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第 2 日目　10 月 15 日（金）

第 24 群（外リンパ瘻） 第 3 会場　9:10 ～ 10:00

座長：肥塚　　泉（聖マリアンナ医科大学）

佐々木　亮（弘前大学）

O24-1. 当科における内耳窓閉鎖術症例の検討

毛利　宏明，他（京都第一赤十字病院）

O24-2. 手術を施行した外リンパ瘻確実例：難聴のある症例についての検討

李　　佳奈，他（新須磨病院）

O24-3. 内耳窓閉鎖術中に CTP 検査を行った 8 例の検討

石井　賢治，他（神尾記念病院）

O24-4. 耳かき外傷による外リンパ瘻の 3 症例

本多　伸光，他（愛媛県立中央病院）

O24-5. 経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）での内耳窓閉鎖術が有効であった人工内耳植込み

術後外リンパ瘻の 2 例

三橋　敏順，他（久留米大学）

第 25 群（鼓膜） 第 3 会場　10:00 ～ 11:00

座長：深美　　悟（獨協医科大学）

湯浅　　有（仙台・中耳サージセンター）

O25-1. 鼓膜再生療法－初回治療から再生完了までの経過に関する検討－

金井　理絵，他（北野病院）

O25-2. リティンパによる鼓膜穿孔閉鎖術 22 症例の検討～術後の聴力改善と術前のパッチテスト

との比較～

日高　浩史，他（関西医科大学）

O25-3. 当科における慢性穿孔性中耳炎に対するリティンパ ® による鼓膜閉鎖術の検討

峯川　　明，他（茅ヶ崎中央病院）
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O25-4. フィブリン糊を使わない鼓膜形成手術でのポリグルコール酸シート（ネオベール &reg;）

の有用性

小泉　敏三，他（日本生命病院）

O25-5. 鼓膜再生療法における石灰化への対処法

山口　智也，他（北野病院）

O25-6. 鼓膜再生療法後の穿孔残存に対する蝶型軟骨を用いた内視鏡下鼓膜形成術

堀　　秀成，他（大阪赤十字病院）

第 26 群（人工内耳 3） 第 4 会場　9:10 ～ 10:00

座長：石田　克紀（茅ヶ崎中央病院）

高橋　優宏（国際医療福祉大学三田病院）

O26-1. コクレア社　Slim Modiolar 電極（CI532/632）による tip fold over4 例の経験

矢部　響樹，他（東京大学）

O26-2. 蝸牛型耳硬化症に対して人工内耳埋込術を施行した 4 症例の検討

家坂　辰弥，他（茅ヶ崎中央病院）

O26-3. 蝸牛石灰化を認めた OMAAV 人工内耳手術の 2 症例

小林　万純，他（名古屋大学）

O26-4. 特発性肥厚性硬膜炎による両側進行性重度感音難聴に対して人工内耳植込術を施行した一

例

出井　克昌，他（慶應義塾大学）

O26-5. 唯一聴耳に生じた聴神経腫瘍に対して同側人工内耳治療を実施した症例

寺村　　侑，他（虎の門病院）

第 27 群（人工聴覚器） 第 4 会場　10:00 ～ 10:50

座長：野口　佳裕（国際医療福祉大学成田病院）

南　修司郎（国立病院機構東京医療センター）

O27-1. 高度難聴側あるいは聾側に植込み手術を行った Baha 症例の検討

栗原　　渉，他（宮崎大学）
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O27-2. 当院における軟骨伝導補聴器の装用状況

宮田　　遼，他（札幌医科大学）

O27-3. 小耳症に対する軟骨伝導補聴器安定装用のための擬耳利用

紙谷　　亮，他（鳥取大学）

O27-4. 一側性難聴に対する CROS 補聴器選択・人工内耳選択症例の報告

小池　隆史，他（国際医療福祉大学三田病院）

O27-5. 聴性脳幹インプラント埋め込み再手術の経験

今泉　光雅，他（福島県立医科大学）

第 28 群（難聴 2） 第 5 会場　9:10 ～ 10:20

座長：川島　慶之（東京医科歯科大学）

室伏　利久（帝京大学溝口病院）

O28-1. 一側性難聴の聴取における主観的評価－突発性難聴例に対する全国アンケート調査より

久保田江里，他（国際医療福祉大学三田病院）

O28-2. 一側性難聴症例の主観的評価（APHAB）の検討

植草　智子，他（国際医療福祉大学三田病院）

O28-3. 一側性の感音難聴および伝音・混合難聴における方向感検査に関する検討

渡邉　佳奈，他（国際医療福祉大学三田病院）

O28-4. 一側性高度難聴症例における裸耳の方向感検査

桜井　　梓，他（国際医療福祉大学三田病院）

O28-5. 当科における突発性難聴症例の検討

鎌倉　武史，他（大阪大学）

O28-6. 持参薬として抗血小板薬・抗凝固薬の内服患者における突発性難聴の治療効果について

實川　純人，他（札幌医科大学）

O28-7. 前庭誘発筋電位検査施行により急性音響性難聴をきたした 2 例

乾　　崇樹，他（大阪医科薬科大学）



学会第 2 日目　10月15日（金）  一般演題（口演）

88 ｜第 31回日本耳科学会 総会・学術講演会 プログラム（2021）

第 29 群（画像） 第 5 会場　10:20 ～ 11:00

座長：將積日出夫（富山大学）

堀井　　新（新潟大学）

O29-1. 関連する難聴のない反復性めまい症例における内リンパ水腫

室伏　利久，他（帝京大学溝口病院）

O29-2. CT/MRI 画像所見による蝸牛神経機能評価の試み

中村　高志，他（京都府立医科大学）

O29-3. 微小な迷路内神経鞘腫の診断における内耳遅延造影 MRI の有用性

倉田奈都子，他（東京医科歯科大学）

O29-4. MRI にて迷路内神経鞘腫と考えられた 3 症例

織田　　潔，他（東北労災病院）

第 30 群（小児中耳炎） 第 6 会場　9:10 ～ 10:00

座長：立山　香織（大分大学）

保富　宗城（和歌山県立医科大学）

O30-1. 小児急性中耳炎に対する抗菌薬適正使用の啓蒙と変化

河野　正充，他（和歌山県立医科大学）

O30-2. 小児滲出性中耳炎への新型コロナウイルス感染症流行の影響

仲野　敦子，他（千葉県こども病院）

O30-3. 口蓋裂児における新生児聴覚スクリーニング検査結果および滲出性中耳炎に対する治療介

入について

外池百合恵，他（千葉県こども病院）

O30-4. 長期間観察しえた線毛機能不全症候群同胞例の耳科的所見

竹内　万彦，他（三重大学）

O30-5. 中耳サルコイドーシスと診断された小児難治性中耳炎例

喜夛　淳哉，他（浜松医科大学）
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第 31 群（顔面神経 1） 第 6 会場　10:00 ～ 11:00

座長：稲垣　　彰（いながき耳鼻いんこう科クリニック）

今井　貴夫（大阪大学）

O31-1. 発症初期において顔面神経麻痺が主症状であったギラン・バレー症候群の 2 症例

熊澤　明子，他（北野病院）

O31-2. 末梢性顔面神経麻痺を発症した茎状突起過長症の一例

中本　実沙，他（東京女子医科大学）

O31-3. 鼓室形成術後に発症した遅発性顔面神経麻痺の 1 例

鈴木　宏隆，他（日本医科）

O31-4. 左人工内耳埋込術後，遅発性に Hunt 症候群を認めた 1 例

小田　尊志，他（広島大学病院）

O31-5. 顔面神経減荷術後に発生した術後性乳突腔真珠腫症例

柴田　敏章，他（JCHO神戸中央病院）

O31-6. 表情筋運動障害を欠き，聴神経・迷走神経障害を呈した不全型 Ramsay Hunt 症候群の

一例

金子富美恵，他（和歌山県立医科大学）

第 32 群（中耳手術 4） 第 4 会場　16:10 ～ 17:20

座長：日高　浩史（関西医科大学）

美内　慎也（兵庫医科大学）

O32-1. 鼓室形成術 III 型 922 例の聴力成績

三代　康雄，他（大阪市立総合医療センター）

O32-2. 鼓室形成術 IV 型 344 例の聴力成績

三代　康雄，他（大阪市立総合医療センター）

O32-3. 外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術を行った症例の検討

太田　有美，他（大阪大学）

O32-4. 当科における先天性耳小骨奇形 19 例の検討

鈴木　大士，他（帝京大学溝口病院）
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O32-5. 先天性真珠腫術後に malleus bar 様構造物が形成された一例

福家　智仁，他（伊勢赤十字病院）

O32-6. 伝音性難聴を契機に診断された顎関節ピロリン酸カルシウム結晶沈着症の一例

十名　洋介，他（京都大学）

O32-7. 耳小骨連鎖を温存して摘出し得た鼓索神経鞘腫の一例

越知　康子，他（近江八幡市立総合医療センター）

第 33 群（顔面神経 2） 第 5 会場　16:10 ～ 17:10

座長：濱田　昌史（東海大学）

山田　啓之（愛媛大学）

O33-1. 遅発性外傷性顔面神経麻痺の臨床的特徴と予後

南方　寿哉，他（名古屋市立大学）

O33-2. 末梢性顔面神経麻痺における予後因子の検討

関口　昌孝，他（総合病院国保旭中央病院）

O33-3. 栄養状態・免疫能の評価による末梢性顔面神経麻痺の予後予測に関する検討

山本　賢吾，他（北里大学）

O33-4. Electroneurography 値による顔面神経麻痺の経過予測

小田桐恭子，他（東海大学）

O33-5. 当科における Bell 麻痺，Hunt 症候群に対する顔面神経減荷術の治療成績

須田　悟史，他（慶應義塾大学）

O33-6. 顔面神経減荷術を施行した末梢性顔面神経麻痺 40 例の検討

佐藤　　崇，他（大阪大学）

第 34 群（アブミ骨手術 2） 第 6 会場　16:10 ～ 17:10

座長：小林　一女（昭和大学）

小森　正博（高知大学）

O34-1. 耳硬化症・中耳奇形・鼓室硬化症に施行したアブミ骨手術の聴力成績

中江　　進，他（明石市立市民病院）
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O34-2. 当科におけるあぶみ骨手術の長期成績の検討

新田　義洋，他（北里大学）

O34-3. 当科における内視鏡下アブミ骨手術の術後聴力改善不良例に関する検討

梶本　康幸，他（大阪市立大学）

O34-4. 当院耳硬化症例における術前 CT 所見と聴力像の検討

中西　　啓，他（浜松医科大学）

O34-5. van der Hoeve 症候群の内耳骨包脱灰像と術後聴力成績：耳硬化症との比較

木村　　尭，他（新潟市民病院）

O34-6. アブミ骨手術後の鼓膜陥凹と耳管機能の検討

山岸　達矢，他（新潟大学）


