管機能検査 video head impulse testとその習得過程について
五島　史行1)，神崎　　晶2)，小川　　郁2)

1）独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科

2）慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科

148 三次元 video-oculographyを用いたガルバニック前庭刺激に対する眼振の解析
沖中　洋介，橋本　　誠，藤井　博則，山下　裕司
山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学

149 3 テスラMRIにて評価した内リンパ囊開放術の術前後の内リンパ水腫の変化
今井　貴夫1)，真貝佳代子2)，宇野　敦彦3)，北原　　糺4)，堀井　　新5)，太田　有美1)， 
大崎　康宏1)，佐藤　　崇1)，猪原　秀典1)

1）大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）市立吹田市民病院 耳鼻咽喉科

3）大阪急性期・総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

4）奈良県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

5）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

150 椎骨脳底動脈循環不全の診断における頸部超音波検査の有用性
車　　哲成，谷川　　徹，内田　育恵，小川　徹也，植田　広海
愛知医科大学 耳鼻咽喉科学教室
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P20 群　異物・睡眠時無呼吸 17：30 ～ 18：06

座長：鈴木　雅明（帝京大学ちば総合医療センター）
肥後隆三郎（順天堂大学医学部附属浦安病院）

151 ボタン型電池による異物の 2症例
鳥居　直子，松井　和夫，新村　大地
聖隷横浜病院 耳鼻咽喉科

152 経口的ビデオ喉頭鏡下に摘出した咽頭に埋没した魚骨異物症例
小川　博史，久世　文也，寺澤　耕祐，若岡　敬紀，大橋　敏充，林　　寿光，西堀　丈純， 
青木　光広，水田　啓介，伊藤　八次
岐阜大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

153 当院における異物症例の検討
野田　和洋1)，浜田　　登1)，関　　敦郎1)，峯田　周幸2)

1）JA静岡厚生連遠州病院 耳鼻咽喉科

2）浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

154 睡眠時無呼吸外来における患者の咽喉頭異常感について
岡本　幸美，阪本　浩一，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

155 CPAPから BIPAPへの変更が有効であった重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の 1例
森田　武志1)，隈部　洋平1)，西村　一成1)，福永　陽子1)，初川　博厚1)，北　真一郎1)， 
藤木　暢也1,2)，森田　直子1)

1）兵庫県立尼崎総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）耳鼻咽喉科 藤木クリニック

156 睡眠時無呼吸症候群を潜在的に合併していた軟口蓋神経鞘腫の 1症例
佐田　直子1,2)，角田　篤信1)，小野　倫嗣1)，濱田美帆子1)，池田　勝久2)

1）順天堂医学部附属練馬病院 耳鼻咽喉・頭頸科

2）順天堂大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

P21 群　鼻・頭蓋底 18：06 ～ 18：42

座長：鈴木　秀明（産業医科大学）
三浦　弘規（国際医療福祉大学三田病院）

157 まれな真菌である Scedosporium apiospermumを分離した頭蓋底骨髄炎の 1例
谷内　政崇，綾仁　悠介，乾　　崇樹，稲中　優子，萩森　伸一，河田　　了
大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

158 頭蓋底骨髄炎の 2症例
合原　良亮，梅本　真吾，川野　利明，鈴木　正志
大分大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

159 側頭窩・側頭下窩に発生した異型性髄膜腫の 1例
寺澤　耕祐，水田　啓介，林　　寿光，伊藤　八次
岐阜大学 耳鼻咽喉科
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160 前立腺癌の蝶形骨洞転移による眼窩先端症候群症例
野島　曉人1)，本間　博友2)，城所　淑信2)，池田　勝久1)

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科

2）順天堂大学医学部附属静岡医院 病理診断科

161 前立腺癌副鼻腔転移の 1例
堀井　翔平1)，中村　圭吾1)，糟谷　憲邦1)，清水　猛史2)

1）市立長浜病院 耳鼻咽喉科

2）滋賀医科大学 耳鼻咽喉科

162 当科において緊急手術を行った鼻副鼻腔疾患について
浅井　康徳，犬塚　雄貴，日江井裕介，村嶋　智明，吉岡　哲志，櫻井　一生，内藤　健晴
藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科学教室

P22 群　鼻・副鼻腔 1 17：30 ～ 18：00

座長：春名　眞一（獨協医科大学）
三輪　高喜（金沢医科大学）

163 当科における鼻出血症 309 例の検討
犬塚　絵理，犬塚　義亮，奥　　雄介
新東京病院 耳鼻咽喉科

164 嗅覚障害患者における神経変性疾患発症率とその臨床的特徴
弦本　結香1)，小島　博己2)

1）JCHO東京新宿メディカルセンター 耳鼻咽喉科

2）東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

165 孤立性蝶形骨洞病変の検討
浦口　健介，小桜　謙一，土井　　彰，田村　耕三
高知医療センター 耳鼻咽喉科

166 当科における内視鏡下鼻副鼻腔手術の現状について
坪田　雅仁，水津　亮太，白馬　伸洋
帝京大学医学部附属溝口病院 耳鼻咽喉科

167 慢性副鼻腔炎手術症例における臨床的増悪因子の検討
齋藤　孝博1)，都築　建三2)，橋本　健吾2)，岡崎　　健2)，毛利　武士1)，阪上　雅史2)

1）NTT西日本大阪病院 耳鼻咽喉科

2）兵庫医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P23 群　鼻・副鼻腔 2 18：00 ～ 18：30

座長：加瀬　康弘（埼玉医科大学）
内藤　健晴（藤田保健衛生大学）

168 小児海綿静脈洞血栓症例
西村　一成，初川　博厚，森田　武志，隈部　洋平，福永　陽子，北　真一郎
兵庫県立尼崎総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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169 小児鼻副鼻腔 NUT carcinomaの 1例
中村有加里1)，酒井　あや1)，三輪　高喜1)，湊　　　宏2)

1）金沢医科大学 耳鼻咽喉科

2）石川県立中央病院 病理部

170 小児鼻性眼窩骨膜下膿瘍の 1例
海田　英幸，須賀　研治，岩田　知之，横井　　久
小牧市民病院 耳鼻咽喉科

171 眼窩より発生したランゲルハンス組織球症の 1例
照喜名玲奈，平塚　宗久，山下　　懐，鈴木　幹男
琉球大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

172 甲状腺視神経症に対する経鼻および経涙丘アプローチによる眼窩内壁減圧術後の視力変化の比較
西村　邦宏，片平　信行，小川　徹也，植田　広海
愛知医科大学 耳鼻咽喉科学講座

学会第 2日目　6月 30 日（土）ポスター会場

P24 群　頭頸部腫瘍 4 14：20 ～ 14：44

座長：菅澤　　正（埼玉医科大学国際医療センター）

173 原発不明頸部転移癌に合併したトルソー症候群の 1例
細木　　葵1)，小桜　謙一2)，浦口　健介2)，土井　　彰2)，田村　耕三2)

1）高知医療センター 総合診療科

2）高知医療センター 耳鼻咽喉科

174 頸部および咽頭にびまん性腫脹を認めた癌性リンパ管症の 1例
岡田　峻史1)，坂本　耕二1,2)，御子柴卓弥1,2)，新田　清一1,2)，小川　　郁2)

1）済生会宇都宮病院 耳鼻咽喉科

2）慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科

175 成人 T細胞白血病と鑑別を要した末梢性 T細胞リンパ腫－非特定型の 1症例
田口　大藏1)，福島　　慶1)，中谷　宏章1)，竹内　裕美2)

1）国立病院機構福山医療センター 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2）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

176 上咽頭癌治療後に悪性腫瘍関連皮膚筋炎を発症した 1例
齋藤　大輔，及川　伸一，片桐　克則，志賀　清人
岩手医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P25 群　頭頸部腫瘍 5 14：44 ～ 15：26

座長：久保田　彰（神奈川県立がんセンター）
近松　一朗（群馬大学）

177 ニボルマブ投与後に筋炎を発症した上咽頭癌の 1例
佐藤恵里子，能田　淳平，西田　直哉，羽藤　直人
愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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178 ニボルマブ投与により著明な腫瘍縮小効果を認めた上顎洞粘膜悪性黒色腫甲状腺転移の 1例
藤原　智貴，高原　　幹，野村研一郎，林　　隆介，片田　彰博，林　　達哉，原渕　保明
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

179 当科におけるニボルマブの使用経験
玉川　俊次，武田　早織，榎本　圭佑，平岡　政信，保富　宗城
和歌山県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

180 S-1 の有害事象により不幸な転帰を辿った下顎歯肉癌の 1例
武信真佐夫，吉岡　佳奈，河本　勝之，森谷　季吉，北野　博也
草津総合病院 頭頸部甲状腺外科センター・耳鼻咽喉科

181 Cetuximab併用放射線治療中に間質性肺炎から縦隔気腫と気胸を続発したが救命できた進行中咽頭
癌例
池　　真理，渡部　佳弘，竹林亜貴子，岡本　康秀
東京都済生会中央病院 耳鼻咽喉科

182 レンバチニブ内服で肺転移巣の長期抑制を認めた甲状腺未分化癌の 1症例
田中　光一，芦澤　　圭，松岡　伴和，増山　敬祐
山梨大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

183 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの使用経験
杉田　侑己，八木　正夫，清水　皆貴，阪上　智史，鈴木　健介，岩井　　大
関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P26 群　唾液腺腫瘍 14：20 ～ 14：56

座長：別府　　武（埼玉県立がんセンター）
吉原　俊雄（東都文京病院）

184 耳下腺 oncocytic lipoadenomaの 1例
近藤　玄樹，袴田　　桂，鈴木　克佳，山口　裕貴，喜夛　淳哉，松下安理華，菅原　康介
聖隷浜松病院 頭頸部・眼窩顎顔面治療センター 耳鼻咽喉科

185 乳腺相似分泌癌の 1例
村山　正和1)，滝口　修平1)，一寸木宏和1)，武田　悠輝1)，志村　智隆1)，河村陽二郎1)， 
庄司　育央1)，油井　健史1)，小林　　斉1)，小林　一女2)

1）昭和大学藤が丘病院 耳鼻咽喉科

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

186 進行耳下腺扁平上皮癌で稀有な経過をたどった 1例
岩澤　　敬1)，近藤　貴仁1)，小川　恭生1)，野本　剛輝1)，矢富　正徳1)，塚原　清彰2)

1）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

2）東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

187 当科で経験した耳下腺オンコサイトーマの 1例
石田　知也，門司　幹男，倉富勇一郎
佐賀大学 医学部  耳鼻咽喉科・頭頸部外科

188 耳下腺多形腺腫と多形腺腫由来唾液腺導管癌の臨床病理学的検討
川野　利明，平野　　隆，合原　良亮，鈴木　正志
大分大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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189 急速に増大した腎細胞癌の顎下腺転移の 1例
金岡　聖恵1)，尹　　泰貴1,2)，八木　正夫2)，岩井　　大2)

1）医仁会武田総合病院 耳鼻咽喉科

2）関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P27 群　中咽頭癌 14：56 ～ 15：26

座長：杉本　太郎（都立駒込病院）
松本　文彦（国立がん研究センター中央病院）

190 中咽頭癌合併妊娠のマネージメントについて
浅野　雅世1,2)，川口顕一朗1)，山田　良宣1)，門倉　義幸1)，小林　一女2)，丹羽　一友3)

1）昭和大学横浜市北部病院 耳鼻咽喉科

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

3）国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター

191 HIV陽性の中咽頭癌患者に対して化学放射線療法を施行した 1例
岸田　拓磨，丸山　　諒，佐藤　宏樹，勝部　泰彰，冨岡　亮太，塚原　清彰
東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

192 中咽頭 spindle cell carcinomaの 1例
平井　崇士，服部　賢二，松尾　康平
住友病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

193 当科における頭頸部表在癌に対する経口的手術の検討
小野瀬好英，肥塚　　泉，赤澤　吉弘，春日井　滋，三上　公志，明石　愛美，望月　文博， 
多村　悠紀，山田　善宥
聖マリアンナ医科大学病院 耳鼻咽喉科

194 p16 陽性 HPV陰性中咽頭癌症例の臨床的検討
水町　貴諭，本間　明宏
北海道大学大学院 医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

P28 群　頸部 3 14：20 ～ 14：44

座長：甲能　直幸（杏林大学／佼成病院）

195 Clicking larynxの 2症例
中西　庸介，吉崎　智一
金沢大学 医学部 耳鼻咽喉科 頭頸部外科

196 Carotidyniaの 2例
髙木　太郎，横井　隆司
愛媛県立新居浜病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

197 術後 15 年で膿瘍が再発した第一鰓裂性瘻孔の 1例
村上　知聡，濱田　昌史，小田桐恭子，大上　研二
東海大学 医学部 耳鼻咽喉科



― 43 ―

198 当科における下咽頭梨状陥凹瘻症例の検討
髙野　若菜，鮫島　靖浩，宮丸　　悟，折田　頼尚
熊本大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P29 群　頸部 4 14：44 ～ 15：26

座長：楠　　威志（順天堂大学医学部附属静岡病院）
保富　宗城（和歌山県立医科大学）

199 降下性壊死性縦隔炎の 1例
浜端　遼生，冨永　光雄，後藤　祐輝
半田市立半田病院 耳鼻いんこう科

200 ガス産生喉頭蓋膿瘍 2例の経験
谷上　由城1)，本多　啓吾1)，三浦　　誠1)，暁　久美子1)，山田光一郎1)，木村　俊哉1)， 
林　　泰之1)，中平　真衣1)，池田　浩己1,2)

1）日本赤十字社和歌山医療センター 耳鼻咽喉科

2）池田耳鼻いんこう科院

201 深頸部膿瘍切開排膿後の開放創に対し閉鎖式吸引療法および筋皮弁移植を施行した経験例
森　　鮎美1)，堀切　教平2)，古川　麻世1)，新正由紀子1)，北原　伸郎1)

1）公立昭和病院 耳鼻咽喉科 

2）竹田綜合病院 耳鼻咽喉科

202 不全型川崎病に併発した咽後膿瘍の 1例
久徳　貴之，永野　広海，地村　友宏，黒野　祐一
鹿児島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

203 頸部交感神経麻痺，腕神経叢麻痺を合併した頸部皮膚外傷による深頸部膿瘍症例
松田　恭典，坂井田　寛，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

204 当科における深頸部膿瘍症例の検討
宮本　大輔，菅野　真史，岡本　昌之，成田　憲彦，藤枝　重治
福井大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

205 歯性感染を契機に頭蓋内膿瘍へと進展した症例
北田　有史，金井　理絵，前谷　俊樹，竹内万理恵，吉田　季来，坂本　達則，西田　明子， 
金丸　眞一
北野病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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P30 群　中耳 14：20 ～ 14：56

座長：岩井　　大（関西医科大学）
大島　猛史（日本大学）

206 音響法に基づいた耳管機能検査装置の小型化に関する検討
倉野　　香1)，三輪　正人1)，野原　秀明2)，大久保公裕1)，小野田圭祐3)，朝倉　　巧3)

1）日本医科大学 耳鼻咽喉科

2）日本医科大学付属病院 臨床検査部

3）東京理科大学 理工学部 機械工学科

207 当科耳管外来を受診した耳閉感について
原　　將太，平井　良治，野村　泰之，鴫原俊太郎，大島　猛史
日本大学医学部付属板橋病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

208 平均血小板容積（MPV）は耳硬化症に対するアブミ骨手術の成績の予測因子となりえるのか
小川　高生1)，谷川　　徹2)，土屋　吉正2)，岸本真由子2)，車　　哲成2)，内田　育恵2)， 
小川　徹也2)，植田　広海2)

1）名古屋掖済会病院 耳鼻咽喉科

2）愛知医科大学 耳鼻咽喉科

209 青森県における好酸球性中耳炎のアンケートによる疫学調査
高畑　淳子，松原　　篤
弘前大学 医学部 耳鼻咽喉科

210 Bezold膿瘍を発症した 1例
氏原　健作1)，小澤泰次郎1)，西村　聖一1)，山口　慎人1)，竹本　直樹1)，福島　諒奈1)， 
村上　信五2)

1）豊橋市民病院 耳鼻いんこう科

2）名古屋市立大学病院 耳鼻いんこう科

211 頭蓋底骨髄炎による Gradenigo 症候群の 1例
矢野　流美，岡村　　純，山田　智史，大和谷　崇，細川　誠二，峯田　周幸
浜松医科大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P31 群　感染症 14：56 ～ 15：26

座長：余田　敬子（東京女子医科大学東医療センター）

212 HIV感染に併発した内耳梅毒症例
初川　博厚1)，山田　耕作2)，森田　武志1)，隈部　洋平1)，西村　一成1)，福永　陽子1)， 
北　真一郎1)，藤木　暢也3)，森田　直子1)

1）兵庫県立尼崎総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）JR芦屋駅前梅華会耳鼻咽喉科クリニック

3）耳鼻咽喉科 藤木クリニック

213 両側感音難聴を呈し，頭部MRIにて異常所見を認めた神経梅毒の 1例
山下　安彦，濵田　浩司，大上　哲生，中　希久子，平井　　悠
福山市民病院 耳鼻咽喉科



― 45 ―

214 梅毒性内耳炎と考えられた 2症例
小西　一夫
石切生喜病院 耳鼻咽喉科

215 急性腎不全を契機に発見された化膿性脊椎炎の 1例
山田健太郎1)，能田　拓也1)，三輪　高喜1)，川原　範夫2)，原口　貴敏3)，横山　　仁3)

1）金沢医科大学 耳鼻咽喉科

2）金沢医科大学 整形外科

3）金沢医科大学 腎臓内科

216 診断に苦慮した CMV感染が原因であった喉頭潰瘍の 1例
赤井　　亮，岡吉　洋平，高野　愛弓，白井　杏湖，井谷　茂人，稲垣　太郎，塚原　清彰
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

P32 群　口腔咽頭 14：20 ～ 14：56

座長：竹内　万彦（三重大学）
平林　秀樹（獨協医科大学）

217 デノスマブによる顎骨壊死の 2例
太田　伸男，東海林　史，鈴木　貴博，角田梨紗子，野口　直哉
東北医科薬科大学 医学部 耳鼻咽喉科

218 顎骨中心性の所見を呈した前立腺癌下顎骨転移の 1例
島袋　拓也，真栄田裕行，金城　秀俊，安慶名信也，又吉　　宣，鈴木　幹男
琉球大学大学院 医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

219 過剰舌苔に対する漢方使用例の検討
佐藤　輝幸，山田武千代
秋田大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

220 味覚異常・口渇にて発見された中枢性尿崩症の 1例
田中　真琴，矢部　健介，岸　　博行，平井　良治，大島　猛史
日本大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

221 舌に発生した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1例
稲木　香苗，大久保啓介，森川　　淳
佐野厚生総合病院 耳鼻咽喉科

222 19 年にわたり増大を続けた巨大口腔底脂肪腫の 1例
竹林亜貴子，池　　真理，渡部　佳弘，岡本　康秀
東京都済生会中央病院 耳鼻咽喉科

P33 群　口腔癌 14：56 ～ 15：26

座長：嶋根　俊和（昭和大学頭頸部腫瘍センター）
田口　享秀（横浜市立みなと赤十字病院）

223 頸部リンパ節結核を合併した頬粘膜癌手術例
新井　宏幸，神前　英明，清水　猛史
滋賀医科大学 耳鼻咽喉科
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224 舌に発生した孤立性線維性腫瘍の 1例
柊　　陽平，佐野　大佑，荒井　康裕，折舘　伸彦
横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

225 舌正中切開法でアプローチした舌根部粘表皮癌例
和田　将輝，東野　正明，稲中　優子，寺田　哲也，河田　　了
大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

226 当科における早期舌癌症例の新旧 TNM分類と潜在的頸部リンパ節転移の相関についての検討
曺　　弘規，藤井　　隆，音在　信治，小池　良典，大西　皓貴，木村　隆幸，松本　　健
大阪国際がんセンター 頭頸部外科

227 過去 20 年間における口腔癌の疫学的検討～舌癌とその他口腔癌の症例比較～
松本　　健，藤井　　隆，音在　信治，曺　　弘規，小池　良典，大西　皓貴，木村　隆幸
大阪国際がんセンター 頭頸部外科

P34 群　検査 14：20 ～ 14：56

座長：秋定　　健（川崎医科大学）
倉富勇一郎（佐賀大学）

228 舌癌後発頸部リンパ節転移症例における CT値の検討
櫛橋　幸民1,2,3)，池田賢一郎1,2,3)，江川　峻哉1,2,3)，平野康次郎2)，池谷　洋一2)，洲崎　勲夫2)， 
水吉　朋美2)，北嶋　達也1,2)，小林　一女2)，嶋根　俊和1,2,3)

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

3）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 口腔腫瘍外科学部門

229 頸部リンパ節腫脹における穿刺吸引細胞診に関する検討
細川　誠二1)，岡村　　純1)，今井　篤志1)，望月　大極1)，大和谷　崇1)，三澤　　清1)， 
佐々木　豊2)，武林　　悟3)，峯田　周幸1)

1）浜松医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）沼津市立病院 耳鼻咽喉科

3）静岡済生会総合病院 耳鼻咽喉科

230 当科における頭頸部悪性リンパ腫に対するコア針生検（core needle biopsy）の経験
山本　圭佑，大國　　毅，大和田　築，高野　賢一，黒瀬　　誠，氷見　徹夫
札幌医科大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

231 腎機能が不安定であった機能性副甲状腺腺腫摘出術におけるWhole PTH測定の使用経験
小山　佳祐，大澤　陽子
福井赤十字病院 耳鼻咽喉科

232 3D-FLAIR MRIが診断・治療に有用であった 2例
久家　純子，矢間　敬章，國本　泰臣，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

233 24 時間下咽頭食道多チャンネルインピーダンス pH検査により原因を特定し治療し得た難治性咽喉
頭異常感の 1例
鈴木　猛司，櫻井　利興，櫻井　大樹，花澤　豊行，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
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P35 群　教育・診療 14：56 ～ 15：26

座長：岡田　智幸（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
和田　哲郎（筑波大学）

234 臨床実習が医学生の耳鼻咽喉科に対する興味に与える影響
佐藤　香穂1)，佐藤　輝幸2)，山田武千代2)

1）秋田大学 医学部 医学科

2）秋田大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

235 耳鼻咽喉科病棟におけるMRSA感染対策の取り組み
坂口　博史，瀧　　正勝，平野　　滋
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科

236 正中頸囊胞手術後に生じた薬剤性ジストニアの 1症例
岸　　博行，矢部　健介，田中　真琴，平井　良治，大島　猛史
日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

237 当院における B型肝炎のスクリーニング方法について
小島　綾乃1)，森部　一穂1)，前田　宗伯1)，村上　信五2)

1）一宮市立市民病院 耳鼻いんこう科

2）名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

238 耳鼻咽喉科外来における診療所要時間の実測調査
山村　幸江1)，飯野　眞央2)，瀬尾友佳子1)，野中　　学1)

1）東京女子医科大学 耳鼻咽喉科

2）東京女子医科大学 医学部 3年生

P36 群　副咽頭間隙 14：20 ～ 14：44

座長：長谷川賢作（日本医科大学千葉北総病院）

239 副咽頭間隙良性腫瘍に対する経口切除術の経験
藤巻　充寿，大峡　慎一，小島　雅貴，池田　勝久
順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科

240 副咽頭間隙の悪性腫瘍の検討
木村　隆幸，藤井　　隆，音在　信治，曺　　弘規，小池　良典，大西　皓貴，松本　　健
大阪府立病院機構大阪国際がんセンター 頭頸部外科

241 術後に Horner徴候を伴わず first bite syndromeを発症した交感神経鞘腫の 1例
井口　聖名，佐藤陽一郎，島貫茉莉江，佐藤えみり，今西　順久
川崎市立川崎病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

242 当科における副咽頭間隙腫瘍症例の検討
阿部　晃治1)，北村　嘉章1)，東　　貴弘1)，松田　和徳1)，近藤　英司1)，田村　公一2)， 
武田　憲昭1)

1）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 耳鼻咽喉科学

2）徳島市民病院 耳鼻咽喉科
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P37 群　喉頭腫瘍 14：44 ～ 15：20

座長：西野　　宏（自治医科大学）
西村　剛志（横浜市立大学）

243 咽頭・喉頭乳頭腫―2017 年手術例の検討―
浅居　僚平1)，松崎　洋海1)，牧山　　清1)，大島　猛史2)

1）日本大学病院 耳鼻咽喉科

2）日本大学医学部附属板橋病院 耳鼻咽喉科

244 仮声帯から梨状陥凹に発生した神経鞘腫例
古瀬　秀和1)，金城　伸祐2)

1）岩手県立中部病院 耳鼻咽喉科 

2）岩手医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

245 喉頭アミロイドーシスの 1例
田所　宏章，前田祐一郎，原　　浩貴
川崎医科大学 耳鼻咽喉科学教室

246 気道狭窄を呈し ELPSで摘出した巨大喉頭腫瘍の 1例
染谷美和子1)，佐藤　宏樹2)，勝部　泰彰2)，丸山　　諒2)，冨岡　亮太2)，塚原　清彰2)

1）東京医科大学病院 卒後臨床研修センター

2）東京医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

247 喉頭 NK/T細胞リンパ腫の 1症例
山田　善宥，赤澤　吉弘，多村　悠紀，小野瀬好英，望月　文博，明石　愛美，三上　公志， 
春日井　滋，肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科

248 喉頭に発生した棘融解性扁平上皮癌の 1例
脇坂　理紗1,2)，上村　明寛1,2)，大崎　隆士2)，原渕　保明1)

1）旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）日鋼記念病院 耳鼻咽喉科

P38 群　反回神経麻痺 14：20 ～ 14：56

座長：赤澤　吉弘（聖マリアンナ医科大学）
原　　浩貴（川崎医科大学）

249 内頸動脈解離が原因で喉頭麻痺を来した 1症例
草場　雄基，増田　聖子
独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 耳鼻咽喉科

250 嗄声にて発症した内頸動脈解離の 1例
丹羽　正樹1)，欄　真一郎1)，斎藤　明子1)，高橋真理子2)，村上　信五2)

1）JA愛知厚生連江南厚生病院 耳鼻咽喉科

2）名古屋市立大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科
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251 嗄声を契機に発見された若年胸部大動脈瘤切迫破裂症例
平澤　一浩1)，高田　大輔1)，西山　信宏1)，塚原　清彰2)

1）東京医科大学茨城医療センター 耳鼻咽喉科

2）東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

252 両側声帯麻痺を伴った甲状腺原発悪性リンパ腫の 1例
井口　悠香1)，森　　牧子1)，折舘　伸彦2)

1）平塚共済病院 耳鼻咽喉科

2）横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

253 頸神経ワナを用いて即時反回神経再建を行った甲状腺乳頭癌の 1例
高岡美渚季，内山美智子，物部　寛子
日本赤十字社医療センター 耳鼻咽喉科

254 甲状軟骨形成術後 11 年以上経過しゴアテックスシートが気管内に脱落した 1例
弦本　惟郎1,2)，飯村　慈朗1,2)，小島　博己2)

1）東京歯科大学 市川総合病院 耳鼻咽喉科

2）東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

P39 群　聴器腫瘍 14：56 ～ 15：26

座長：須納瀬　弘（東京女子医科大学東医療センター）
山本　　裕（東京慈恵会医科大学）

255 副鼻腔癌術後 6年目に認めた転移性中耳腫瘍の 1例
北村　友理，粕谷　健人，大石　直樹，石川　　徹，西山　崇経，野口　　勝，小川　　郁
慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科

256 側頭骨巨大真珠腫例
大和谷　崇，中西　　啓，遠藤　志織，峯田　周幸
浜松医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

257 当科で経験した中耳腺腫の 3症例
河﨑　浩子1)，大崎　康宏1)，佐藤　　崇1)，森鼻　哲生2)，太田　有美1)，今井　貴夫1)， 
岡崎　鈴代3)，猪原　秀典1)

1）大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）国立病院機構大阪医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3）大阪市立総合医療センター 耳鼻咽喉科

258 蝸牛と前庭に生じた多発迷路内神経鞘腫の 1例
野々村万智，岡野　高之，山本　典生，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

259 側頭骨軟骨芽細胞腫の 1例
淵脇　貴史，青井　典明，堀田優希江，清水香奈子，清水　保彦，川内　秀之
島根大学 医学部 耳鼻咽喉科
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P40 群　難聴 1 14：20 ～ 14：50

座長：茂木　英明（信州大学）

260 軟骨無形成症に高位頸静脈球裂開を合併した 1症例
小泉　　洸，山田武千代
秋田大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

261 人工内耳植え込み術をおこなった ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）の 2例
本多　勇輔，渡邊　　毅，原　　　稔，金子　賢一，髙橋　晴雄
長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

262 難聴児への次世代スクリーニング検査で発見し得た STRC遺伝子変異の 1例
金城　伸祐1)，小林有美子1)，及川かおり1)，嶋本記里人1)，平海　晴一1)，宇佐美真一2)， 
佐藤　宏昭1)

1）岩手医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

2）信州大学 医学部 耳鼻咽喉科

263 当科成人難聴遺伝子診断患者における若年発症型両側性感音難聴の検討
小林有美子1)，及川かおり1)，金城　伸祐1)，平海　晴一1)，佐藤　宏昭1)，宇佐美真一2)

1）岩手医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）信州大学 医学部 耳鼻咽喉科

264 CDH23遺伝子変異症例における人工内耳の長期成績
茂木　英明，塚田　景大，宇佐美真一
信州大学 医学部 耳鼻咽喉科

P41 群　難聴 2 14：50 ～ 15：14

座長：將積日出夫（富山大学）

265 突発性難聴 136 例（Grade 4:90dB以上）の治療成績と治療開始までの日数の関係について
河野　敏朗1)，生駒　　亮2)，石戸谷淳一3)，折舘　伸彦4)

1）西横浜国際総合病院 耳鼻咽喉科

2）横浜南共済病院 耳鼻咽喉科

3）石戸谷耳鼻咽喉科医院

4）横浜市立大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

266 後迷路性難聴を初発症状とした多発性硬化症の 1例
松浦　貴文，津田　潤子，橋本　　誠，菅原　一真，山下　裕司
山口大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

267 急性感音難聴にて発症した小脳海綿状血管腫症例
髙倉　大匡，中西　亮人，將積日出夫
富山大学大学院 医学薬学研究部 耳鼻咽喉科頭頸部外科

268 多発下位脳神経麻痺を伴う Ramsay-Hunt 症候群の 1例
御任　一光1)，室井　昌彦1)，清水　龍吾1)，近松　一朗2)

1）館林厚生病院 耳鼻咽喉科

2）群馬大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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P42 群　鼻・副鼻腔 3 14：20 ～ 15：02

座長：岡野　光博（国際医療福祉大学）
和田　弘太（東邦大学医療センター大森病院）

269 広範な頭蓋内進展を呈した原発性篩骨洞囊胞の 1例
岡野　博之
京都岡本記念病院 耳鼻咽喉科

270 鼻内内視鏡手術で摘出し得た眼窩内進展篩骨洞骨腫の 1例
副島駿太郎，渡邊　　毅，金子　賢一，髙橋　晴雄
長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

271 5 年間に複数回手術を施行した篩骨洞原発骨形成性線維腫の小児例
江川　峻哉1,2,3)，北嶋　達也1,2)，水吉　朋美2)，粟倉　秀幸1,2)，池谷　洋一2)，平野康次郎2)， 
櫛橋　幸民1,2,3)，池田賢一郎1,2,3)，小林　一女2)，嶋根　俊和1,2,3)

1）昭和大学 頭頸部腫瘍センター

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

3）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 口腔腫瘍外科学部門

272 特異な鼻粘膜所見を呈した GVHD既往患者
齋藤　弘亮，関根　基樹，山本　　光，金田　将治，村上　知聡，濵田　昌史，大上　研二， 
飯田　政弘
東海大学 医学部 耳鼻咽喉科

273 浸潤型副鼻腔真菌症の 4症例
小林　泰輔，松本　宗一，小森　正博，兵頭　政光
高知大学 医学部 耳鼻咽喉科学

274 視機能障害をきたした副鼻腔疾患 2例
松瀬　春奈1)，髙島寿美恵1)，小路永聡美1)，北岡　杏子1)，原　　　稔1)，木原　千春1)， 
吉田　晴郎2)，髙橋　晴雄1)

1）長崎大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）長崎医療センター 耳鼻咽喉科

275 Tチューブ長期留置にて視野障害を来した 1症例
成川陽一郎1)，庄司　育央1)，今泉　直美1)，小宅功一郎1)，小林　　斉1)，小林　一女2)

1）昭和大学藤が丘病院 耳鼻咽喉科

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

P43 群　アレルギー 15：02 ～ 15：20

座長：後藤　　穣（日本医科大学多摩永山病院）

276 実臨床下における小児患者に対するフルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液の安全性と有効性
の評価
村山　裕彦1)，稲垣　芳文1)，野瀬　靖代2)，相澤　清美3)，原　　輝文2)，杉浦　　亙1)

1）グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部 MA免疫炎症・感染症部

2）グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部 PMS部

3）グラクソ・スミスクライン株式会社 開発本部 バイオメディカルデータサイエンス部
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277 スギ花粉症舌下免疫療法 4シーズン目の検討
黒田　一慶1)，濱田　聡子1,2)，朝子　幹也2,3)，岩井　　大4)

1）関西医科大学香里病院 耳鼻咽喉科

2）関西医科大学 アレルギーセンター

3）関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

4）関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

278 抗原特異的および非特異的鼻粘膜刺激後の鼻呼気凝集液中過酸化水素
大久保由布，三輪　正人，酒主　敦子，佐藤　一樹，村上　亮介，大久保公裕
日本医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P44 群　鼻・副鼻腔腫瘍 1 14：20 ～ 14：56

座長：川内　秀之（島根大学）
宮本　康裕（聖マリアンナ医科大学）

279 内視鏡下に摘出した翼口蓋窩神経鞘腫の 1例
粟倉　秀幸1)，北嶋　達也1,2)，水吉　朋美2)，洲崎　勲夫2)，池谷　洋一2)，江川　峻哉1,2,3)， 
櫛橋　幸民1,2,3)，池田賢一郎1,2,3)，小林　一女2)，嶋根　俊和1,2,3)

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター

2）昭和大学 医学部 耳鼻咽喉科学講座

3）昭和大学 歯学部 口腔外科学講座 口腔腫瘍外科学部門

280 手術待機中に急速増大し多量出血した鼻腔血管腫例
金田　将治，関根　基樹，齋藤　弘亮，村上　知聡，山本　　光，濵田　昌史，大上　研二， 
飯田　政弘
東海大学 医学部 耳鼻咽喉科

281 起源神経を同定できた鼻中隔神経鞘腫の 1例
横井佑一郎，久保田俊輝，葉山　奈々，両角　尚子，井上なつき，穐山直太郎，吉川　　衛
東邦大学医療センター大橋病院 耳鼻咽喉科

282 下鼻甲介原発の鼻腔腫瘍の 1例
青木登志将1,2)，折舘　伸彦1)，佐野　大佑1)，荒井　康裕1)

1）横浜市立大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）衣笠病院 耳鼻咽喉科

283 石灰化を伴った翼口蓋窩三叉神経鞘腫の 1例
川元日向子1)，西田　直哉1)，兵頭　　純2)，羽藤　直人1)

1）愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）鷹の子病院 耳鼻咽喉科

284 副鼻腔炎を契機に発見された小脳橋角部腫瘍の 1例
笹野　恭之，齋藤　善光，宮本　康裕，多村　悠紀，谷口雄一郎，肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科
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P45 群　鼻・副鼻腔腫瘍 2 14：56 ～ 15：14

座長：池田　勝久（順天堂大学）

285 当科での鼻副鼻腔内反性乳頭腫症例の検討
青木　健剛1)，宇野　敦彦1)，北村　貴裕1)，坂田　義治2)

1）大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2）兵庫県立西宮病院 耳鼻咽喉科

286 洞内に限局した上顎洞乳頭腫 3例
関根　基樹，齋藤　弘亮，金田　将治，村上　知聡，山本　　光，濵田　昌史，大上　研二， 
飯田　政弘
東海大学 耳鼻咽喉科

287 上顎エナメル上皮腫の再発例に顎骨保存外科療法行った 1例
鮫島　靖浩1)，齋藤　陽元1)，増田　聖子2)，廣末　晃之3)，中山　秀樹3)

1）熊本大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2）熊本労災病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3）熊本大学 医学部 歯科口腔外科


