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一 般 演 題（ポスター）

第 1 群（外耳・鼓膜） オンデマンド配信

座長：稲垣　太郎（東京医科大学）

志和　成紀（豊島病院）

P1-1. 耳介後上方に開口した珍しい先天性耳瘻孔の 1 例

園田　健二，他（順天堂大学）

P1-2. 外耳道腫瘍及び閉塞性角化症を呈した外耳道異物症例

田中久美子，他（順天堂大学）

P1-3. 先天性外耳道閉鎖症にコレステリン肉芽腫を合併した 1 例

和田　　昂，他（横浜市立大学）

P1-4. 顔面神経麻痺，迷路瘻孔，聾を合併した巨大外耳道真珠腫の 1 例

小川日出夫，他（愛媛県立中央病院）

P1-5. 当科における内視鏡下の鼓膜形成術（接着法）および鼓室形成術 I 型とその治療成績

岡上　雄介，他（天理よろづ相談所病院）

P1-6. 当科での浅在化鼓膜症例の検討

比嘉　輝之，他（琉球大学）

P1-7. 鼓膜穿孔症例に対するトラフェルミン製剤の使用経験

根岸　由衣，他（東京医科大学）

P1-8. 鼓膜再生治療薬が有効であった鼓膜再穿孔症例について

菅原　一真，他（山口大学）

第 2 群（中耳 1） オンデマンド配信

座長：齋藤　和也（和泉市立総合医療センター）

森田　真也（北海道大学）

P2-1. 当科における先天性真珠腫手術症例の検討

寺岡　正人，他（愛媛大学）
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P2-2. 当科における先天性真珠腫症例 26 例の検討

田中　美穂，他（大津赤十字病院）

P2-3. 真珠腫性中耳炎に対する薄切軟骨を用いた鼓室形成術の検討

稲垣　太郎，他（東京医科大学）

P2-4. 鼓室形成術のみで術前の耳管機能異常は正常化するか？

濱之上泰裕，他（杏林大学）

P2-5. 耳科手術における新型コロナ対策としての non-aerosol 手技について

石渡　大貴，他（帝京大学）

P2-6. 自然消退した先天性真珠腫か先天性耳小骨奇形かの鑑別を要する連鎖離断例

山田　弘之，他（伊勢赤十字病院）

P2-7. キヌタ骨が乳突洞内に脱出した外傷性耳小骨離断の 1 例

遠藤　侑未，他（神戸大学）

第 3 群（中耳 2） オンデマンド配信

座長：荒井　真木（浜松医療センター）

樫尾　明憲（東京大学）

P3-1. 幼児癒着性中耳炎 5 症例

小森　正博，他（高知大学）

P3-2. 鼓膜チューブの鼓室内脱落を認めた小児癒着性中耳炎例

小泉　　洸，他（秋田大学）

P3-3. 耳後部膿瘍で受診した難治性中耳炎症例

山本　陽平，他（山口大学）

P3-4. Bezold 膿瘍の 1 例

呉　　奎真，他（県立広島病院）

P3-5. ANCA 関連血管炎性中耳炎の中耳貯留液中における抗好中球細胞質抗体の発現

立山　香織，他（大分大学）

P3-6. 他疾患に対してデュピルマブが投与された症例に合併した好酸球性中耳炎の治療効果

北野　友裕，他（信州大学）
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P3-7. 中耳炎を合併し MRI で血管炎との関連が示唆された巨細胞性動脈炎の一例

青木　夏姫，他（東京医科歯科大学）

第 4 群（難聴・人工聴覚器） オンデマンド配信

座長：櫻井　結華（東京慈恵会医科大学）

吉村　豪兼（信州大学）

P4-1. 新生児聴覚スクリーニング要精査児に対する支援の問題点

吉田　晴郎，他（長崎大学）

P4-2. 雑音下語音聴取能と認知機能，頭部 MRI 所見との関連について

羽成　敬広，他（愛媛大学）

P4-3. 当院での一側性小児難聴に対する補聴器装用について

北岡　杏子，他（長崎大学）

P4-4. 当科における新生児聴覚スクリーニング後の精密検査

坂上　翔大，他（旭川医科大学）

P4-5. 脳腫瘍治療後の進行性難聴

片岡　祐子，他（岡山大学）

P4-6. 新規 USH1C ホモ接合体変異による非症候群性常染色体劣性遺伝 DFNB18 の 1 例

荒井　康裕，他（横浜市立大学）

P4-7. 比較的少量の累積シスプラチンで耳鳴を発症した 1 例

北村　佳奈，他（東京慈恵会医科大学）

P4-8. 当科における軟骨伝導補聴器装用症例

伊勢　桃子，他（熊本大学）

P4-9. 心因反応による装用困難が疑われた人工内耳埋め込み術後の小児の 2 症例

假谷　　伸，他（岡山大学）

P4-10. 蝸牛基底部病変をヌンチャク型シリコンチューブで開通させ電極を挿入し得た人工内耳植

込術の 2 症例

品川　　潤，他（信州大学）

P4-11. 人工内耳埋め込み術後に発生した真珠腫性中耳炎の一例

古木　省吾，他（北里大学）
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第 5 群（顔面神経・平衡） オンデマンド配信

座長：加藤　雄仁（東京慈恵会医科大学）

新藤　　晋（埼玉医科大学）

P5-1. 病的共同運動評価における Saito-Box の有用性

近藤　俊輔，他（琉球大学）

P5-2. 顔面神経鞘腫の 2 症例

松山　尚平，他（奈良県総合医療センター）

P5-3. 一側性蝸牛・半規管無形成に顔面神経麻痺を伴った一例

松延　　毅，他（日本医科大学）

P5-4. 遅発性内リンパ水腫全国疫学調査（第一次調査）

伊東　伸祐，他（富山大学）

P5-5. 内リンパ嚢開放術における内視鏡使用の安全性および有効性の検討

今井　貴夫，他（大阪大学）

P5-6. 迷路気腫とアブミ骨陥入を伴った外傷性外リンパ瘻の 1 例

高田顕太郎，他（横浜市立大学）

第 6 群（腫瘍・頭蓋底） オンデマンド配信

座長：藤坂実千郎（富山大学）

三浦　正寛（太田総合病院）

P6-1. 軟骨部外耳道に発生した基底細胞癌の 1 例

大崎　康宏，他（近畿大学）

P6-2. 側頭骨に発生した炎症性筋繊維芽細胞腫の一例

吉岡　哲志，他（藤田医科大学）

P6-3. 手術とデノスマブによって治療した側頭骨由来の骨巨細胞腫の 1 例

坂井田　寛，他（三重大学）

P6-4. 外耳道腫瘤の生検にて診断に至った多臓器型ラングハンス組織球症の 2 例

加瀬　希奈，他（金沢大学）

P6-5. 頭蓋底骨髄炎の 2 症例

浜崎　泰佑，他（昭和大学）
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P6-6. 頭蓋底骨髄炎の 1 例

堀中　昭良，他（奈良県総合医療センター）

P6-7. 側頭骨進展を呈した後頭蓋窩髄膜腫の 2 例

小池　毬子，他（多摩総合医療センター）

P6-8. 拍動性耳鳴を主訴に来院した頸静脈球憩室の 1 例

福本　一郎，他（千葉大学）

P6-9. 後天的に高位裂開性頸静脈球が形成された小児の 1 例

上田　啓史，他（神戸市立医療センター中央市民病院）

P6-10. 成人特発性耳性髄液漏の 1 例

大湊　久貴，他（旭川医科大学）

第 7 群（基礎研究） オンデマンド配信

座長：鈴木　　淳（東北大学）

細谷　　誠（慶應義塾大学）

P7-1. 外耳道真珠腫と耳垢型：ABCC11 遺伝子多型についての検討

岡田　弘子，他（順天堂大学）

P7-2. 人種・民族の耳垢型決定遺伝子 ABCC11 多型の差異と中耳真珠腫の発症リスク

楠　　威志，他（順天堂大学医学部附属静岡病院　耳鼻咽喉科）

P7-3. 後天性中耳真珠腫における Notch シグナル関連分子発現についての検討

福田　　篤，他（北海道大学）

P7-4. 抗 PDL-1 抗体投与後の上気道免疫応答の解析

平野　　隆，他（大分大学）

P7-5. 有毛細胞と支持細胞における Wnt シグナル活性の変遷

野田　哲平，他（九州大学）

P7-6. 内耳有毛前駆細胞（UB/OC-2）における増殖因子シグナルを介した繊毛形成の亢進

角木　拓也，他（札幌医科大学）

P7-7. 加齢性難聴を呈するマウス蝸牛における，内耳免疫遺伝子発現の解析

前田　幸英，他（岡山大学）
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P7-8. エクソソームを介した異種細胞コミュニケーションがミスマッチ陰性電位を指標とした認

知機能に及ぼす影響

林　　　賢，他（川越耳科学クリニック）

P7-9. 培養卵形嚢を用いたフルクトースによる AGE 産生モデルの作成の検討

狩野有加莉，他（山口大学）


