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学術講演 第１日目 ５月９日（木）

ポスター会場（５階「小ホール」）

P 第 １ 群 内耳臨床 （１７：４０～１８：１０）

座長：池田 勝久（順天堂大学）
P―００１ 突発性難聴の臨床的検討 深堀光緒子 （聖マリア病院）

P―００２ 突発性難聴１７１例（Grade 4）の予後因子と ROC曲
線から得られたカットオフ値の有用性について

河野敏朗 （西横浜国際総合病院）

P―００３ 当院で入院加療を行った突発性難聴の治療成績 黄川田乃威 （東京医科大学八王子医療
セン般ポ）

P―００４ 重症突発性難聴に対する一テロイド療法とプロ一般
グランジン E1に加えた高圧酸素療法の有用性

原 聡 （順天堂大学）

P―００５ 聴性誘発電位を用いた語音・非語音の中枢処理 金城伸祐 （岩手医科大学）

P 第 ２ 群 内耳基礎 （１８：１０～１８：４０）

座長：中川 雅文（国際医療福祉大学）
P―００６ 真珠腫に接する側頭骨の破骨細胞の数的検討 今井隆介 （大阪大学）

P―００７ マウ一卵形嚢培養における終末糖化産物の生成につ
いて

菅原I真 （山口大学）

P―００８ マウ一音響障害モデルにおける Adalimumabの内耳
への影響の検討

山本陽平 （山口大学）

P―００９ マウ一における有毛細胞死と protein kinase Cの関
係―ゼブラフィッシュによる一クリポニングの結果
から―

竹本洋介 （山口大学）

P―０１０ ゼブラフィッシュにおけるヒト TMPRSS3遺伝子の
発現について

樽本俊介 （山口大学）

P 第 ３ 群 外耳・中耳 （１７：４０～１８：１０）

座長：高倉 大匡（富山大学）
P―０１１ ビ一ホ一ホネポト製剤長期服用にて、外耳道骨壊死

を来した症例
伊藤彩子 （関東労災病院）

P―０１２ 再生軟骨を用いた外耳道後壁再建の１例 平野真希子 （帝京大学）

P―０１３ 特発性後頭蓋窩骨盤欠損のI例 小泉弘樹 （東京女子医科大学東医療
セン般ポ）

P―０１４ 瞬間接着剤による両側外耳道異物のI例 鬼島菜摘 （横浜労災病院）

P―０１５ ツチ骨骨折のI例 北田有史 （田附興風会医学研究所北
野病院）
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P 第 ４ 群 中耳・内耳 （１８：１０～１８：４０）

座長：和田 哲郎（筑波大学）
P―０１６ 両側聴神経腫瘍に対する術後失聴症例への人工内耳

手術
中島崇博 （宮崎大学）

P―０１７ 認知症を伴うMRSA感染インプラント露出症例に
対する一期的人工内耳入れ替えの経験

窪田 和 （自治医科大学附属さいた
ま医療センター）

P―０１８ 先天性サイトメガロウイルス感染症による両側高度
難聴に対し人工内耳装用となった５例

土橋奈々 （九州大学病院）

P―０１９ ANCA関連血管炎性中耳炎の聴力経過治療法による
検討

西原江里子 （愛媛大学）

P―０２０ 補聴器を用いた耳鳴に対する音響療法について 横田尚弘 （大和高田市立病院）

P 第 ５ 群 音声言語 （１７：４０～１８：１０）

座長：小川 真（大阪大学）
P―０２１ 一側性声帯麻痺術前後の脳活動の検討 喜友名朝則 （琉球大学）

P―０２２ カタカナ書字困難に対する介入を行った軽度難聴児
の１例

菅谷明子 （岡山大学）

P―０２３ 発声のメカニズムに基づく音声障害の診断と治療ボ
イスマップの活用

齊田晴仁 （さいだ耳鼻咽喉科クリニ
ック）

P―０２４ 愛媛県の言語聴覚士における音声に対する自覚的評
価の検討

田口亜紀 （県立広島大学）

P―０２５ 当院における多系統萎縮症患者の咽喉頭所見の変化
について

今井貫太 （獨協医科大学）

P 第 ６ 群 免疫アレルギー （１８：１０～１８：４０）

座長：八木沼裕司（東北医科薬科大学）
P―０２６ 副鼻腔炎・中耳炎を併発した好酸球性多発血管炎性

肉芽腫症症例に対する抗 IL―5抗体mepolizumabの
治療経験

洲崎勲夫 （昭和大学）

P―０２７ 狭心症を来した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一
例

饒波正史 （沖縄県立中部病院）

P―０２８ アンケートを用いたスギ花粉症に対する舌下免疫療
法の治療開始時期に関する検討

草野佑典 （東北医科薬科大学）

P―０２９ スギ舌下エキスとダニ舌下錠による舌下免疫療法併
用の安全性の検討

中村真浩 （順天堂大学）

P―０３０ 吸入性抗原感作に及ぼす腸内・口腔内細菌叢の影
響―２０１６年岩木健康増進プロジェクト健診の結果か
ら―

野村彩美 （弘前大学）
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P 第 ７ 群 鼻副鼻腔１ （１７：４０～１８：１０）

座長：白崎 英明（札幌医科大学）
P―０３１ 慢性副鼻腔炎を契機に発見された篩骨洞骨腫の２症

例
黒子光貴 （東京警察病院）

P―０３２ 内視鏡下鼻腔手術を施行した鼻口蓋管嚢胞例 若山 望 （日本医科大学武蔵小杉病
院）

P―０３３ 初発症状が動眼神経麻痺のみであった副鼻腔 NK/T
cell lymphomaの一例

小川晋太郎 （熊本大学）

P―０３４ 前頭部側頭部に巨大膿瘍を伴った Pott’s puffy tu-
morの１例

黒田一慶 （関西医科大学香里病院）

P―０３５ 眼窩吹き抜け骨折に対する吸収性骨接合剤（スーパ
ーフィクソーブMX）の使用経験

渡辺哲生 （大分大学）

P 第 ８ 群 鼻副鼻腔２ （１８：１０～１８：４０）

座長：志賀 英明（金沢医科大学）
P―０３６ 術前診断に至らなかった副鼻腔に発生した神経鞘腫

の２例
高田真紗美 （関西医科大学総合医療セ

ンター）

P―０３７ 中耳腔まで進展する副鼻腔髄外性形質細胞腫から多
発性骨髄腫の診断に至った一例

日比裕之 （昭和大学藤が丘病院）

P―０３８ 閉塞型睡眠時無呼吸症候群に対する外科的治療後、
意識消失により救命集中治療を余儀なくされた一症
例

田路正夫 （新百合ヶ丘総合病院）

P―０３９ 内頸動脈鼓室内走行異常による大量鼻出血の１例 大谷志織 （大阪労災病院）

P―０４０ 上顎洞に進展した歯原性嚢胞症例の検討 浜本真一 （川崎医科大学）

P 第 ９ 群 口腔 （１７：４０～１８：１０）

座長：石田 正幸（富山大学）
P―０４１ 頬脂肪体を用いて再建を行った高齢者口腔癌の１例 大野慶子 （東京都健康長寿医療セン

ター）

P―０４２ 早期口腔癌における後発リンパ節転移症例の検討 脇坂尚宏 （金沢大学）

P―０４３ 当科における口腔癌皮弁再建症例の検討 平野 隆 （大分大学）

P―０４４ IgG4の関与が示唆された難治性口腔咽頭潰瘍症例 岡本拓也 （東邦大学医療センター佐
倉病院）

P―０４５ 耳鼻咽喉科医としての口腔癌診療と当センターの医
科歯科合同診療

江川峻哉 （昭和大学）
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P 第 １０ 群 口腔・咽頭 （１８：１０～１８：４０）

座長：柴田 美雅（産業医科大学）
P―０４６ 咽頭痛と発熱を主訴とした成人スチル病症例の文献

的検討
木村 寛 （富山県済生会富山病院）

P―０４７ 当院における３年間の口蓋扁桃摘出術４９７例につい
ての検討

田中 健 （神尾記念病院）

P―０４８ 中咽頭の経口的内視鏡観察における挺舌発声法の有
用性の検討

佐藤宏樹 （東京医科大学）

P―０４９ 診断に苦慮した上咽頭、扁桃 Epstein―Barr virus―
positive mucocutaneous ulcer（EBVMCU）の１例

中田智明 （亀田総合病院）

P―０５０ 菊池病が疑われた２症例の考察 岩田 昇 （藤田医科大学ばんたね病
院）

P 第 １１ 群 唾液腺 （１７：４０～１８：１０）

座長：鈴木 貴博（東北医科薬科大学）
P―０５１ 顎下腺唾石症に対する顕微鏡下唾石摘出術の検討 徳永貴広 （真生会富山病院）

P―０５２ 耳下腺内に発生した黄色肉芽腫の２症例 伊東小都子 （鹿児島医療センター）

P―０５３ 耳下腺リンパ上皮癌例 中多祐介 （滋賀医科大学）

P―０５４ 術前に内頸静脈の低形成が疑われ再建に有茎皮弁を
選択した耳下腺癌の１例

竹本梨紗 （熊本大学）

P―０５５ 局所進行の舌下腺腺様嚢胞癌に対してセツキシマブ
併用放射線治療を行った１例

宮下圭一 （鹿児島大学）

P 第 １２ 群 喉頭・気管 （１８：１０～１８：４０）

座長：松崎 洋海（日本大学）
P―０５６ 声門後部癒着症に対し輪状後部粘膜弁を用いて声門

開大が得られた１例
坪井秀之 （防衛医科大学校）

P―０５７ 重症合併症を有する心臓手術後に発症した声門後部
瘢痕拘縮による喉頭狭窄の３例とその治療経過

五島可奈子 （東京女子医科大学）

P―０５８ 気管切開孔の適切な管理に向けて～一般的な成人用
気管カニューレの形態比較

木村百合香 （東京都保健医療公社荏原
病院）

P―０５９ 推定体重 240kg、BMI 81．1の高度肥満患者に対す
る気管切開術の経験

積山幸祐 （鹿児島生協病院）

P―０６０ 喉頭アレルギー患者の喉頭・気管・気管支粘膜にお
ける線維化病変に関する検討

犬塚雄貴 （藤田医科大学）
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P 第 １３ 群 疫学・一般 （１７：４０～１８：１６）

座長：佐藤 公則（久留米大学）
P―０６１ 頭頸部手術における抗血栓薬服用の影響 竹林慎治 （神戸市立医療センター中

央市民病院）

P―０６２ 耳鼻咽喉科手術における全身麻酔に関する諸問題 小林大介 （伊勢赤十字病院）

P―０６３ 短期滞在手術における術前評価―当院の現状につい
て―

清水順一 （岩野耳鼻咽喉科サージセ
ンター）

P―０６４ 登山用ヘッドライトの耳鼻咽喉科手術での使用経験 大塚邦憲 （新百合ヶ丘総合病院）

P―０６５ 乳仔マウス集団保育群を用いた肺炎球菌の宿主間伝
播予防における recipient側の因子の検討

金子富美恵 （和歌山県立医科大学）

P―０６６ 国内３地域の粒子状物質（Particulate matter ; PM）
構成成分による生体反応の相違

大西俊範 （京都府立医科大学）

P 第 １４ 群 臨床・統計 （１８：１６～１８：４６）

座長：長谷川賢作（日本医科大学）
P―０６７ 耳鼻咽喉科鳥瞰図 松山浩吉 （松山耳鼻咽喉科）

P―０６８ ブラジル南マットグロッソ州における医療支援活
動―耳鼻咽喉科医として何ができるか―

関 博之 （いの町立国民健康保険仁
淀病院）

P―０６９ 喫煙・受動喫煙が耳鼻咽喉科疾患へ及ぼす影響の検
討

都築伸佳 （静岡赤十字病院）

P―０７０ 呼気の赤外吸収スペクトル測定と健康にかかわる情
報抽出の試み

田中義人 （小田原市立病院）

P―０７１ 喉頭動画像と音声の解析結果を携帯端末でもリアル
タイムに見るための環境

加納 滋 （加納耳鼻咽喉科医院）

P 第 １５ 群 その他１ （１７：４０～１８：１０）

座長：八木 正夫（関西医科大学）
P―０７２ めまい経過観察パスの運用によるめまい入院への影

響
前田宗伯 （一宮市立市民病院）

P―０７３ アスタキサンチンナノ製剤の哺乳動物有毛細胞保護
効果についての検討

小林由貴 （山口大学）

P―０７４ 耳鼻咽喉科におけるカウンセリングの有用性 金谷浩一郎 （浩然会 耳鼻咽喉科かめ
やまクリニック）

P―０７５ 耳鼻咽喉科受診患者における睡眠障害の検討 松岡百百世 （吉野川医療センター）

P―０７６ 成人重症閉塞性睡眠時無呼吸症の病態的特徴の検討 佐田直子 （順天堂大学）
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P 第 １６ 群 その他２ （１８：１０～１８：４０）

座長：鎌田 英男（群馬大学）
P―０７７ ANCA関連疾患における IgG4陽性率の検討 岸部 幹 （旭川医科大学）

P―０７８ 好酸球性副鼻腔炎における IgG4陽性細胞の浸潤と
その臨床的意義

小山貴久 （岡山大学）

P―０７９ 乳頭癌を合併した甲状舌管嚢胞の一例 熊代奈央子 （和歌山県立医科大学）

P―０８０ 慢性頸部痛で来院した高安動脈炎例 河本勝之 （草津総合病院）

P―０８１ 当科における嗅覚障害に合併する味覚障害３０例の検
討

勢井洋史 （愛媛大学）
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学術講演 第３日目 ５月１１日（土）

P 第 １７ 群 小児１ （１３：５０～１４：２０）

座長：佐々木 徹（自治医科大学）
P―０８２ ３歳児健康診査を経て当院当科を初診した児の検討 勝沼紗矢香 （兵庫県立こども病院）

P―０８３ 小児鼓膜穿孔手術の穿孔閉鎖と聴力についての検討 波多野 都 （金沢大学）

P―０８４ １歳以降に診断された小児両側難聴についての検討 伊藤有未 （福井大学）

P―０８５ １８トリソミー症候群の難聴児における医療的ケア 木村優介 （東京医療センター）

P―０８６ 肺炎球菌鼻咽腔保菌と局所炎症反応に対する喫煙の
影響

村上大地 （和歌山県立医科大学）

P 第 １８ 群 小児２ （１４：２０～１４：５０）

座長：伊藤 伸（順天堂大学）
P―０８７ 当科における最近５年間の口腔咽頭外傷１２例の検討 矢内 彩 （順天堂大学医学部附属静

岡病院）

P―０８８ ４歳児にみられた唾石症から発症した膿瘍の１例 宝上竜也 （りんくう総合医療センタ
ー）

P―０８９ 感染を繰り返した乳児頸部奇形腫の１例 高野さくらこ （大阪市立大学）

P―０９０ 扁桃周囲膿瘍を来した乳児の２例 平木章弘 （県立広島病院）

P―０９１ 顔面打撲による眼瞼腫脹が疑われた小児ランゲルハ
ンス組織球症の一例

宮本佑美 （鹿児島大学）

P 第 １９ 群 中耳１ （１３：５０～１４：１４）

座長：佐々木 亮（弘前大学）
P―０９２ 高位頸静脈球による伝音難聴に対して鼓室形成術を

施行した一例
寺村 侑 （竹田綜合病院）

P―０９３ 急性中耳炎に続発し高度な Otitic hydrocephalusを
呈した結果、網膜剥離を発症した小児例

大槻好史 （福島県立医科大学）

P―０９４ （演題取り下げ）
P―０９５ オージオグラムで感音難聴を呈する固着病変に対す

る聴力改善手術
松原 彩 （静岡県立総合病院）

P―０９６ 中耳真珠腫におけるタイトジャンクション関連分子
発現の検討

高橋昌寛 （東京慈恵会医科大学）
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P 第 ２０ 群 中耳２ （１４：１４～１４：４４）

座長：佐野 肇（北里大学）
P―０９７ アブミ骨動脈遺残例 岡野高之 （京都大学）

P―０９８ 高齢者における耳科手術成功率 増田正次 （杏林大学）

P―０９９ 当科における鼓膜形成術の検討 民井 智 （自治医科大学附属さいた
ま医療センター）

P―１００ 小児期に伝音難聴進行を来しアブミ骨手術を行った
耳硬化症の一例

大橋 充 （国家公務員共済組合連合
会佐世保共済病院）

P―１０１ 高齢者耳科手術における問題点 鴫原俊太郎 （日本大学）

P 第 ２１ 群 感染症１ （１３：５０～１４：２６）

座長：大峡 慎一（順天堂大学）
P―１０２ ガス産生菌により上行性に進展した頸部膿瘍の１例 宇留間周平 （昭和大学藤が丘病院）

P―１０３ 抗血小板薬内服中に歯ブラシ外傷による副咽頭間隙
膿瘍を来した一例

宮澤昌行 （小田原市立病院）

P―１０４ 耳鼻咽喉科領域の膿瘍形成に対する当院における排
膿法の工夫

田中久美子 （順天堂大学）

P―１０５ Ｇ群溶連菌が原因となった副咽頭間隙膿瘍の一例 田島勝利 （順天堂大学）

P―１０６ 深頸部膿瘍に対して術後人工呼吸器管理を行った１
症例

笠原 健 （佐野厚生総合病院）

P―１０７ 飼い猫からのコリネバクテリウム・ウルセランス菌
感染で頸部膿瘍を来した一症例

伊藤和行 （松江赤十字病院）

P 第 ２２ 群 感染症２ （１４：２６～１４：５０）

座長：渡邉 哲生（大分大学）
P―１０８ ローゼンミューラー窩に発生した放線菌症の１例 松山敏之 （群馬大学）

P―１０９ 両側扁桃周囲膿瘍を繰り返した放線菌感染症の１例 木村翔一 （福岡大学）

P―１１０ 診断に時間を要した梅毒症例 金沢弘美 （さいたま市民医療センタ
ー）

P―１１１ めまいを主訴とした HIV、梅毒重複感染の一例 甘利泰伸 （昭和大学横浜市北部病院）

P 第 ２３ 群 鼻副鼻腔３ （１３：５０～１４：２０）

座長：横井 秀格（杏林大学）
P―１１２ ESSを施行した歯性上顎洞炎の骨肥厚と鼻腔形態に

関する検討
杉野真理子 （福岡歯科大学）

P―１１３ 鼻副鼻腔乳頭腫における基部推定についての検討 吉田充裕 （倉敷中央病院）

P―１１４ 当科における鼻性眼窩内合併症の検討 牧原靖一郎 （香川労災病院）

P―１１５ 好酸球性副鼻腔炎の再手術症例の術式選択の検討 端山昌樹 （大阪大学）

P―１１６ 内視鏡下鼻・副鼻腔手術の術後出血症例の検討 秋田佳名子 （市立豊中病院）
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P 第 ２４ 群 鼻副鼻腔４ （１４：２０～１４：５０）

座長：横島 一彦（日本医科大学）
P―１１７ AIを活用した内視鏡画像の下鼻甲介腫脹度診断 荒木康智 （慶應義塾大学医学部）

P―１１８ 副鼻腔 CTに基づく VR（Virtual Reality）アプリを活
用した空間的教育の導入

細矢 慶 （日本医科大学千葉北総病
院）

P―１１９ 蒸気と香料の同時吸入が鼻腔内細菌に与える影響 鈴木雅明 （帝京大学ちば総合医療セ
ンター）

P―１２０ 光干渉断層計（Optical coherence Tomography）に
よる嗅粘膜評価

上田俊雄 （京都大学）

P―１２１ 経鼻的投与した IGF―1の脳内神経芽細胞遊走へ及
ぼす影響

中村有加里 （金沢医科大学）

P 第 ２５ 群 頭頸部癌 （１３：５０～１４：２０）

座長：片田 彰博（旭川医科大学）
P―１２２ 鼻・副鼻腔悪性腫瘍の臨床的検討 工藤直美 （弘前大学）

P―１２３ 抗 PD―1抗体（ペムブロリズマブ）で初期治療を行
った肺癌合併上顎癌の一例

片田彰博 （旭川医科大学）

P―１２４ 再発・転移頭頸部癌に対するニボルマブの使用経験 井本智子 （金沢大学）

P―１２５ ニボルマブが有効であった粘膜原発悪性黒色腫の一
例

翁長龍太郎 （自治医科大学）

P―１２６ 粒子線治療後に再発した鼻腔悪性黒色腫に対してイ
ピリムマブが有効であった１例

川崎佳奈子 （佐賀大学）

P 第 ２６ 群 めまい （１４：２０～１４：５０）

座長：長沼 英明（北里大学）
P―１２７ video Head Impulse Testを用いた聴神経腫瘍患者

の半規管機能評価
藤原圭志 （北海道大学）

P―１２８ VBIめまいの発症は初夏が多いか？ 河野 航 （日本大学）

P―１２９ 下肢振動覚障害がラバー負荷重心動揺検査に及ぼす
影響の検討

吉川弥生 （東京大学）

P―１３０ 下肢荷重計による高齢者の歩行解析 宮本康裕 （聖マリアンナ医科大学）

P―１３１ 当院の神経線維腫症２型症例における NF2遺伝子
の分子遺伝学的検討

野口 勝 （慶應義塾大学）

P 第 ２７ 群 咽頭 （１３：５０～１４：２０）

座長：脇坂 尚宏（金沢大学）
P―１３２ 当科における上咽頭癌の治療成績 柳園昂太 （筑波大学）

P―１３３ 上咽頭に転移した腎細胞癌の一例 松元隼人 （鹿児島大学）

P―１３４ 当科における中咽頭癌４９例の臨床検討 小佐野雅識 （山梨大学）

P―１３５ 下咽頭癌に対する CRT、BRT症例の検討 宇和伸浩 （兵庫医科大学）

P―１３６ 当科で経験した副咽頭間隙腫瘍症例 福原理恵子 （上尾中央総合病院）
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P 第 ２８ 群 喉頭・頸部 （１４：２０～１４：５０）

座長：鈴木 真輔（秋田大学）
P―１３７ 喉頭myxofibrosarcomaの１例 宮崎俊一 （佐賀大学）

P―１３８ 早期喉頭癌に対し行われた経口的腫瘍切除術の治療
成績

舘田 豊 （東北大学）

P―１３９ 頸部切開と胸腔鏡を併用し切除した神経節細胞腫の
１例

宮原伸之 （東広島医療センター）

P―１４０ 長期間存在し短期間で急速増大した巨大顎下部腫瘤
の一例

立之大智 （足利赤十字病院）

P―１４１ 当科における原発不明頸部転移癌の検討 小林徹郎 （福島県立医科大学）

P 第 ２９ 群 嚥下障害１ （１３：５０～１４：２０）

座長：上村 裕和（奈良医科大学）
P―１４２ 一過性に鼻咽腔閉鎖機能不全を来した症例 山野貴史 （福岡歯科大学）

P―１４３ 中咽頭癌に対する動注化学放射線療法・手術治療
後、長期間、嚥下障害が遷延していた症例

三枝英人 （東京女子医科大学八千代
医療センター）

P―１４４ 嚥下障害および呼吸困難を来した強直性脊椎骨増殖
症の一例

牧瀬高穂 （鹿児島大学）

P―１４５ 誤嚥性肺炎発症前の高齢軽度嚥下障害患者への手術
治療

長瀬輝顕 （山形県立新庄病院）

P―１４６ 舌喉頭全摘・食道亜全摘・有茎空腸による胸壁前再
建手術時に鎖骨合併切除が通過障害回避に有効であ
った一例

林 計企 （大阪国際がんセンター）

P 第 ３０ 群 嚥下障害２ （１４：２０～１４：４４）

座長：中村 一博（日本大学）
P―１４７ 当科で嚥下内視鏡検査を行った症例の特徴―兵頭ス

コアの有用性と予後について―
原 睦子 （上尾中央総合病院）

P―１４８ 当院嚥下外来の現状について 印藤加奈子 （香川大学）

P―１４９ 頸部膿瘍症例の嚥下障害に関する検討 田浦政彦 （九州大学）

P―１５０ 東大病院における嚥下機能手術の検討 二藤隆春 （埼玉医科大学総合医療セ
ンター）
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P 第 ３１ 群 頭頸部１ （１３：５０～１４：２０）

座長：古阪 徹（日本大学）
P―１５１ 根治的放射線治療を施行した下咽頭扁平上皮癌症例

の予後予測における CRP／アルブミン比の有用性
波多野 孝 （横浜市立大学）

P―１５２ 進行頭頸部扁平上皮癌に対し、放射線併用超選択的
動注化学療法を施行した症例の検討

坂東伸幸 （北斗病院）

P―１５３ 切除不能局所進行頭頸部扁平上皮がんに対する
PCE導入化学療法後の化学放射線療法の実施可能
性検証試験

南 修司郎 （東京医療センター）

P―１５４ 当科における後期高齢者頭頸部がん治療の検討 森山宗仁 （大分大学）

P―１５５ 当科における高齢者の局所進行頭頸部癌に対するセ
ツキシマブ併用放射線治療の臨床的検討

吉川直子 （千葉大学）

P 第 ３２ 群 頭頸部２ （１４：２０～１４：５０）

座長：藤原 和典（鳥取大学）
P―１５６ DNA修復酵素遺伝子多型と頭頸部癌の予後予測 平川 仁 （琉球大学）

P―１５７ 頭頸部扁平上皮がん細胞由来 exosome画分に含有
される LOXL2の転移危険性診断指標としての可能
性

真田朋昌 （愛媛大学）

P―１５８ 頭頸部癌における PET/MRIの有用性 菅野真史 （福井大学）

P―１５９ 頭頸部癌の EHFは ETS1の分解を介して ZEB1を
制御する

坂本 要 （山梨大学）

P―１６０ 咽喉頭異常感症に対するボノプラザンフマル酸塩
（PCAB）の効果：GETS―Jを用いた検討

高橋奈央 （新潟大学）

P 第 ３３ 群 甲状腺１ （１３：５０～１４：２０）

座長：真栄田裕行（琉球大学）
P―１６１ 甲状腺微小癌症例の検討 櫛橋幸櫛 （昭和大学）

P―１６２ 若年性甲状腺癌５例の臨床的検討 川畠雅樹 （鹿児島大学）

P―１６３ 甲状腺手術症例における穿刺吸引細胞診検査の検討 崎川 慶 （昭和大学藤が丘病院）

P―１６４ 甲状腺分化癌リンパ節転移診断における穿刺吸引細
胞診＋サイログロブリン測定の有用性

嶋田琢磨 （大阪府立病院機構大阪急
性期・総合医療センター）

P―１６５ 甲状腺乳頭癌における Lymph node densityは、病
理学的病期で調整後でも予後因子である

鈴木秀典 （愛知県がんセンター）
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P 第 ３４ 群 甲状腺２ （１４：２０～１４：４４）

座長：崎浜 教之（さきはまクリニック）
P―１６６ 甲状腺濾胞性腫瘍診断におけるエラストグラフィの

有用性
青井典明 （島根大学）

P―１６７ レンバチニブ投与を行った５症例を振り返って～継
続するための工夫と考え方～

世良武大 （市立三次中央病院）

P―１６８ 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの使用経験 久場潔実 （埼玉医科大学国際医療セ
ンター）

P―１６９ 当院における副甲状腺腫瘍手術前画像評価の検討 安井徹郎 （九州医療センター）
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