
一般演題（口演）

第1群　反回神経麻痺 第３会場（南館４F・錦）
第１日目　11月17日（木）　9:00～9:40

座長：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） 
田村　悦代（東海大学医学部付属東京病院　耳鼻咽喉科・ボイスクリニック）

O1-1 嚥下障害と両側声帯麻痺をきたした髄膜血管型神経梅毒の一例
弘瀬かほり、兵頭　政光
高知大学医学部　耳鼻咽喉科

O1-2 両側声帯麻痺の治療経験
上田　航毅、小林　大介、澤　　允洋、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

O1-3 老人性喉頭に対する声帯内コラーゲン注入術の治療成果
甲能　武幸1）、矢部はる奈2）、宇野　光祐3）、此枝　生恵1）、富永　健裕1）、小川　　郁1）

1）慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科 
2）川崎市立井田病院 
3）新百合ヶ丘総合病院

O1-4 抗血栓薬内服下での声帯内コラーゲン注入術について
佐藤　　拓1）、後藤多嘉緒1）、山内　彰人2）、上羽　瑠美1）、二藤　隆春1）

1）東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科 
2）国立国際医療研究センター　耳鼻咽喉科

O1-5 ゼラチンハイドロゲルおよび塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）を用いた声帯瘢痕予防に
関する再生医学研究
今泉　光雅1）、中村　亮介2）、仲江川雄太1）、谷　亜希子1）、多田　靖宏1）、大森　孝一2）

1）福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座 
2）京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第2群　喉頭1 第３会場（南館４F・錦）
第１日目　11月17日（木）　9:40～10:30

座長：藤枝　重治（福井大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 
角　　卓郎（東京医科歯科大学　頭頸部外科）

O2-1 喉頭神経鞘腫の2例
久田　真弓、岸下　定弘、岩城　弘尚、小村　　豪、中尾　一成
NTT東日本関東病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O2-2 喉頭と歯肉に生じたPlasma cell mucositisの一例
猪野　絢子1）、佐藤光一郎2）、矢部はる奈1）

1）川崎市立井田病院　耳鼻咽喉科 
2）鶴見大学歯学部　口腔顎顔面外科
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O2-3 声門下に生じた造血器腫瘍の2例
北島　美央1）、畠山　博充2）、溝口　兼司2）、福田　　諭2）

1）自衛隊札幌病院　耳鼻咽喉科 
2）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

O2-4 当科における成人喉頭乳頭腫例の検討
後藤　一貴、金谷　洋明、今野　　渉、柏木　隆志、阿久津　誠、中島　逸男、
平林　秀樹
獨協医科大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科

O2-5 再発性喉頭乳頭腫に対するシドフォビル局所投与
室野　重之、中西　庸介、脇坂　尚宏、吉崎　智一
金沢大学医薬保健研究域医学系　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O2-6 当科における喉頭肉芽腫症の臨床的検討
犬塚　雄貴、長坂　　聡、田邊　陽介、村嶋　智明、平井恵美子、岩田　義弘、
櫻井　一生、内藤　健晴
藤田保健衛生大学医学部　耳鼻咽喉科

第3群　喉頭2 第３会場（南館４F・錦）
第１日目　11月17日（木）　14:20～15:00

座長：佐藤　公則（久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座） 
金子　賢一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O3-1 声帯上皮細胞の分離・培養とin vitro実験系の確立
水田　匡信、岸本　　曜、楯谷　一郎、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

O3-2 3Dプリンターを用いた喉頭模型制作の試み
富永　健裕、甲能　武幸、此枝　生恵、小川　　郁
慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科

O3-3 Bio-3D Printer　Regenova®を用いた自己細胞由来人工気管の作成
町野　隆介1）、松本桂太郎2）、谷口　大輔2）、武岡　陽介2）、田浦　康明1）、土肥良一郎1）、
畑地　　豪1）、宮崎　拓郎1）、土谷　智史1）、今岡　由紀4）、Ruben Groen4）、山崎　直哉2）、
福岡　順也3）、中山　功一5）、永安　　武1）

1）長崎大学大学院　腫瘍外科 
2）長崎大学大学院ハイブリッド医療人養成センター 
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　病理診断科学 
4）長崎大学病院　長崎病理医育成・診断センター 
5）佐賀大学　臓器再生医工学講座

O3-4 外傷性気管狭窄症に対する人工気管を用いた気管再建術
多田　靖宏1）、谷　亜希子1）、今泉　光雅1）、仲江川雄太1）、川瀬　友貴1）、大森　孝一2）

1）福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科 
2）京都大学大学院医学研究科・医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O3-5 当科における喉頭異形成症例の検討
川瀬　友貴、多田　靖宏、谷　亜希子、鈴木　　亮、仲江川雄太、松塚　　崇
福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座
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第4群　喉頭癌 第３会場（南館４F・錦）
第１日目　11月17日（木）　15:00～15:40

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） 
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）

O4-1 喉頭癌治療後に骨髄癌腫症を来した一例
北村　公二、藤井　　隆、喜井　正士、音在　信治、安井　俊道
大阪府立成人病センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O4-2 気管切開術を要した喉頭癌症例の検討
東野　正明、大村　修士、鈴木　倫雄、櫟原　崇宏、寺田　哲也、河田　　了
大阪医科大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O4-3 喉頭亜全摘術（SCL-CHEP）後の長期音声機能
宮丸　　悟、兒玉　成博、蓑田　涼生
熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O4-4 放射線治療後の喉頭全摘出術における術後合併症の検討
鈴木　倫雄、東野　正明、大村　修二、櫟原　崇宏、寺田　哲也、河田　　了
大阪医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O4-5 喉頭癌T3症例の臨床的検討　－RADPLATの有用性－
麻生丈一朗1）、梅野　博仁1）、田中　法瑞2）、進　武一郎1）、小野　剛治1）、千年　俊一1）、
村木宏一郎2）、服部　睦行2）、江藤　英博2）、安陪　等思2）

1）久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 
2）久留米大学医学部　放射線医学講座

第5群　気管狭窄1 第４会場（本館４F・花A）
第１日目　11月17日（木）　9:00～9:50

座長：古川　政樹（ひろ・やまクリニック） 
鹿野　真人（大原綜合病院　耳鼻咽喉科／頭頸部・顔面外科）

O5-1 挿管困難を来たした振り子様巨大喉頭蓋嚢胞の1例
金城　秀俊、真栄田裕行、鈴木　幹男
琉球大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

O5-2 甲状腺嚢胞に対する経皮的エタノール注入療法が有効であった気管切開術後気管狭窄の1例
杉山庸一郎1）、西尾　健志1）、布施　慎也1）、板東　秀樹1）、久　　育男2）、平野　　滋1）

1）京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 
2）京都学園大学　健康医療学部　言語聴覚学科

O5-3 不良気管切開に対し気管切開孔形成術を施行し、早期に嚥下機能の改善がえられた2症例
長井　美樹、原田祥太郎、坂田　正行
堺市立総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O5-4 気管切開孔閉鎖不全に対して有茎皮弁を用いた閉鎖術
上吉原光宏1）、伊部　崇史1）、河谷菜津子1）、大沢　　郁1）、吉川　良平1）、二宮　　洋2）

1）前橋赤十字病院　呼吸器外科 
2）前橋赤十字病院　耳鼻咽喉科
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O5-5 気管チューブ抜去後狭窄に対する気管喉頭（輪状軟骨）切除再建術
白石　武史、山下　眞一、岩崎　昭憲
福岡大学　呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

O5-6 当院で施行した声門下狭窄症に対する手術症例の検討
稲木　香苗1）、大久保啓介1）、角田　真弓1）、三橋　正継2）、猪狩　雄一3）

1）佐野厚生総合病院 
2）伊勢原協同病院 
3）慶應義塾大学病院

第6群　気管狭窄2 第４会場（本館４F・花A）
第１日目　11月17日（木）　9:50～10:40

座長：中溝　宗永（日本医科大学　耳鼻咽喉科学） 
長谷川泰久（愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科部）

O6-1 声門下瘢痕狭窄症に対する喉頭截開下瘢痕切除術と短期ステント留置
松原　尚子、李　　庸學、梅崎　俊郎
福岡山王病院　耳鼻咽喉科

O6-2 声門下狭窄に対するステント留置により声門下浮腫の増悪、食道周囲膿瘍を呈した一例
門園　　修1）、三枝　英人1）、長島　弘明1）、伊藤　裕之2）、吉原　俊雄3）

1）東京女子医科大学　八千代医療センター　耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 
2）神奈川リハビリテーション病院　耳鼻咽喉科 
3）東京女子医科大学病院　耳鼻咽喉科

O6-3 声門下狭窄のため緊急気管切開を行った血液疾患2症例
福本　　晶、土井　　彰
高知医療センター　耳鼻咽喉科

O6-4 心肺停止後抜管困難に対する気管孔を閉鎖し得た発達遅滞症例　―気管孔閉鎖後の声門下
気道狭窄への対応
西袋　剛史1）、中西わか子1）、石井阿弥子1）、岡田　和也1）、物部　寛子1）、田山　二朗2）

1）日本赤十字社医療センター　小児科 
2）国立国際医療研究センター病院

O6-5 当院における気管切開術の状況、その管理
此枝　生恵、富永　健裕、甲能　武幸、小川　　郁
慶應義塾大学医学部　耳鼻咽喉科

O6-6 気管カニューレ管理に関する医療安全教育の経験
坂田　俊文1）、宮城　司道2）、浦田　秀則3）

1）福岡大学医学部　耳鼻咽喉科 
2）福岡徳洲会病院　耳鼻咽喉科 
3）福岡大学筑紫病院　医療安全管理部
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第7群　頭頸部癌 第４会場（本館４F・花A）
第１日目　11月17日（木）　14:20～15:10

座長：吉崎　智一（金沢大学医薬保健研究域医学系　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 
近松　一朗（群馬大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

O7-1 下咽頭リンパ上皮癌例
草野　純子、渡邉　佳紀、田中　信三、平塚　康之、吉田　尚生、吉松　誠芳、
森田　　勲、松永　桃子、中尾　信裕
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O7-2 化学放射線治療による喉頭・下咽頭癌頸部リンパ節転移超音波像の変化について
古川まどか1）、久保田　彰1）、堀　由希子1）、松下　武史1）、古川　政樹2）

1）神奈川県立がんセンター　頭頸部外科 
2）ひろ・やまクリニック

O7-3 頭頸部扁平上皮癌肺転移症例の検討
野田　大介、那須　　隆、岡崎　慎一、倉上　和也、金子　昌行、欠畑　誠治
山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

O7-4 高齢者下咽頭癌に対する再建術の検討
安井　俊道、藤井　　隆、喜井　正士、音在　信治、北村　公二
大阪府立成人病センター

O7-5 頭頸部癌化学放射線療法における血漿中グレリン濃度とQOL並びに摂食の関係
遠藤　一平、中西　庸介、脇坂　尚宏、吉崎　智一
金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科

O7-6 気管分岐部切除を要した右肺全摘の1例
酒井　秀都、田中　雄悟、松本　高典、内田　孝宏、金　　泰雄、木村　賢司、
清水奈保子、小川　裕行、法華　大助、眞庭　謙昌
神戸大学大学院医学研究科　外科学講座　呼吸器外科学分野

第8群　頭頸部表在癌 第４会場（本館４F・花A）
第１日目　11月17日（木）　15:10～15:45

座長：渡邉　昭仁（恵佑会札幌病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
楯谷　一郎（京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O8-1 喉頭病変の癌・非癌の鑑別診断におけるNBI拡大観察の有用性
細野　浩史1）、堅田　親利2）、岡本　旅人1）、加納　孝一1）、清野　由輩1）、宮本　俊輔1）、
山下　　拓1）

1）北里大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）北里大学医学部　消化器内科

O8-2 中下咽頭表在癌に対するELPSにおける耳鼻咽喉科と消化器科の連携の有用性
佐藤　宏樹1）、岡本　伊作1）、清水　　顕1）、高瀬聡一郎1）、平澤　一浩1）、八木　健二2）、
塚原　清彰1）

1）東京医科大学病院　耳鼻咽喉科学分野 
2）東京医科大学病院　消化器内科
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O8-3 中下咽頭表在癌術後の後発リンパ節転移の治療成績
清川　佑介1）、杉本　太郎2）、川田　研郎3）、角　　卓郎1）、有泉　陽介1）、野村　文敬4）、
田崎　彰久1）、岡田　隆平1）、岡田　卓也3）、小郷　泰一3）、奥田　将史3）、山口　和哉3）、
川村　雄大3）、河野　辰幸3）、朝蔭　孝宏1）

1）東京医科歯科大学　頭頸部外科 
2）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 
3）東京医科歯科大学　消化管外科 
4）東京医科歯科大学　耳鼻咽喉科

O8-4 偶発的下咽頭表在病変に対する経口的手術症例の検討
深堀光緒子、千年　俊一、梅野　博仁、小野　剛治、進　武一郎
久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

第9群　食道1 第５会場（本館４F・花B）
第１日目　11月17日（木）　9:00～9:50

座長：加藤　良二（東邦大学医療センター佐倉病院　外科） 
森田　　勝（国立病院機構 九州がんセンター　消化管外科）

O9-1 認知症高齢者が発症した鎖骨上リンパ節転移を伴う胸部食道表在癌
春木　茂男、滝口　典聡、松永　浩子、田代　雅紀、有田カイダ、薄井　信介、
伊東　浩次、松本　日洋
総合病院 土浦協同病院　外科

O9-2 上縦隔リンパ節転移を伴ったBarrett食道腺癌の2例
宇田　周司1）、山本壮一郎1）、千野　　修2）、島田　英雄3）、小澤　壯治4）、幕内　博康1）

1）東海大学八王子病院　消化器外科 
2）東海大学東京病院　外科 
3）東海大学大磯病院　外科 
4）東海大学医学部付属病院　消化器外科

O9-3 FAP療法が奏功した長期生存中の食道小細胞癌の1例
柳　新太郎、山道　　尭、松井　俊大、鈴木　邦士、千葉　哲磨、加藤　　剛、
三浦　昭順
がん・感染症センター都立駒込病院　食道外科

O9-4 ステント留置のみで5ヶ月生存した高齢者、高度進行食道癌の1例
葉梨　智子1）、新田　美穂2）、數野　暁人2）、山本壮一郎3）、西　　隆之4）、千野　　修1）、
島田　英雄4）、小澤　壯治2）、幕内　博康5）

1）東海大学東京病院　外科 
2）東海大学医学部附属病院　消化器外科 
3）丹羽病院　外科 
4）東海大学大磯病院　外科 
5）東海大学八王子病院　外科

O9-5 ステントインステントが有効であった喉頭全摘後胸骨前胃管吊り上げ吻合後頸部食道狭窄
の一例
田路　正夫1）、宇野　光祐1）、石岡　　薫1）、伊藤　まり1）、中田　高央2）

1）新百合ケ丘総合病院　耳鼻咽喉科 
2）新百合ケ丘総合病院　消化器内科
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O9-6 重複癌を有する食道癌症例の臨床病理学的特徴及び予後に関する網羅的検証
馬場　祥史、吉田　直矢、八木　泰佑、中村　健一、澤山　　浩、美馬　浩介、
木下　浩一、岩槻　政晃、坂本　快郎、馬場　秀夫
熊本大学医学部　消化器外科

第10群　食道2 第５会場（本館４F・花B）
第１日目　11月17日（木）　9:50～10:30

座長：福地　　稔（埼玉医科大学総合医療センター　消化管外科・一般外科） 
李　　栄柱（大阪市立大学大学院　消化器外科）

O10-1 食道粘膜下血腫の2例
塩原　寛之1）、齋藤　賢将1）、三浦　智也1）、入江　　工1）、飯田　　聡1）、橋本　健明2）、
山崎　　繁1）

1）太田綜合病院附属　太田西ノ内病院　外科 
2）太田綜合病院附属　太田西ノ内病院　消化器内科

O10-2 当院におけるpT4a症例の治療成績についての検討
松井　俊大、三浦　昭順、鈴木　邦士、千葉　哲磨
がん・感染症センター都立駒込病院　食道外科

O10-3 栄養指標CONUTスコアは食道癌術後の予後予測因子である
吉田　直矢1）、馬場　祥史1）、木下　浩一1）、美馬　浩介1）、中村　健一1）、八木　泰佑1）、
岩槻　政晃1）、澤山　　浩1）、坂本　快郎1）、徳永　竜馬1）、辛島　龍一1）、鶴田　　豊3）、
渡邊　雅之2）、馬場　秀夫1）

1）熊本大学大学院　消化器外科学 
2）がん研究会有明病院　消化器外科 
3）鶴田病院

O10-4 胸部食道癌術後の初発肺単独再発症例の検討
山道　　尭、柳　新太郎、松井　俊大、鈴木　邦士、千葉　哲磨、加藤　　剛、
三浦　昭順
がん・感染症センター都立駒込病院　食道外科

O10-5 食道切除術後再発診断時のGPSと再発後の予後の関係
竹村　雅至、守津　　汀、中尾英一郎、小澤　りえ、瀧井麻美子、海辺　展明、
仁和　浩貴、大嶋　　勉、菊池正二郎、笹子三津留
兵庫医科大学　上部消化管外科

第11群　食道3 第５会場（本館４F・花B）
第１日目　11月17日（木）　14:20～15:00

座長：熊谷　洋一（埼玉医科大学総合医療センター　消化管外科・一般外科） 
宮崎　達也（群馬大学大学院　病態総合外科）

O11-1 食道穿孔を併発し救命出来た食道癌の一例
大賀　丈史1）、河野麻優子1）、橋本　直隆1）、隈　　宗晴1）、野添　忠浩1）、池田　泰治1）、
岡林　　寛2）、田中　宗浩3）、江崎　卓弘1）

1）国立病院機構 福岡東医療センター　外科 
2）国立病院機構 福岡東医療センター　呼吸器外科 
3）国立病院機構 福岡東医療センター　消化器科
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O11-2 食道亜全摘結腸再建後の難治性吻合部狭窄に対し経結腸管による外科的形成術を施行した
1例
木下　浩一1）、吉田　直矢1）、松村　和季1）、森永　剛司1）、八木　泰佑1）、中村　健一1）、
美馬　浩介1）、馬場　祥史1）、鶴田　　豊2）、馬場　秀夫1）

1）熊本大学大学院　消化器外科学 
2）医療法人鶴友会　鶴田病院

O11-3 蛍光PDE法を用いた挙上胃管血流評価は吻合位置の決定に有用である
石畝　　亨1）、熊谷　洋一1）、傍島　　潤1）、天野　邦彦1）、幡野　　哲1）、福地　　稔1）、
石橋敬一郎1）、持木　彫人1）、河野　辰幸2）、石田　秀行1）

1）埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科 
2）東京医科歯科大学　食道外科

O11-4 腫瘍関連マクロファージ（TAM）と食道癌発癌早期の血管新生の関連
傍島　　潤1）、熊谷　洋一1）、石畝　　亨1）、天野　邦彦1）、幡野　　哲1）、福地　　稔1）、
石橋敬一郎1）、東　　守洋2）、持木　彫人1）、石田　秀行1）

1）埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科 
2）埼玉医科大学総合医療センター　病理部

O11-5 食道癌発癌早期におけるリンパ管新生とVEGF-C,Dとの関係
天野　邦彦1）、熊谷　洋一1）、傍島　　潤1）、幡野　　哲1）、福地　　稔1）、石畝　　亨1）、
石橋敬一郎1）、東　　守洋2）、持木　彫人1）、石田　秀行1）

1）埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科 
2）埼玉医科大学総合医療センター　病理部

第12群　小児気道 第５会場（本館４F・花B）
第１日目　11月17日（木）　15:00～15:40

座長：堀口　高彦（藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学Ⅱ講座） 
田中　信三（大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O12-1 先天性喉頭嚢胞のために生じた喉頭気管食道裂（TypeIII）症例の治療経験
守本　倫子1）、安岡　義人2）、吉浜　圭祐1）、小森　　学1）、藤井　可絵3）、伊藤　裕司3）

1）国立研究開発法人 国立成育医療研究センター　耳鼻咽喉科 
2）鶴谷病院　耳鼻咽喉科 
3）国立研究開発法人 国立成育医療研究センター　新生児科

O12-2 小児嚢胞性疾患の3例
紫野　正人1）、村田　考啓1）、豊田　　実1）、安岡　義人2）、近松　一朗1）

1）群馬大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）鶴谷病院　耳鼻咽喉科

O12-3 吸気時喘鳴にて当科紹介された乳幼児の臨床的検討
田中加緒里、能田　淳平、西田　直哉、山田　啓之、羽藤　直人
愛媛大学医学部　耳鼻咽喉科

O12-4 小児肝移植後に気管切開を必要とした13例からみる、カニューレ抜去の可能性の検討
吉浜　圭祐1）、守本　倫子1）、小森　　学1）、藤井　可絵1）、内田　　孟2）、阪本　靖介2）、
笠原　群生2）

1）国立成育医療研究センター　耳鼻咽喉科 
2）国立成育医療研究センター　移植外科
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O12-5 当科で経験した小児の呼吸障害に対する外科的治療について
吉田加奈子1）、扇　　和弘1）、加藤　宣幸1）、徳永　貴広1）、菅野　真史1）、意元　義政1）、
岡本　昌之1）、高林　哲司1）、成田　憲彦1）、須長　　寛2）、藤枝　重治1）

1）福井大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）福井赤十字病院　耳鼻咽喉科

第13群　救急1 第３会場（南館４F・錦）
第２日目　11月18日（金）　9:00～9:40

座長：黒野　祐一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 
原渕　保明（旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

O13-1 歯ブラシによる口腔咽頭外傷4例の臨床的検討
森　　安仁、上羽　瑠美、佐藤　　拓、後藤多嘉織、二藤　隆春
東京大学医学部　耳鼻咽喉科

O13-2 歯科治療後に発症した縦隔気腫の1症例
井原　　遥1）、宮本　　真1）、熊澤　博文2）、岩井　　大1）

1）関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）くまざわ耳鼻咽喉科　気管食道科

O13-3 白血球数が10万以上の類白血病反応を呈した椎前間隙膿瘍の1例
宮本　　真、井原　　遥、岩井　　大
関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O13-4 深頸部・縦隔膿瘍への対応
福喜多晃平、小林　大介、上田　航毅、澤　　充洋、金児真実佳、福家　智仁、
山田　弘之
伊勢赤十字病院　耳鼻咽喉科

O13-5 扁桃周囲膿瘍のCT所見と臨床経過
岡　　愛子、牧原靖一郎
香川労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第14群　救急2 第３会場（南館４F・錦）
第２日目　11月18日（金）　9:40～10:20

座長：倉富勇一郎（佐賀大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 
山下　　拓（北里大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

O14-1 頚部外切開により摘出した魚骨による頚部食道穿孔の1例
竹内　一隆、岡村　　純、細川　誠二、峯田　周幸
浜松医科大学医学部　耳鼻咽喉科

O14-2 極めて特異な長期介在食道腔外異物の1例
長島　弘明1）、三枝　英人1）、門園　　修1）、伊藤　裕之2）、吉原　俊雄3）

1）東京女子医科大学　八千代医療センター　耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 
2）神奈川リハビリテーション病院　耳鼻咽喉科 
3）東京女子医科大学病院　耳鼻咽喉科
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O14-3 頸部食道異物による縦隔血腫例
吉松　誠芳、田中　信三、平塚　康之、渡邉　佳紀、吉田　尚生、草野　純子、
森田　　勲、松永　桃子、中尾　信裕
大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O14-4 当院ERに搬送された縦隔気腫症例の検討
太田　俊介1）、野口　典男1）、小林　宏寿1）、山崎　　繁2）

1）都立広尾病院　外科 
2）太田西ノ内病院　外科

O14-5 当院における入院加療を要した咽喉頭食道異物症例の検討
渡邉　　格1）、中川　秀樹2）、久保村郁子1）、齋藤康一郎1）

1）杏林大学医学部　耳鼻咽喉科学教室 
2）聖母病院　耳鼻咽喉科

第15群　救急3 第３会場（南館４F・錦）
第２日目　11月18日（金）　10:20～11:00

座長：河田　　了（大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
岩田　義弘（藤田保健衛生大学医学部　耳鼻咽喉科）

O15-1 当科における急性喉頭蓋炎97例の検討
甲藤　麻衣、雲井　一夫
西神戸医療センター　耳鼻いんこう科

O15-2 気管切開を要した急性喉頭蓋炎症例の検討
大堀純一郎、宮下　圭一、原田みずえ、永野　広海、牧瀬　高穂、馬越　瑞夫、
井内　寛之、地村　友宏、宮之原郁代、黒野　祐一
鹿児島大学大学院　耳鼻咽喉科頭頸部外科

O15-3 声門下喉頭炎についての検討
橘　　智靖1）、折田　頼尚2）、小松原靖聡1）

1）姫路赤十字病院　耳鼻咽喉科 
2）岡山大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科

O15-4 3回の頸部ドレナージ術で救命しえた下降性壊死性縦隔炎の1例
三ツ村一浩1）、大崎　政海1）、西嶌　　渡2）、原　　睦子1）、肥田　　修1）、木下　慎吾1）、
中島　正己1）、肥田　和恵1）、大村　隆代1）、徳永　英吉1）

1）上尾中央総合病院　耳鼻咽喉科 
2）上尾中央総合病院　頭頸部外科

O15-5 縦隔膿瘍との鑑別を要した食道粘膜下膿瘍の一例
野村　文敬1）、立石優美子2）、角　　卓郎1）、清川　佑介1）、川田　研郎3）、東海林　裕3）、
宮脇　　豊3）、中島　康晃3）、河野　辰幸3）、朝蔭　孝宏1）

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 
3）東京医科歯科大学　消化管外科
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第16群　甲状腺1 第４会場（本館４F・花A）
第２日目　11月18日（金）　9:00～9:40

座長：三輪　高喜（金沢医科大学　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）

O16-1 頸部嚢胞性疾患と鑑別を要した頸部肉芽腫の1例
櫛橋　幸民1）、池田賢一郎1）、江川　峻哉1）、池谷　洋一2）、木村百合香2）、小林　一女2）、
嶋根　俊和1）

1）昭和大学病院　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

O16-2 甲状腺分化癌の高度気道浸潤例に対する縦隔気管切開術
森谷　季吉、永原　國彦、武信真佐夫、森崎　剛史
草津総合病院　頭頸部外科センター

O16-3 甲状腺手術における術後反回神経麻痺の検討
都築　伸佳、佐々木俊一、遠藤理奈子、喜田有未来、阿部実恵子
足利赤十字病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

O16-4 縦隔進展甲状腺腫瘍と術後反回神経麻痺
那須　　隆、岡崎　慎一、野田　大介、倉上　和也、金子　昌行、欠畑　誠治
山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

O16-5 セラミドによる甲状腺未分化癌細胞浸潤転移能抑制効果の検討
藤原　和典、矢間　敬章、福原　隆宏、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

第17群　甲状腺2 第４会場（本館４F・花A）
第２日目　11月18日（金）　9:40～10:15

座長：庄司　和彦（天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科） 
山下　裕司（山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学）

O17-1 甲状腺硝子化策状腫瘍例
中平　真衣1）、竹林　慎治2）、本多　啓吾1）、暁　久美子1）、山田光一郎1）、木村　俊哉1）、
林　　泰之1）、谷上　由城1）、池田　浩己3）、三浦　　誠1）

1）日本赤十字社 和歌山医療センター　耳鼻咽喉科 
2）神戸市立医療センター中央市民病院 
3）池田耳鼻いんこう科院

O17-2 微少浸潤型甲状腺濾胞癌手術例における発見契機と予後
澤　　允洋、小林　大介、上田　航毅、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　頭頸部・耳鼻咽喉科

O17-3 当科における甲状腺手術症例の反回神経麻痺についての検討
扇　　和弘、成田　憲彦、菅野　真史、吉田加奈子、藤枝　重治
福井大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O17-4 内視鏡補助下甲状腺手術（VANS）を施行した症例の検討
坂東　伸幸1）、後藤　　孝1）、原渕　翔平1）、清水　一雄2）

1）社会医療法人北斗 北斗病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）金地病院　内分泌外科

第18群　甲状腺3 第４会場（本館４F・花A）
第２日目　11月18日（金）　10:15～10:55

座長：峯田　周幸（浜松医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
鈴木　幹男（琉球大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

O18-1 甲状腺乳頭癌気管浸潤に対し気管合併切除後耳介軟骨により二期的再建術を行った1例
坂本　耕二1）、新田　清一1）、中山　梨絵1）、上野　真史1）、鈴木　成尚1）、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

O18-2 広範な頸部食道浸潤に対して遊離空腸再建を行い良好な喉頭機能を温存し得た甲状腺乳頭
癌の1例
山田　祐揮、大庭　　晋、井上　　準、久場　潔実、松村　聡子、南　　和彦、
小柏　靖直、蝦原　康宏、中平　光彦、菅澤　　正
埼玉医科大学国際医療センター　頭頸部腫瘍科

O18-3 根治切除不能甲状腺扁平上皮癌に対する高容量シスプラチン併用放射線治療の経験
花川　浩之、門田　伸也、橋本　香里、松本　淳也
四国がんセンター　頭頸科

O18-4 当科における甲状腺乳頭癌T4症例56例の検討
大村　修士、東野　正明、鈴木　倫雄、櫟原　崇宏、寺田　哲也、河田　　了
大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O18-5 スギ花粉症が下気道に与える影響についての検討（花粉飛散室を用いた検討）
米倉　修二、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

第19群　嚥下障害1 第５会場（本館４F・花B）
第２日目　11月18日（金）　9:00～9:35

座長：堀口　利之（北里大学医療衛生部　リハビリテーション学科　音声言語学） 
津田　豪太（聖隷佐倉市民病院　耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター）

O19-1 嚥下機能改善術後に誤嚥防止術を実施せざるを得なかった外傷性延髄外側症候群例
池　　真理1）、渡部　佳弘1）、岡本　康秀1）、山本　修子2）

1）東京都済生会中央病院　耳鼻咽喉科 
2）国立病院機構 東京医療センター

O19-2 嚥下障害を初発症状とする封入体筋炎症例とその臨床的検討
三枝　英人1）、門園　　修1）、長島　弘明1）、貞安　　令2）、伊藤　裕之3）、吉原　俊雄4）

1）東京女子医科大学　八千代医療センター　耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 
2）東京女子医科大学　東医療センター　耳鼻咽喉科 
3）神奈川リハビリテーション病院　耳鼻咽喉科 
4）東京女子医科大学病院　耳鼻咽喉科
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O19-3 着色水と造影剤を用いた嚥下内視鏡と嚥下造影検査の比較検討
馬場　大輔1）、小形　　章2）、横山　真紀1）、藤井　良一2）、西嶌ちひろ2）、寒河江ひとみ1）

1）平塚市民病院　耳鼻咽喉科 
2）済生会横浜市南部病院　耳鼻咽喉科

O19-4 著明な低栄養状態の患者に対する声門閉鎖術の安全性について
小針　健大、鹿野　真人、佐藤　廣仁、高取　　隆
大原綜合病院　耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科

第20群　嚥下障害2 第５会場（本館４F・花B）
第２日目　11月18日（金）　9:35～10:10

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） 
木村百合香（昭和大学医学部　耳鼻咽喉科学講座）

O20-1 下咽頭収縮筋における筋小胞体カルシウムATPaseの発現
板東　秀樹1）、Ahmed Mohammed Elrabie1）、布施　慎也1）、杉山庸一郎1）、西尾　健志1）、
平野　　滋1）、久　　育男2）

1）京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 
2）京都学園大学

O20-2 食道癌術後の嚥下造影検査による嚥下機能評価についての検討
安達　一雄1）、梅崎　俊郎2）、菊池　良和3）、中川　尚志3）

1）福岡山王病院　耳鼻咽喉科 
2）福岡山王病院　音声嚥下センター 
3）九州大学医学部　耳鼻咽喉科

O20-3 食道癌に対する食道亜全摘術の嚥下機能への影響
清野　由輩1）、森谷　宏光2）、鈴木　立俊1）、新田　義洋1）、山下　　拓1）

1）北里大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）北里大学医学部　外科

O20-4 3D高解像度マノメトリーによる食道入口部の機能評価
進　　保朗1）2）、千年　俊一1）、深堀光緒子1）、末吉慎太郎1）、佐藤　公則1）、梅野　博仁1）

1）久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）社会保険田川病院　耳鼻咽喉科

第21群　音声 第５会場（本館４F・花B）
第２日目　11月18日（金）　10:10～10:50

座長：中川　秀樹（聖母病院　耳鼻咽喉科） 
中村　一博（戸田中央総合病院　耳鼻咽喉科）

O21-1 ボーカルフライの声帯振動様式について：ハイスピードカメラとEGGによる考案
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

O21-2 前筋麻痺に対する甲状軟骨形成術4型の効果
李　　庸學、松原　尚子、安達　一雄、梅崎　俊郎
国際医療福祉大学　福岡山王病院　音声・嚥下センター
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O21-3 声帯萎縮症、瘢痕声帯に対するbFGF注入術の音声改善効果
末吉慎太郎、梅野　博仁、栗田　　卓、深堀光緒子、千年　俊一
久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O21-4 ヒト声帯粘膜固有層の弾性系線維（Elastic system fibers）
佐藤　公則、千年　俊一、佐藤　文彦、梅野　博仁
久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O21-5 喉頭の組織幹細胞の局在と分布　―声帯粘膜の幹細胞ニッチ―
佐藤　公宣1）、栗田　　卓1）、千年　俊一1）、佐藤　公則1）、梅野　博仁1）、矢野　博久2）

1）久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 
2）久留米大学医学部　病理学講座

一般演題（ポスター）

P1群　食道1 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　10:00～10:30

座長：吉田　直矢（熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学）

P1-1 肺気腫合併の肺食道同時性重複進行癌に対する一期的切除の一例
了徳寺大郎1）、大司　俊郎1）、吉田　茂之1）、福与　涼介1）、古山　貴基1）、鈴木　秀興1）、
加藤　俊介1）、長野　裕人1）、高松　　督1）、嘉和知靖之1）、丸山　　洋1）、小島　勝雄2）、
中島　康裕2）、櫻井うらら3）

1）武蔵野赤十字病院　外科 
2）同院　呼吸器外科 
3）同院　病理部

P1-2 食道癌術後22年目に生じた高齢者下咽頭～頸部食道表在癌の1例
川村　雄大、川田　研郎、中島　康晃、東海林　裕、星野　明弘、岡田　卓也、
小郷　泰一、奥田　将史、中嶌　雄高、久米雄一郎、松井　俊大、長　　　齢、
Andres Mora、山口　和哉、河野　辰幸
東京医科歯科大学　消化管外科学分野

P1-3 ELPS+ESDにより治療し得た高齢者咽頭食道接合部表在癌の1例
川田　研郎1）、岡田　卓也1）、下田　　良2）、川村　雄大1）、山口　和哉1）、松井　俊大1）、
奧田　将史1）、Andres Mora1）、中嶌　雄高1）、久米雄一郎1）、小郷　泰一1）、伊藤　　崇3）、
東海林　裕1）、中島　康晃1）、河野　辰幸1）

1）東京医科歯科大学　消化管外科学分野 
2）佐賀大学医学部附属病院　消化器内科 
3）東京医科歯科大学　人体病理学

P1-4 下咽頭・食道・胃・肺の同時性4臓器5重複癌の1例
山口　和哉、川田　研郎、中島　康晃、東海林　裕、星野　明弘、岡田　卓也、
小郷　泰一、奥田　将史、中嶌　雄高、久米雄一郎、松井　俊大、長　　　齢、
Andres Mora、川村　雄大、河野　辰幸
東京医科歯科大学　消化管外科学分野

プ
ロ
グ
ラ
ム


