
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）　10:30～11:00

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
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P1-5 下咽頭癌と同時性に重複した食道癌の治療成績
中嶌　雄高1）、川田　研郎1）、杉本　太郎2）、山口　和哉1）、川村　雄大1）、久米雄一郎1）、
小郷　泰一1）、奥田　将史1）、清川　佑介2）、岡田　卓也1）、星野　明弘1）、東海林　裕1）、
中島　康晃1）、朝蔭　孝宏2）、河野　辰幸1）

1）東京医科歯科大学　消化管外科学分野 
2）東京医科歯科大学医学部　頭頚部外科

P2群　食道2 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：中島　政信（獨協医科大学　第一外科）

P2-1 頸部食道に発生した神経鞘腫の1例
池谷　洋一1）2）、江川　峻哉1）2）、池田賢一郎1）2）、櫛橋　幸民1）2）、古川　　傑1）2）、
高橋　　郷2）、川口顕一郎2）、石橋　　淳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

P2-2 特発性中部食道破裂に食道癌を合併していた一例
村田　知洋、熊谷　洋一、傍島　　潤、石畝　　亨、福地　　稔、石橋敬一郎、
持木　彫人、石田　秀行
埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科

P2-3 頸部食道癌に対する導入化学療法治療成績
菊池真維子、中島　政信、室井　大人、高橋　雅一、山口　　悟、佐々木欣郎、
土岡　　丘、加藤　広行
獨協医科大学　第一外科

P2-4 食道ステント留置後の気管食道瘻に対してステント切除、気管支ステント留置による瘻孔
閉鎖を行った1例
谷口　春樹1）、福本　泰三1）、石垣　昌伸2）

1）浦添総合病院　呼吸器センター外科 
2）浦添総合病院　呼吸器センター内科

P2-5 発生学に基づいた上縦隔解剖モデルの食道癌手術における有用性の検討
藤原　尚志、金森　　淳、岡田　尚也、佐藤　琢爾、堀切　康正、佐藤　　中、
藤田　武郎、大幸　宏幸
国立がん研究センター東病院　食道外科

P3群　頭頸部癌 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：奈良　智之（NTT東日本関東病院　外科）

P3-1 Laryngotracheal Flapによる下咽頭癌術後再建
脇坂　尚宏、遠藤　一平、室野　重之、吉崎　智一
金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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P3-2 当科における早期喉頭声門癌に対する臨床的検討
川野　利明、平野　　隆、野田　謙二、鈴木　正志
大分大学医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科

P3-3 早期声門癌における救済治療症例の検討
中西　庸介、脇坂　尚宏、室野　重之、吉崎　智一
金沢大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

P3-4 頭頸部癌術後の皮膚潰瘍に対する陰圧閉鎖療法の経験
奥山　英晃1）、堀　　龍介2）、庄司　和彦2）、大森　孝一1）

1）京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科

P4群　誤嚥 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　10:30～11:00

座長：二藤　隆春（東京大学医学部　耳鼻咽喉科）

P4-1 帯状疱疹ウイルスにより嚥下障害を来した2症例
積山　幸祐1）、黒野　祐一2）

1）鹿児島生協病院　耳鼻咽喉科 
2）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

P4-2 脳血管障害による嚥下障害の治療戦略
伊藤　裕之1）、加藤　孝邦2）、鈴木　康司3）、三枝　英人4）、門園　　修4）

1）神奈川リハビリテーション病院　耳鼻咽喉科 
2）東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室 
3）なし 
4）東京女子医科大学　八千代医療センター　耳鼻咽喉科

P4-3 3D高解像度マノメトリーを用いた輪状咽頭筋切断術の適応決定法の考案
千年　俊一、進　　保朗、深堀光緒子、末吉慎太郎、佐藤　公則、梅野　博仁
久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P4-4 摂食嚥下障害患者に対する山口大学摂食嚥下チーム介入の現状と効果について
原　　浩貴、田原　晋作、津田　潤子、樽本　俊介、山下　裕司
山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学

P5群　救急 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　10:30～11:00

座長：家根　旦有（近畿大学医学部奈良病院　耳鼻咽喉科）

P5-1 降下性壊死性縦隔炎で治癒に至った2症例の経験
内匠　陽平、安部　美幸、橋本　崇史、小林　良司、末廣　修治、小副川　敦、
宮脇美千代、杉尾　賢二
大分大学　呼吸器・乳腺外科
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P5-2 当科における急性喉頭蓋炎の臨床統計
黄田　忠義、牧山　　清、工藤　逸大、松崎　洋海、高根　智之、石井　崇平、
永田　善之、浅居　僚平、新藤　秀史
日本大学病院　耳鼻咽喉科

P5-3 当院における急性喉頭蓋炎128例の検討
阿久津征利1）、晝間　　清1）、大戸　弘人2）、斎藤　善光2）、春日井　滋2）、赤澤　吉弘2）、
肥塚　　泉2）

1）川崎市立多摩病院　耳鼻咽喉科 
2）聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科

P5-4 咽喉頭食道異物症例の検討
齋藤　善光1）、赤澤　吉弘1）、稲垣　太朗1）、明石　愛美1）、大戸　弘人1）、阿久津征利2）、
春日井　滋1）、岡田　智幸3）、肥塚　　泉1）

1）聖マリアンナ医科大学病院　耳鼻咽喉科 
2）川崎市立多摩病院　耳鼻咽喉科 
3）聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　耳鼻咽喉科

P6群　気管・発声 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　10:30～11:00

座長：多田　靖宏（福島県立医科大学　耳鼻咽喉科）

P6-1 気管孔レティナ使用者の治療経過
谷　亜希子、多田　靖宏、仲江川雄太、川瀬　友貴、鈴木　　亮、松塚　　崇
福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座

P6-2 当科におけるprovox挿入例の臨床的検討
能田　淳平、田中加緒里、西田　直哉、山田　啓之、羽藤　直人
愛媛大学医学部　耳鼻咽喉科

P6-3 フェレット瘢痕声帯モデルでの急性期と慢性期所見の比較
児玉　晴香1）、熊井　良彦1）、東家　　完1）、湯本　英二2）

1）熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）医療法人朝日野会 朝日野総合病院

P6-4 内転型痙攣性発声障害における手術（甲状軟骨形成術II型）前後の脳活動の検討
喜友名朝則、喜瀬　乗基、真栄田裕行、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

P6-5 ラット気管上皮再生過程におけるHippoシグナル関連分子の局在
中村　亮介1）、野本　幸男2）、多田　靖宏2）、大森　孝一1）

1）京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座
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P7群　頸部 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　11:00～11:30

座長：中島　寅彦（国立病院機構 九州医療センター　耳鼻咽喉科）

P7-1 喉頭顕微鏡下に嚢胞開窓術を行った正中頸嚢胞の1例
福本　弘二、矢本　真也、中島　秀明、関岡　明憲、野村　明芳、大山　　慧、
山田　　豊、漆原　直人
静岡県立こども病院　小児外科

P7-2 上縦隔に進展した甲状腺嚢胞を疑い外科的治療を行った気管支嚢胞例
大八木誠児、堀　　龍介、児嶋　　剛、岡上　雄介、藤村真太郎、北野　正之、
庄司　和彦
天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科

P7-3 診断に苦慮した側頸部異所性甲状腺の2症例
倉上　和也1）、那須　　隆1）、岡崎　慎一1）、後藤　崇成2）、野田　大介1）、成澤　　健1）、
金子　昌行1）、欠畑　誠治1）

1）山形大学医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座 
2）山形県立新庄病院　耳鼻咽喉科

P7-4 頸部痛を主訴に受診し、喉頭浮腫を認めた縦隔奇形腫の一例
柴崎　仁志、横西　久幸、渋谷　幸彦、篠上　雅信
東京警察病院　耳鼻咽喉科

P8群　甲状腺 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　11:00～11:30

座長：門田　伸也（国立病院機構 四国がんセンター　頭頸科・甲状腺腫瘍科）

P8-1 甲状腺手術時に認められた非反回下喉頭神経
野田　謙二1）、平野　　隆1）、川野　利明1）、島村康一郎2）、鈴木　正志1）

1）大分大学医学部　耳鼻咽喉科 
2）島村耳鼻咽喉科

P8-2 広範囲胸壁浸潤をきたした甲状腺濾胞癌縦隔リンパ節転移
河野　通久1）、野村研一郎1）、北田　正博2）、片田　彰博1）、林　　達哉1）、原渕　保明1）

1）旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
2）旭川医科大学　呼吸器外科

P8-3 病巣コントロール不良な甲状腺濾胞癌術後多発転移に対し分子標的薬を使用した1例
金子　昌行、那須　　隆、岡崎　慎一、野田　大介、倉上　和也、成澤　　健、
欠畑　誠治
山形大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

P8-4 甲状腺未分化癌の経過　－特に手術施行例の検討－
真栄田裕行、安慶名信也、金城　秀俊、又吉　　宣、平川　　仁、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
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P9群　気道 第６会場（本館４F・花C・D）
第２日目　11月18日（金）　11:00～11:30

座長：高橋　典明（日本大学医学部　呼吸器内科学分野）

P9-1 安定期COPDにおける新規LAMA/LABA（チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロー
ル塩酸塩）製剤の有用性
廣瀬　正裕、横井　達佳、出口亜里紗、堀口　紘輝、吉田　隆純、山崎　明子、
瀧田好一郎、加藤　圭介、桑原　和伸、伴　　直昭、志賀　　守、近藤りえ子、
堀口　高彦
藤田保健衛生大学医学部　呼吸器内科学II講座

P9-2 高齢者喘息における呼吸機能の変化と服薬アドヒアランスとの関連性
中西　雄也、岩永　賢司、白波瀬　賢、御勢　久也、佐伯　　翔、花田宗一郎、
山崎　　亮、綿谷奈々瀬、忌部　　周、佐野安希子、西山　　理、山縣　俊之、
佐野　博幸、東本　有司、久米　裕昭、東田　有智
近畿大学医学部　呼吸器・アレルギー内科

P9-3 非喫煙者に発生した気管癌の1例
宇野　雅子、原田　　保
川崎医科大学　耳鼻咽喉科

P9-4 体外循環補助下に気管支鏡を利用し気管切開術を施行した高度気道狭窄症例
児嶋　圭介、玉木　久信、佐藤　進一、吉田　充裕
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院　耳鼻咽喉科頭頚部外科

P9-5 肺静脈瘤に対し胸腔鏡下左S10区域切除術を施行した1例
徳石　恵太、緑川　健介、阿部　創世、濱田　利徳、岡林　　寛
福岡東医療センター
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