
学術講演 第２日目 ５月２２日（金）

第２会場（ホール B7（ 1））

第 ４２ 群 真珠腫２ （９：００～１０：００）

座長：須納瀬 弘（東京女子医科大学東医療センター）山本 裕（新潟大学）
２２０ 手術加療を要した外耳道真珠腫症例の検討 三浦 誠 （日本赤十字社 和歌山医療

センター）

２２１ 先天性真珠腫―前方型と後方型の考察― 奥野妙子 （三井記念病院）

２２２ 当科における小児中耳真珠腫手術症例の検討 佐藤輝幸 （秋田大学）

２２３ 当科における緊張部型真珠腫の検討 和田忠彦 （関西電力病院）

２２４ 中耳真珠腫進展度と耳小骨破壊程度、術後成績の検討 山田悠祐 （宮崎大学）

２２５ 当科における真珠腫初回手術例の検討 池畑美樹 （兵庫医科大学）

第 ４３ 群 真珠腫３ （１０：００～１１：００）

座長：奥野 妙子（三井記念病院）吉田 尚弘（自治医科大学附属さいたま医療センター）
２２６ 当科における真珠腫性中耳炎再発症例の臨床統計 藤岡正人 （慶應義塾大学）

２２７ 当科における中耳真珠腫 Second look operationの検
討

鴫原俊太郎 （日本大学）

２２８ 第二段階手術時の中耳含気度に即した真珠腫の段階的
鼓室形成術とその長期成績

小森正博 （高知大学）

２２９ 半規管瘻孔を伴う中耳真珠腫症例の検討 我那覇 章 （琉球大学）

２３０ 当科で経験した蝸牛瘻孔症例の検討 齋藤和也 （近畿大学）

２３１ 真珠腫手術における半規管瘻孔の検討 白馬伸洋 （愛媛大学）

第 ４４ 群 アブミ骨 （１１：００～１１：３０）

座長：西﨑 和則（岡山大学）
２３２ 鼓膜・外耳道正常な耳小骨奇形症例の検討 木谷芳晴 （静岡県立総合病院）

２３３ 先天性アブミ骨固着症に対する CO2 laser―assisted
stapedotomy

古川正幸 （順天堂大学）

２３４ 異なったアプローチ法で手術を行ったアブミ骨筋腱骨
性固着症の２症例

蓑田涼生 （熊本大学）

第 ４５ 群 聴神経腫瘍 （１１：３０～１２：００）

座長：大石 直樹（慶應義塾大学）
２３５ リニアックでの通常分割照射を行った聴神経腫瘍症例

の検討
小川日出夫 （愛媛大学）

２３６ 突発難聴で発生した聴神経腫瘍症例の検討 高橋真理子 （名古屋市立大学）

２３７ 小脳橋角部腫瘍における聴覚検査・内耳機能検査の検
討

永井賀子 （東京医科大学）
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第３会場（ホール B7（ 2））

第 ４６ 群 経鼻内視鏡頭蓋底手術 （９：００～１０：２０）

座長：小林 正佳（三重大学）松脇 由典（東京慈恵会医科大学）
２３８ 内視鏡下に摘出し得た腎細胞癌蝶形骨洞転移の一例 渡邊 毅 （長崎大学病院）

２３９ 当院における小児経鼻内視鏡手術症例の検討 天津久郎 （大阪市立総合医療センタ
ー）

２４０ 内視鏡頭蓋底手術における鼻中隔粘膜弁作成の工夫 佐藤陽一郎 （川崎市立川崎病院）

２４１ 翼口蓋窩病変に対する経鼻内視鏡手術の適応と限界 能美 希 （大分大学）

２４２ 翼口蓋窩、側頭下窩病変に対する経鼻的アプローチ 比野平恭之 （昭和大学）

２４３ “Outside―in” frontal drill out technique 児玉 悟 （大分大学）

２４４ 鼻内内視鏡下での悪性腫瘍摘出術―一塊摘出の工夫― 小林正佳 （三重大学）

２４５ 当科における内視鏡下経鼻頭蓋底手術の現況 石川正昭 （京都大学）

第 ４７ 群 鼻アレルギー１ （１０：２０～１１：００）

座長：川内 秀之（島根大学）
２４６ 非都市部におけるアレルギー性疾患の実態―北海道上

士幌町民を対象としたアンケートによる疫学調査―
本間あや （北海道大学）

２４７ スギ花粉症患者を対象とした綿花浸漬法によるボツリ
ヌス治療の有効性

上條 篤 （埼玉医科大学）

２４８ 通年性アレルギー性鼻炎患者における fexofenadine/
pseudoephedrine配合錠の nasal cycle、鼻閉に及ぼす
影響

福島 慶 （鳥取大学）

２４９ アレルギー性鼻炎に対するフェキソフェナジン塩酸塩
／塩酸プソイドエフェドリン配合錠の投与法に関する
検討

古閑紀雄 （兵庫県立加古川医療セン
ター）

第 ４８ 群 鼻アレルギー２ （１１：００～１１：５０）

座長：大木 幹文（北里大学メディカルセンター）大久保公裕（日本医科大学）
２５０ アレルゲン舌下免疫療法に関する医師の意識調査の検

討
宮之原郁代 （鹿児島大学）

２５１ スギ花粉症に対する舌下免疫療法の副反応の検討 小川由起子 （ゆたクリニック）

２５２ 当科のスギ花粉症舌下免疫療法に対する検討 濱田聡子 （関西医科大学香里病院）

２５３ スギ、ヒノキ花粉症としてのスギ抗原特異的皮下免疫
療法の有効性の検討

川島佳代子 （国家公務員共済組合連合
会大手前病院）

２５４ スギ花粉症治療、スギ抗原―ガラクトマンナン複合体
を用いた経口免疫療法の検討：２重盲検ランダム化比
較試験

村上大輔 （九州大学）
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第４会場（ホール B5（ 1））

第 ４９ 群 耳基礎１ （９：００～１０：００）

座長：坂口 博史（京都府立医科大学）森 望（大阪みなと中央病院）
２５５ 哺乳類内耳発生における癌抑制遺伝子 PTENの役割

の多様性について
村田潤子 （順天堂大学）

２５６ deletion解析を用いた Pou4f3 の有毛細胞における発
現調節機構の分析

増田正次 （杏林大学）

２５７ 蝸牛感覚上皮予定領域における Atoh1の動的発現パ
ターン

楯谷智子 （京都大学）

２５８ 蝸牛感覚上皮発生における Inhibitors of differentiation
and DNA binding（Id）の機能の解析

坂本 進 （京都大学）

２５９ 動物用マイクロ CTスキャナー SKYSCAN1176のモル
モット聴器観察の有用性

山野貴史 （福岡歯科大学）

２６０ マウス側頭骨の透明化の試み 牧嶋知子 （テキサス大学 メディカル
ブランチ）

第 ５０ 群 耳基礎２ （１０：００～１１：００）

座長：君付 隆（九州中央病院）蓑田 涼生（熊本大学）
２６１ PENDRED症候群疾患特異的 iPS細胞由来内耳細胞を

用いた薬剤スクリーニング
細谷 誠 （慶應義塾大学）

２６２ iPS細胞への遺伝子導入 田浦晶子 （京都大学）

２６３ 骨格筋間質由来多能性幹細胞シート・ペレットによる
顔面神経ネットワークの再生

齋藤弘亮 （東海大学）

２６４ オートファジーを中心とした内耳感覚細胞死・細胞老
化に関する基礎的検討

林 賢 （神尾記念病院）

２６５ 老化内耳における細胞内凝集体の形成について 菅原一真 （山口大学）

２６６ 加齢性難聴モデルマウスにおける小胞体ストレスの関
与

大石直樹 （慶應義塾大学）

第 ５１ 群 耳基礎３ （１１：００～１２：００）

座長：下郡 博明（山口大学）山下 大介（神戸大学）
２６７ マウス内有毛細胞リボンシナプスにおける Otoferlin

による神経伝達物質放出の制御
鷹合秀輝 （国立障害者リハビリテー

ションセンター研究所）

２６８ 強大音に対するテプレノンの内耳有毛細胞下シナプス
への保護効果

岡崎吉紘 （山口大学）

２６９ シスプラチンによる蝸牛有毛細胞障害に対するセラミ
ド―１―リン酸の保護効果

田渕経司 （筑波大学）

２７０ コネキシン２６変異型難聴マウスへの BDNF遺伝子治
療によるらせん神経節細胞変性の抑制

高田洋平 （関西医科大学）

２７１ 耳小骨の振動軸に関する検討 國本泰臣 （鳥取大学）

２７２ 真珠腫上皮における透過性の検討 小泉弘樹 （産業医科大学）
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第５会場（ホール B5（ 2））

第 ５２ 群 顔面神経１ （９：００～１０：００）

座長：田邉 牧人（山本中耳サージセンター）濱田 昌史（東海大学）
２７３ 空間コード化法三次元計測装置を用いた顔面神経麻痺

の客観的評価法の開発
勝見さち代 （名古屋市立大学）

２７４ 積分筋電図を用いた顔面神経麻痺後遺障害評価 小田桐恭子 （東海大学）

２７５ 末梢性顔面神経麻痺発症６カ月以降の病的共同運動の
変化

藤原圭志 （北海道大学）

２７６ 同側の多発脳神経障害と小脳炎を合併した Ramsay―
Hunt症候群例

西山崇経 （横浜市立市民病院）

２７７ 当科における外傷性顔面神経麻痺の治療方針 本多伸光 （愛媛県立中央病院）

２７８ 糖尿病を合併したベル麻痺の予後 江崎伸一 （名古屋市立大学）

第 ５３ 群 顔面神経２ （１０：００～１０：５０）

座長：萩森 伸一（大阪医科大学）古田 康（手稲渓仁会病院）
２７９ 重症度に応じた Bell麻痺の実践的治療 川北大介 （名古屋市立大学）

２８０ Bell麻痺・Hunt症候群重症例の治療成績の再検討 古川孝俊 （山形大学）

２８１ 末梢性顔面神経麻痺に対する鼓室内ステロイド治療の
有用性の検討

稲垣 彰 （名古屋市立大学）

２８２ ウイルス性顔面神経麻痺に対する顔面神経減荷術の検
討―術中神経モニタリングによる検討を中心に―

南方寿哉 （名古屋市立大学）

２８３ Bell麻痺、Hunt症候群における減荷術所見―顔面神
経管の骨欠損と神経浮腫について

村嶋明大 （名古屋市立大学）

第 ５４ 群 男女共同参画 （１０：５０～１１：４０）

座長：池田美智子（メディカルコート池田耳鼻咽喉科）鈴鹿 有子（金沢医科大学）
２８４ 医師不足、女性医師と医局制度 鈴鹿有子 （金沢医科大学）

２８５ 全国私立医科大学病院内保育所の経営の現状と課題 池田美智子 （メディカルコート池田耳
鼻咽喉科）

２８６ 女性医師支援のための日本医師会の取り組み 猪狩和子 （耳鼻咽喉科 北川医院）

２８７ 女性医師支援～医師会と大学との連携～ 鹿島直子 （鹿児島市立病院）

２８８ 日本耳鼻咽喉科学会における男女共同参画への取り組
み

木村百合香 （日本耳鼻咽喉科学会 男女
共同参画委員会）
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第６会場（ホール D7）

第 ５５ 群 喉頭基礎 （９：００～９：４０）

座長：多田 靖宏（福島県立医科大学）
２８９ 声帯・気管・食道線維芽細胞に対するステロイドホル

モン作用
椋代茂之 （京都府立医科大学）

２９０ 声帯瘢痕化過程におけるマクロファージの働き 岸本 曜 （京都大学）

２９１ ラット内喉頭筋における脱神経後のタンパク転写因子
に関する研究

勢井洋史 （愛媛大学）

２９２ 反回神経切断ラットモデルにおける神経再生チューブ
（NerbrigeⓇ）の有用性

鈴木 洋 （防衛医科大学校）

第 ５６ 群 喉頭検査 （９：４０～１０：４０）

座長：土師 知行（県立広島大学）牧山 清（日本大学病院）
２９３ 内転型痙攣性発声障害の脳機能異常の検討～健常人の

喉詰め発声との比較も含めて～
喜友名朝則 （琉球大学）

２９４ 基本周波数を含めた喉頭動画像の記録に関して（第２
報）

加納 滋 （加納耳鼻咽喉科医院）

２９５ 発声時のヒト声帯上部呼気流速分布について 片岡英幸 （鳥取大学）

２９６ 急性喉頭蓋炎音声の物理シミュレーションによる音響
学的特徴の同定

藤村真太郎 （天理よろづ相談所病院）

２９７ Visual analog scaleを用いた聴覚印象評価の試み 溝口兼司 （北海道大学）

２９８ 声帯振動様式と体壁振動の関係から考える声区につい
て“声区概念混乱を解決するボイスマップ”

斉田晴仁 （さいだ耳鼻咽喉科クリニ
ック）

第 ５７ 群 喉頭麻痺 （１０：４０～１１：３０）

座長：田山 二朗（国立国際医療研究センター病院）渡嘉敷亮二（新宿ボイスクリニック）
２９９ 反回神経即時再建の手術後に生じた発声障害 福家智仁 （伊勢赤十字病院）

３００ 当科外来における反回神経麻痺に関する検討 吉川沙耶花 （埼玉医科大学）

３０１ 一側喉頭麻痺例におけるハイスピードデジタル画像法
を用いた起声から終声までの声帯振動の観察

金子賢一 （長崎大学）

３０２ 片側声帯麻痺における健側披裂軟骨の過内転―3DCT
における新しい知見

櫻井恵梨子 （東京医科大学）

３０３ 一側性反回神経麻痺に対する「腹式呼吸を重点に置い
た音声訓練」の治療経験

楠 威志 （順天堂大学 医学部附属
静岡病院）
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第 ５８ 群 喉頭乳頭腫 （１１：３０～１２：００）

座長：室野 重之（金沢大学）
３０４ 喉頭乳頭腫患者の喀痰、喉頭分泌液における HPV検

査
平井良治 （東京都立 広尾病院）

３０５ 喉頭乳頭腫に対する HPV予防ワクチン注射―第１
報：注射前後の抗体価―

牧山 清 （日本大学）

３０６ 本邦における喉頭乳頭腫治療の傾向～アンケート調査
から～

室野重之 （金沢大学）
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第７会場（ホール D5）

第 ５９ 群 平衡基礎 （９：００～９：５０）

座長：岩﨑 真一（東京大学）山根 英雄（大阪市立大学）
３０７ 素材の違いによる抗酸化剤の有毛細胞保護効果の検

討―ゼブラフィッシュ側線器有毛細胞障害モデルを用
いて―

竹本洋介 （山口大学）

３０８ 膜迷路障害モデルにおける前庭各器官の変化と可塑性
について

許斐氏元 （厚生中央病院）

３０９ 軽度外傷性脳損傷モデルラットにおいて、脳幹におけ
るMMP2発現は急性期に相対的に増加する

乾 崇樹 （大阪医科大学）

３１０ ラット海馬の細胞増殖に対するガルバニック前庭刺激
の影響

佐藤 豪 （徳島大学）

３１１ 抗うつ薬慢性摂取動物の空間認知 下郡博明 （山口大学）

第 ６０ 群 平衡機能検査１ （９：５０～１０：５０）

座長：飯田 政弘（東海大学）室伏 利久（帝京大学医学部附属溝口病院）
３１２ video Head Impulse Testと VEMPを用いた網羅的前

庭機能評価の試み
阿久津征利 （聖マリアンナ医科大学）

３１３ Video Head Impulse Testのゲイン計算法の検討 瀧 正勝 （京都府立医科大学）

３１４ 耳の形態異常を伴う症例における vHITを用いた前庭
機能評価

井上智恵 （埼玉医科大学）

３１５ 異常眼球運動の診断的意義について 木村光宏 （島根県立中央病院）

３１６ 耳石器および半規管機能を同時に評価できる新しい偏
中心回転検査の開発

今井貴夫 （大阪大学）

３１７ Ewaldの法則は本当に正しいのか？ 一條宏明 （一條耳鼻咽喉科クリニッ
ク）

第 ６１ 群 平衡機能検査２ （１０：５０～１１：４０）

座長：秋定 健（川崎医科大学）國弘 幸伸（慶應義塾大学）
３１８ 乳突部骨導刺激による外眼筋電位 小川恭生 （東京医科大学 八王子医療

センター）

３１９ 視覚フィードバックを利用した体平衡機能について
―その２――サークルの大きさを変化させての検討―

吉田友英 （東邦大学）

３２０ NIRS―SPMを用いた自己回転感覚に対する大脳皮血
流応答領域の検討

高倉大匡 （富山大学）

３２１ 足圧中心動揺のマルチフラクタル解析～めまい臨床へ
の適用～

青木光広 （岐阜大学）

３２２ ラバー負荷重心動揺検査における健常者の周波数特性
変化

堤 剛 （埼玉医科大学総合医療セ
ンター 東京医科歯科大学）
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第８会場（G409）

第 ６２ 群 頭頸部癌合併症 （９：００～９：４０）

座長：松浦 一登（宮城県立がんセンター）
３２３ 中咽頭癌の治療を契機に尿崩症を診断された一例 佐野 塁 （中部労災病院）

３２４ シスプラチン使用後に Renal salt wastingによる著し
い低ナトリウム血症を来した中咽頭癌症例

藤川太郎 （埼玉県立がんセンター）

３２５ 放射線性骨壊死症例の検討 寺田友紀 （兵庫医科大学）

３２６ 頭頸部領域における陰圧閉鎖療法のコツと工夫 上薗健一 （九州大学）

第 ６３ 群 頭頸部癌手術 （９：４０～１０：２０）

座長：酒井 昭博（東海大学）
３２７ PCPS使用下に気道確保を行い、腫瘍摘出を行った気

管原発の腺様嚢胞癌症例
吉田季来 （公益財団法人 田附興風

会）

３２８ Supraclavicular transverse cervical artery flapを用い
た頭頸部再建

門田英輝 （九州大学）

３２９ 遊離腓骨皮弁による下顎再建の検討 吉田 聖 （九州大学）

３３０７５歳以上の頭頸部癌患者に対する遊離組織移植を含む
根治手術の成績

横島一彦 （日本医科大学）

第 ６４ 群 副甲状腺 （１０：２０～１１：００）

座長：小澤 宏之（慶應義塾大学）
３３１ 当科で経験した副甲状腺嚢胞８例の検討 岡村 純 （浜松医科大学）

３３２ 当科における原発性副甲状腺機能亢進症手術例の検討 梶本康幸 （神戸大学）

３３３ 術中 intactPTHモニタリングを用いた原発性副甲状腺
機能亢進症手術の検討

下出祐造 （金沢医科大学）

３３４ 甲状腺全摘出術後の副甲状腺機能の検討 竹林慎治 （日本赤十字社 和歌山医療
センター）

第 ６５ 群 聴覚中枢 （１１：００～１１：５０）

座長：川瀬 哲明（東北大学）森 浩一（国立障害者リハビリテーションセンター）
３３５ 片側蝸牛破壊による聴皮質神経活動の変化 釼持 睦 （聖マリアンナ医科大学）

３３６ 耳鳴症の音量と苦痛度に関与する脳領域安静時機能的
MRIを用いた解析

山中 昇 （和歌山県立医科大学）

３３７ 機能性難聴症例の検討 久保和彦 （九州大学）

３３８ 脳波計ヘッドセットによる中等度難聴者の不快閾値測
定の検討

呉 明美 （福井大学）

３３９ 視覚情報提示による聴覚誘発磁界の変化―視覚情報提
示のタイミングの影響について―

川瀬哲明 （東北大学）
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第９会場（G510）

第 ６６ 群 腫瘍基礎１ （９：００～１０：００）

座長：倉富勇一郎（佐賀大学）畠山 博充（北海道大学）
３４０ 口腔癌のセンチネルリンパ節におけるリンパ管新生と

リンパ節転移に関する検討
脇坂尚宏 （金沢大学）

３４１ 甲状腺未分化癌細胞株における上皮間葉移行とmi-
croRNA

玉川俊次 （和歌山県立医科大学）

３４２ 頭頸部非扁平上皮癌における EGFR発現 東 賢二郎 （東北大学）

３４３ デグエリンは頭頸部癌に対して EGFR―AKTおよび
IGF1R―AKTを標的としアポトーシスを誘導する

馬場 優 （奥羽大学）

３４４ 頭頸部扁平上皮癌における REG―1の発現と予後 川嵜洋平 （秋田大学）

３４５ 頭頸部扁平上皮癌における podoplaninの機能解析と
標的治療の検討

欄 真一郎 （愛知県厚生連江南厚生病
院）

第 ６７ 群 腫瘍基礎２ （１０：００～１１：００）

座長：太田 一郎（奈良県立医科大学）金澤 丈治（自治医科大学）
３４６ 頭頸部扁平上皮癌患者末梢血中の循環癌細胞の同定と

臨床的意義
近松一朗 （群馬大学）

３４７ 頭頸部扁平上皮癌の癌幹細胞におけるmicroRNA発
現プロフィールに関する研究

矢田和弥 （済生会有田病院）

３４８ 頭頸部癌関連線維芽細胞の解析 古後龍之介 （九州大学）

３４９ 舌癌発症・進行過程における癌微小環境の研究 折田頼尚 （岡山大学）

３５０ Myosin 1bの高発現は頭頸部扁平上皮癌の細胞運動と
頸部リンパ節転移を促進する

大村 学 （京都府立医科大学）

３５１ 頭頸部癌遠隔転移進展における AP―1遺伝子群の関与
についての検討

百束 紘 （横浜市立大学）

第 ６８ 群 腫瘍基礎３ （１１：００～１２：００）

座長：益田 宗幸（九州がんセンター）小澤　宏之（慶應義塾大学）

３５２ HPV16陽性中咽頭癌における内因性免疫因子とウイ
ルス遺伝子高頻度変異およびインテグレーションの関
連性

近藤 悟 （金沢大学）

３５３ 頭頸部癌細胞株を用いた iTRAQ法、マイクロアレイ
法によるシスプラチン耐性化因子の網羅的解析

犬飼大輔 （愛知医科大学）

３５４ 頭頸部癌における neuropeputid FF受容体遺伝子の発
現とプロモーター領域のメチル化との関連について

三澤 清 （浜松医科大学）

３５５ 頭頸部扁平上皮癌における免疫細胞サブセットの変化
と化学療法の免疫動態への関与

高橋秀行 （群馬大学）

３５６ 唾液腺癌に対するキメラ抗原受容体導入 CD8T細胞
と NKT細胞併用による抗腫瘍活性の基礎的検討

蒔田勇治 （千葉大学）

３５７ 制御性 T細胞の分布と IL―10産生から検討した顎下
部リンパ節の免疫抑制的役割

内田亮介 （千葉大学）
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第２会場（ホール B7（ 1））

第 ６９ 群 ANCA関連血管炎 （１７：００～１８：００）

座長：原渕 保明（旭川医科大学）松原 篤（弘前大学）
３５８ ANCA陽性であった急性感音難聴の２例 原 稔 （長崎大学）

３５９ 多発脳神経麻痺を来した ANCA関連中耳炎の２例 甲藤麻衣 （西神戸医療センター）

３６０ ANCA血管炎関連性中耳炎の聴力予後と内耳造影MR
画像の検討

加藤 健 （名古屋大学）

３６１ ANCA関連血管炎性中耳炎１３症例の画像所見の特徴 立山香織 （大分大学）

３６２ 耳症状を主訴に当科を受診した ANCA関連血管炎２０
例の臨床像―全身型による比較検討

川島慶之 （東京医科歯科大学）

３６３ ANCA関連血管炎性中耳炎の臨床像―全国アンケート
調査から―

岸部 幹 （旭川医科大学）
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第３会場（ホール B7（ 2））

第 ７０ 群 鼻アレルギー３ （１７：００～１８：００）

座長：橋口 一弘（ふたばクリニック）松根 彰志（日本医科大学武蔵小杉病院）
３６４ スギ花粉飛散予測の検証 渡辺哲生 （大分大学）

３６５ スギ花粉症における鼻噴霧用ステロイド薬による初期
治療の至適開始時期に関する検討

春名威範 （岡山大学）

３６６ 住民調査によるスギ花粉症発症率、発症年齢の検討 高畑淳子 （弘前大学）

３６７ 花粉症患者における日常活動および睡眠の客観的評価
の試み

大木幹文 （北里大学メディカルセン
ター）

３６８ スギ花粉症患者における眼症状の出現率 兵 行義 （川崎医科大学）

３６９ 花粉飛散室を用いたアレルギー性鼻炎遅発相の検討 大熊雄介 （千葉大学）
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第４会場（ホール B5（ 1））

第 ７１ 群 側頭骨 （１７：００～１８：００）

座長：角田 篤信（東京医科歯科大学）中川 尚志（福岡大学）
３７０ ペーパークラフト模型による側頭骨解剖の理解 平海晴一 （岩手医科大学）

３７１ 側頭骨の類骨骨種（osteoid osteoma）、ならびに骨芽
細胞腫（osteoblastoma）に関するシステマテックレ
ビュー

日高浩史 （東北大学）

３７２ 当院に入院した側頭骨骨折の検討 戸井輝夫 （東京都立広尾病院）

３７３ infralabyrinthine petrosectomy―下方進展型外耳道癌
に対する新しいアプローチ

濱田昌史 （東海大学）

３７４ 外側側頭骨切除における鼓室前壁処理の一工夫～鼓索
神経追跡法～

長谷川信吾 （神戸大学）

３７５ リン酸カルシウム骨ペースト状骨充填材による側頭骨
外科手術使用経験

山田武千代 （福井大学）
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第５会場（ホール B5（ 2））

第 ７２ 群 支持療法・終末期医療 （１７：００～１８：００）

座長：藤本 保志（名古屋大学）門田 伸也（四国がんセンター）
３７６ 当科における同時併用化学放射線療法後の嚥下機能お

よび体重変化に関する検討
米澤宏一郎 （兵庫県立がんセンター）

３７７ 咽喉頭癌に対する化学放射線療法における治療前胃瘻
造設の功罪

下野真理子 （名古屋大学）

３７８ 頭頸部癌治療における経皮内視鏡的胃瘻増設術
（PEG）症例の検討

佐藤雄一郎 （新潟県立がんセンター新
潟病院）

３７９ 咽頭食道重複がん治療における嚥下機能 小川武則 （東北大学）

３８０ 頭頸部癌患者における悪液質と終末期管理 松塚 崇 （福島県立医科大学）

３８１ 末期状態となった頭頸部癌患者の予後予測因子の検討 川崎泰士 （静岡赤十字病院）
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第６会場（ホール D7）

第 ７３ 群 喉頭手術 （１７：００～１８：００）

座長：田村 悦代（東海大学医学部附属東京病院）森 一功（近畿大学医学部堺病院）
３８２ 甲状軟骨、舌骨の形態異常により頸部クリック音を呈

した一例
児嶋 剛 （天理よろづ相談所病院）

３８３ DICOM viewerを用いた喉頭枠組み手術の術前プラン
ニングの有用性に関する検討

原 浩貴 （山口大学）

３８４ ラパヘルクロージャーTMを用いた Ejnell法 阿部晃治 （徳島大学）

３８５ Type I Thyroplasty Implant Systemの開発 松島康二 （東邦大学医療センター大
森病院）

３８６ 当院における喉頭形成術 廣芝新也 （ひろしば耳鼻咽喉科・一
色記念ボイスセンター）

３８７ 当科における bFGFを用いた声帯内注入術―注入回
数、注入部位による検討―

鈴木啓誉 （日本大学）
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第７会場（ホール D5）

第 ７４ 群 副鼻腔炎基礎 （１７：００～１８：００）

座長：白崎 英明（札幌医科大学）洲崎 春海（総合東京病院）
３８８ 鼻茸線維芽細胞におけるコリントランスポーターの同

定とその機能解析
一瀬和美 （東京女子医科大学）

３８９ 抗菌活性を有しない新規マクロライド誘導体の鼻茸線
維芽細胞に対する増殖抑制効果の検討

坂林美喜子 （東京女子医科大学）

３９０ 鼻茸分離細胞を用いた好酸球性副鼻腔炎実験モデルに
おける TLR2の役割に関する検討

檜垣貴哉 （岡山大学）

３９１ 鼻茸組織抽出液による好酸球遊走能の検討―CC
chemokaine receptor―3（CCR3）の役割―

齋藤秀和 （秋田大学）

３９２ ポリープを伴う慢性副鼻腔炎の組織中 T細胞分布に
ついての検討

馬場信太郎 （東京都立小児総合医療セ
ンター）

３９３ 慢性副鼻腔炎における２型自然免疫リンパ球（ILC2）
の関与についての検討

宇野匡祐 （東京慈恵会医科大学）

日耳鼻 118―351



第８会場（G409）

第 ７５ 群 鼻出血 （１７：００～１７：４０）

座長：川浦 光弘（けいゆう病院）
３９４ エタノール硬化療法が極めて有効であったオスラー病

による難治性鼻出血の一例
内田哲郎 （松波総合病院）

３９５ 当科における鼻出血症入院症例の検討 池本和希 （神戸大学）

３９６ 当院における鼻出血症例の検討～ガーゼ留置より焼灼
処置を優先した取り組み～

藤澤嘉郎 （芳賀赤十字病院）

３９７ 当科における鼻出血症例の臨床的検討 藤 さやか （岡山済生会総合病院）
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