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第30回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会プログラム

〈第 1会場〉

総会 1月30日（木）13:50~14:20

〈第 1会場〉

30 周年記念式典 1月30日（木）14:20~15:20

〈第 2会場〉

最優秀論文賞授与式および受賞講演 1月30日（木）9:00~9:20
司会： 吉崎 智一（金沢大学）

AL 頭頸部癌における高齢者機能評価スクリーニングツールの有用性
石井 亮（東北大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

〈第 1会場〉

特別講演【専門医共通講習】 1月30日（木）16:10~17:10
司会： 猪原 秀典（大阪大学）

SL BodySharing：体をシェアしあうと、どのようなことが起こるのか
玉城 絵美（早稲田大学理工学術院/H2L, Inc. R＆D）

〈第 1会場〉

シンポジウム 1【耳鼻咽喉科領域講習】 1月30日（木）9:00~10:30
司会： 北野 博也（社会医療法人誠光会）

折舘 伸彦（横浜市立大学）

「頭頸部領域のロボット手術を始める」

S1-1 本邦における頭頸部ロボット支援手術の実施体制―海外・他科領域における現状との比較―
楯谷 一郎（藤田医科大学）

S1-2 頭頸部ロボット支援手術に関する教育プログラム
藤原 和典（鳥取大学）
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S1-3 頭頸部ロボット支援手術に関する教育プログラム―実施結果の検証―
清水 顕（東京医科大学）

S1-4 名古屋大学医学部附属病院における経口的ロボット支援手術導入
藤本 保志（名古屋大学医学部附属病院）

S1-5 横浜市立大学附属病院における経口的ロボット支援手術の導入
佐野 大佑（横浜市立大学）

〈第 1会場〉

シンポジウム 2【耳鼻咽喉科領域講習】 1月30日（木）10:50~12:20
司会： 鴻 信義（東京慈恵会医科大学）

朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学）

「鼻科手術の最前線」

S2-1 好酸球性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術
都築 建三（兵庫医科大学）

S2-2 内視鏡下腫瘍切除術―鼻副鼻腔腫瘍への内視鏡下アプローチのススメ―
大村 和弘（東京慈恵会医科大学/獨協医科大学埼玉医療センター）

S2-3 Endoscopic transmaxillary approach と transpterygoid approach に必要な内視鏡解剖
坂本 達則（京都大学）

S2-4 内視鏡下前頭蓋底手術を中心とした鼻副鼻腔悪性腫瘍に対する治療戦略
花澤 豊行（千葉大学）

〈第 1会場〉

シンポジウム 3【耳鼻咽喉科領域講習】 1月31日（金）9:00~10:30
司会： 原渕 保明（旭川医科大学）

林 隆一（国立がん研究センター東病院）

「甲状腺癌の治療戦略」

S3-1 甲状腺癌の取り扱いおよび遺伝子変異について
友田 智哲（伊藤病院）

S3-2 甲状腺術中神経モニタリング
辻 裕之（金沢医科大学）
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S3-3 局所進行甲状腺癌への頭頸部外科医の関わり
森谷 季吉（草津総合病院）

S3-4 内視鏡下甲状腺手術
高原 幹（旭川医科大学）

〈第 1会場〉

シンポジウム 4【耳鼻咽喉科領域講習】 1月31日（金）10:50~12:20
司会： 東野 哲也（宮崎大学）

岩崎 聡（国際医療福祉大学三田病院）

「人工聴覚器・手術手技の進歩」

S4-1 人工聴覚器手術に必要な微小外科解剖
小宗 徳孝（九州大学）

S4-2 人工内耳手術における工夫
樫尾 明憲（東京大学）

S4-3 Baha 手術の進歩
我那覇 章（宮崎大学）

S4-4 人工中耳（Vibrant Soundbridge：VSB）手術の進歩と実際
高橋 優宏（国際医療福祉大学三田病院）

〈第 2会場〉

教育パネルディスカッション【耳鼻咽喉科領域講習】 1月31日（金）10:50~12:20
司会： 藤本 保志（名古屋大学）

松浦 一登（国立がん研究センター東病院）

「頸部手術の難所・急所」

EP-1 頸部郭清術
対馬那由多（北海道大学）

EP-2 乳び漏/リンパ漏に対するトラブルシューティング
花井 信広（愛知県がんセンター）

EP-3 副咽頭間 の解剖
北村 守正（京都大学）

EP-4 下頸部・鎖骨上窩から上縦隔まで
真栄田裕行（琉球大学）
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特別発言 電気メスによる頭頸部手術のコツ
崎浜 教之（耳鼻咽喉科・頭頸部外科 さきはまクリニック）

特別発言 コールドデバイスを見直そう
行木 英生（静岡市立清水病院）

〈第 2会場〉

教育セミナー 1 1月30日（木）9:20~9:50
ES-1 声帯麻痺の手術治療

讃岐 徹治（名古屋市立大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 2 1月30日（木）9:50~10:20
ES-2 喉頭微細手術

喜友名朝則（琉球大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 3 1月30日（木）10:50~11:20
ES-3 耳管開放症の診断と治療

大田 重人（兵庫医科大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 4 1月30日（木）11:20~11:50
ES-4 メニエール病の手術（内リンパ嚢手術）

北原 糺（奈良県立医科大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 5 1月30日（木）11:50~12:20
ES-5 扁桃手術

大堀純一郎（鹿児島大学）
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〈第 1会場〉

教育セミナー 6 1月30日（木）15:30~16:00
ES-6 経外耳道的内視鏡下耳科手術（TEES）

西池 季隆（大阪労災病院）

〈第 2会場〉

教育セミナー 7 1月31日（金）9:00~9:30
ES-7 内視鏡下鼻副鼻腔手術

小林 正佳（三重大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー 8 1月31日（金）9:30~10:00
ES-8 前頭洞手術

和田 弘太（東邦大学医療センター大森病院）

〈第 2会場〉

教育セミナー 9 1月31日（金）10:00~10:30
ES-9 誤嚥防止手術

梅﨑 俊郎（国際医療福祉大学/福岡山王病院）

〈第 1会場〉

教育セミナー 10 1月31日（金）14:00~14:30
ES-10 内視鏡下咽喉頭手術（ELPS）―安全確実な手術そしてその未来に

渡邉 昭仁（恵佑会札幌病院）

〈第 1会場〉

教育セミナー 11 1月31日（金）14:30~15:00
ES-11 内視鏡下甲状腺手術（VANS-3S 法）の A to Z

片山 昭公（札幌徳洲会病院/旭川医科大学）
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〈第 1会場〉

教育セミナー 12 1月31日（金）15:00~15:30
ES-12 唾液腺管内視鏡による唾液腺疾患治療の新展開

松延 毅（日本医科大学）

〈第 8会場〉

頭頸部超音波ハンズオンセミナー 1月30日（木）10:30~12:30
共催：頭頸部超音波研究会

司会： 花井 信広（愛知県がんセンター）

HS-1 頸部超音波（総論）
平松真理子（名古屋大学）

HS-2 甲状腺およびその周辺の超音波診断
福原 隆宏（鳥取大学）

HS-3 口腔・咽頭・唾液腺およびその周辺の超音波診断
古川まどか（神奈川県立がんセンター）

HS-4 リンパ節の超音波診断
寺田 星乃（愛知県がんセンター）

HS-5 その他の頸部腫瘤の超音波診断
齋藤 大輔（岩手医科大学）

HS-6 超音波ガイド下穿刺吸引細胞診
下出 祐造（金沢医科大学）

〈第 1会場〉

共通講習 1【専門医共通講習】 1月30日（木）17:30~18:30
司会： 小松崎 篤（東京医科歯科大学名誉教授）

「医療安全」

CC-1 患者安全の基本と国際的潮流
後 信（九州大学病院医療安全管理部）
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〈第 2会場〉

共通講習 2【専門医共通講習】 1月30日（木）17:30~18:30
司会： 福田 諭（北海道大学名誉教授/北海道医療大学）

「医療倫理」

CC-2 研究倫理における被験者保護とサイエンス
ジェンナーから臨床研究法まで
植田真一郎（琉球大学臨床薬理学）

〈第 1会場〉

ランチョンセミナー 1 1月30日（木）12:40~13:30
共催：小野薬品工業株式会社

ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社
司会： 丹生 健一（神戸大学）

「頭頸部がんにおけるがん免疫療法」

LS1-1 再発・転移頭頸部扁平上皮がんの薬物療法
～最新のエビデンスを踏まえての治療シークエンスを考える～
本間 義崇（国立がん研究センター中央病院頭頸部内科）

LS1-2 再発・転移頭頸部癌に対するニボルマブの位置付け
折舘 伸彦（横浜市立大学）

〈第 3会場〉

ランチョンセミナー 2 1月30日（木）12:40~13:30
共催：株式会社アトスメディカルジャパン

司会： 兵頭 政光（高知大学）

LS2 日常診療における喉頭摘出後のリハビリテーションの取り組み
福島 啓文（がん研有明病院）
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〈第 4会場〉

ランチョンセミナー 3 1月30日（木）12:40~13:30
共催：大鵬薬品工業株式会社

司会： 春名 眞一（獨協医科大学）

LS3 アレルギー性鼻炎診療のUp to date
太田 伸男（東北医科薬科大学）

〈第 5会場〉

ランチョンセミナー 4 1月30日（木）12:40~13:30
共催：オリンパス株式会社

司会： 藤井 隆（大阪国際がんセンター）

LS4 エネルギーデバイスを用いた頭頸部外科・形成外科手術
安松 隆治（九州大学）
門田 英輝（九州大学形成外科）

〈第 7会場〉

ランチョンセミナー 5 1月30日（木）12:40~13:30
共催：株式会社モリタ製作所

司会： 大森 孝一（京都大学）

LS5 解剖から診た顔面神経麻痺―基礎研究からCBCTによる臨床研究まで―
山田 啓之（愛媛大学）

〈第 1会場〉

ランチョンセミナー 6 1月31日（金）12:30~13:20
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

沖縄キヤノンメディカルシステムズ株式会社
司会： 東野 哲也（宮崎大学）

「CTの進歩、そしてこれからの耳鼻領域画像診断」

LS6-1 超高精細CTにより劇的に変化した中内耳疾患の画像診断：画像診断医の立場から
山城 恒雄（琉球大学医学部附属病院放射線科）

LS6-2 耳科領域におけるCT活用法
～超高精細CTと 3D画像シミュレーションの有用性（耳鼻咽喉科の立場から）～
我那覇 章（宮崎大学）
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〈第 2会場〉

ランチョンセミナー 7 1月31日（金）12:30~13:20
共催：バイエル薬品株式会社

司会： 鈴木 幹男（琉球大学）

「がんゲノム医療時代における甲状腺癌分子標的治療
～遺伝子情報に基づく個別化医療の実現に向けて～」

LS7-1 甲状腺乳頭癌の悪性度・予後と関連する遺伝子異常
光武 範吏（長崎大学原爆後障害医療研究所）

LS7-2 甲状腺分化癌に対する治療戦略～いまある選択肢を使い切るために～
和佐野浩一郎（東京医療センター/臨床研究センター）

〈第 3会場〉

ランチョンセミナー 8 1月31日（金）12:30~13:20
共催：メルクバイオファーマ株式会社

司会： 吉崎 智一（金沢大学）

LS8 臓器横断的診療時代における転移・再発頭頸部がんに対する治療戦略
清田 尚臣（神戸大学医学部附属病院腫瘍センター）

〈第 4会場〉

ランチョンセミナー 9 1月31日（金）12:30~13:20
共催：株式会社名優

司会： 倉富勇一郎（佐賀大学）

LS9 体を守る、人を守る、患者移乗機器ホバーマットによるSafety first！
松永 明（鹿児島大学病院手術部）
佐藤雄一郎（新潟県立がんセンター新潟病院）

〈第 2会場〉

モーニングセミナー 1月31日（金）8:00~8:50
共催：MSD株式会社

司会： 本間 明宏（北海道大学）

MS がん免疫療法の最新の話題
花井 信広（愛知県がんセンター）



27

〈第 2会場〉

スイーツセミナー 1月30日（木）16:30~17:20
共催：株式会社大塚製薬工場

司会： 香取 幸夫（東北大学）

「栄養療法は、頭頸部癌の治療成績を向上させられるか？」

SS-1 頭頸部癌化学放射線療法症例におけるサルコペニア
正道 隆介（新潟大学）

SS-2 頭頸部癌治療における積極的栄養介入の意義
鈴木 基之（大阪大学）
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学生・研修医セッション 第1日目 令和 2年 1月 30 日（木）

〈第 9会場〉

学生・研修医セッション 1 耳・鼻 15:20~16:10
座長： 宇佐美真一（信州大学）

肥塚 泉（聖マリアンナ医科大学）

SR1-1 側頭骨に発生した修復性巨細胞肉芽腫の 1例
工 由佳（札幌医科大学）

SR1-2 側頭骨軟骨芽細胞腫例
樽井 彬人（京都大学医学部総合臨床教育・研修センター）

SR1-3 上顎洞海綿状血管腫の 1例
河田 怜（東北医科薬科大学）

SR1-4 歯原性鼻副鼻腔感染症により敗血症性ショックをきたした 1症例
稲場 真生（黒部市民病院）

SR1-5 内視鏡下経鼻頭蓋底手術で開窓した鼻脳型ムーコル症による脳膿瘍症例
岡田 真侑（高知医療センター総合診療科）

〈第 9会場〉

学生・研修医セッション 2 頸部・炎症 16:10~17:00
座長： 土井 勝美（近畿大学）

佐藤 宏昭（岩手医科大学）

SR2-1 頸部良性対称性脂肪腫症の一例
岩元 秀輔（近畿大学病院）

SR2-2 デノスマブ関連顎骨壊死に頸部の膿瘍形成を伴った 1例
小藤 望（倉敷中央病院医師教育研修部）

SR2-3 当初急性咽喉頭炎として加療された成人Still 病の 1例
孔 憲和（立川メディカルセンター立川綜合病院）

SR2-4 ナビゲーションガイド下に経口腔的切開排膿した幼児副咽頭間 膿瘍の 1例
伊達 悠斗（川崎医科大学卒後臨床教育研修センター）

SR2-5 経口的瘻管摘出術を行った下咽頭梨状陥凹瘻の 1例
雨皿 和輝（大阪市立大学）
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〈第 9会場〉

学生・研修医セッション 3 咽喉頭癌 17:00~17:40
座長： 吉崎 智一（金沢大学）

本間 明宏（北海道大学）

SR3-1 当科における上咽頭癌の治療成績
木下 絢奨（大阪医科大学）

SR3-2 掌蹠膿疱症に対して両側口蓋扁桃摘出術し、病理診断にて中咽頭癌と診断された一例
塩野 弘晶（近畿大学病院）

SR3-3 Transoral videolaryngoscopic surgery（TOVS）で切除しえた頭頸部癌 4症例の検討
白石 健悟（長崎大学病院医療教育開発センター）

SR3-4 甲状腺弁を用いて声門再建を行った喉頭垂直部分切除術の 1例
今西 大樹（大阪市立大学）

〈第 9会場〉

学生・研修医セッション 4 甲状腺・唾液腺 17:40~18:30
座長： 倉富勇一郎（佐賀大学）

兵頭 政光（高知大学）

SR4-1 初回手術より 15年後に頸部転移が判明した好酸性細胞型濾胞癌の 1例
村山 陽子（公立昭和病院）

SR4-2 未分化転化を疑った巨大甲状腺乳頭癌例
藤川 詩織（大阪赤十字病院）

SR4-3 嚥下機能改善手術を行った甲状舌管癌の 1例
大垣優佳子（京都第 2赤十字病院）

SR4-4 診断に難渋した耳下腺リンパ上皮癌の 1例
井 愛美（大分大学）

SR4-5 耳下腺に限局した非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を呈した一例
久保 友紀（京都桂病院）
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一般演題 第1日目 令和 2年 1月 30 日（木）

〈第 3会場〉

第 1群 耳科手術 1 9:00~10:00
座長： 山岨 達也（東京大学）

小島 博己（東京慈恵会医科大学）

O1-1 当科で手術を施行した小児先天性真珠腫の検討
日尾 祥子（八尾市立病院）

O1-2 術中持続神経モニタリングが有用であった先天性顔面神経麻痺を伴う巨大先天性真珠腫の一
例
小川 茂樹（慶應義塾大学）

O1-3 中耳真珠腫段階手術における経乳突部 70度斜視鏡の使用
高橋 昌寛（東京慈恵会医科大学）

O1-4 残存聴力活用型人工内耳（EAS）植込術を行った小児 3症例の検討
赤松 摩紀（岡山大学）

O1-5 両側人工内耳埋込術を施行した高安動脈炎 2例から学んだ人工内耳埋込術の時機について
川島 慶之（東京医科歯科大学）

O1-6 ダウン症児への早期の鼓膜チューブ留置術の検討
小宅功一郎（国立成育医療研究センター）

〈第 3会場〉

第 2群 聴器悪性腫瘍 10:00~11:00
座長： 小川 郁（慶應義塾大学）

中川 尚志（九州大学）

O2-1 異時性に発症した両側外耳道癌例
甲州 亮太（自治医科大学附属病院）

O2-2 外耳道扁平上皮癌の診断の指標
松本 吉史（国立がん研究センター中央病院）

O2-3 聴器悪性腫瘍に対する外側側頭骨切除術症例の検討
四宮 弘隆（神戸大学医学部附属病院）

O2-4 当科における外耳道癌手術加療の短期成績
堤 剛（東京医科歯科大学）
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O2-5 外耳道癌 T3症例に対する側頭骨外側切除術の適応と治療成績
鈴木 成尚（慶應義塾大学）

O2-6 外耳道扁平上皮癌 39例の検討
西條 幸平（長岡赤十字病院）

〈第 3会場〉

第 3群 手術支援システム 1 11:10~12:00
座長： 阪上 雅史（兵庫医科大学）

堤 剛（東京医科歯科大学）

O3-1 外視鏡ORBEYEの使用経験
平賀 良彦（静岡赤十字病院）

O3-2 VITOM 3-D 外視鏡と強調イメージングを用いた口腔咽頭手術
三輪 徹（北野病院/京都大学/JCHO熊本総合病院）

O3-3 側頭骨外科におけるORBEYEと手術支援機器の新しい活用法
北川 智介（東京医科歯科大学）

O3-4 ビデオ顕微鏡システムORBEYE™を使用した頭頸部腫瘍の 3例
河邊 浩明（東京医科歯科大学）

O3-5 下咽頭癌手術におけるORBEYEの使用経験―粘膜切除から遊離再建まで―
的場 拓磨（名古屋市立大学）

〈第 4会場〉

第 4群 鼻副鼻腔 1 9:00~10:10
座長： 藤枝 重治（福井大学）

竹野 幸夫（広島大学）

O4-1 当科における鼻中隔手術―上弯に対する矯正術―
飯村 慈朗（東京歯科大学市川総合病院）

O4-2 副鼻腔CTと未固定遺体による篩骨動脈の float 症例の検討
神村盛一郎（徳島大学）

O4-3 若年性血管線維腫摘出術における翼突管と蝶形骨洞隔壁の検討
北村 嘉章（徳島大学）

O4-4 副鼻腔CTスクリーニングと下垂体偶発腫について
内田 哲郎（鼻のクリニック東京）
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O4-5 好酸球性副鼻腔炎に合併する喘息に及ぼす内視鏡下鼻副鼻腔手術の効果
太田 伸男（東北医科薬科大学）

O4-6 鼻副鼻腔乳頭腫の進展範囲と選択すべき術式の検討
中村有加里（金沢医科大学）

O4-7 耳鼻咽喉科単独で行う涙道外・経内眼角ライトガイド下ステントレスDCR鼻内法第 2報：
リノストミー所見比較
松見 文晶（星総合病院）

〈第 4会場〉

第 5群 鼻副鼻腔悪性腫瘍 10:10~11:10
座長： 岸本 誠司（亀田総合病院）

竹内 裕美（鳥取大学）

O5-1 内視鏡下で摘出した鼻副鼻腔扁平上皮癌の 2例
浦口 健介（岡山市立市民病院）

O5-2 シスプラチン・エトポシド併用化学放射線療法を施行した頭蓋底浸潤を伴う鼻副鼻腔未分化
癌の 2例
戸嶋 一郎（滋賀医科大学）

O5-3 上顎洞癌の治療方針の検討
馬場 大輔（国際医療福祉大学三田病院）

O5-4 進行上顎洞癌・上顎歯肉癌の比較検討
嘉田 真平（京都医療センター）

O5-5 内視鏡下経鼻的・経口腔的上顎部分切除術を施行した上顎歯肉扁平上皮癌例
石神 瑛亮（三重大学）

O5-6 歯原性角化嚢胞を合併した上顎 carcinoma cuniculatum の 1例
松山 洋（新潟市民病院）

〈第 4会場〉

第 6群 頭頸部画像診断 11:20~12:20
座長： 菅澤 正（埼玉医科大学国際医療センター）

杉本 太郎（がん・感染症センター都立駒込病院）

O6-1 術中経口超音波検査による腫瘍深達度評価
堂西 亮平（鳥取大学）
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O6-2 Apparent Diffusion Coefficient によって鼻副鼻腔乳頭腫由来扁平上皮癌の局在を同定し得た
2症例
若盛 隼（東北大学）

O6-3 頭頸部癌全身検索におけるDWIBS（ドウイブス）の有用性
今野 信宏（北海道大野記念病院）

O6-4 当科における 18F-FDG PET/CT を用いた頭頸部癌の予後予測因子の検討
脇坂 理紗（旭川医科大学）

O6-5 MTV, TLG, p16 を用いた頭頸部扁平上皮癌における治療選択の検討
田口 享秀（横浜市立みなと赤十字病院）

O6-6 頭頸部癌領域におけるMeAIB-PET の有用性の検討と展望
小紫 彩奈（滋賀県立総合病院）

〈第 5会場〉

第 7群 咽頭・OSAS1 9:00~9:50
座長： 千葉伸太郎（太田睡眠科学センター/東京慈恵会医科大学）

中田 誠一（藤田医科大学ばんたね病院）

O7-1 咽頭乳頭腫におけるHPV陽性例と陰性例の比較
浅居 僚平（日本大学病院）

O7-2 閉塞性睡眠時無呼吸症にたいするSuture technique（CWICKs）の手術手技の実際
千葉伸太郎（太田睡眠科学センター）

O7-3 当科における新しい suture technique（CWICKs）による咽頭拡大術の効果の検討
稲田 紘也（藤田医科大学ばんたね病院）

O7-4 LAUP術後の咽頭瘢痕狭窄に対するCWICKs を応用した再狭窄予防の工夫
池田このみ（東京慈恵会医科大学附属第三病院/東京慈恵会医科大学）

O7-5 歯科との病診連携―RAMPA療法における手術の有用性についての検討―
稲木 香苗（足利赤十字病院）

〈第 5会場〉

第 8群 咽頭・OSAS2 9:50~10:50
座長： 黒野 祐一（鹿児島大学）

保富 宗城（和歌山県立医科大学）

O8-1 口蓋扁桃摘出術の習熟
四戸 達也（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
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O8-2 当科における口蓋扁桃摘出術症例の検討―在院日数短縮の可能性―
金子 昌行（山形市立病院済生館）

O8-3 当科における口蓋扁桃摘出術の術後出血についての検討
為野 仁輔（京都第一赤十字病院）

O8-4 口蓋扁桃摘出術後の持続する術後出血から、軽症の血友病Aと判断された 1例
野村 彩美（弘前大学）

O8-5 睡眠時無呼吸症候群に対して両側口蓋扁桃摘出術、舌扁桃切除術を行った血友病Bの 1例
山内 一崇（弘前大学）

O8-6 重症扁桃周囲膿瘍に対する膿瘍扁桃摘出術の有用性について
丸山裕美子（黒部市民病院）

〈第 5会場〉

第 9群 唾液腺 1 11:00~12:10
座長： 清水 猛史（滋賀医科大学）

浅田 行紀（宮城県立がんセンター）

O9-1 顎下腺唾石症に対する唾液腺内視鏡の有用性の検討
新川智佳子（山形市立病院済生館）

O9-2 耳下腺気腫 1症例における動的耳下腺造影による末梢導管損傷部位の診断と治療法について
の考察
今野 昭義（脳神経疾患研究所附属総合南東北病院）

O9-3 耳下腺腫瘍における臨床症状―1151 例の検討―
東野 正明（大阪医科大学）

O9-4 耳下腺良性腫瘍に対する hairline incision の有用性の検討
左京 愛莉（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

O9-5 頬骨枝・頬筋枝から神経確保を行った耳下腺手術の検討
伊藤 文展（東京医療センター/慶應義塾大学）

O9-6 顔面神経本幹非同定法での耳下腺多形腺腫摘出術に伴う術後経過の後方視的検討
北田 有史（京都大学医学部附属病院）

O9-7 再発の様式から見た耳下腺癌手術術式
酒主 敦子（日本医科大学付属病院）
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〈第 6会場〉

第 10 群 嚥下障害 9:00~10:00
座長： 櫻井 一生（藤田医科大学）

千年 俊一（久留米大学）

O10-1 頭頸部癌術後の嚥下障害に対する治療戦略
雪野 広樹（杏林大学/杏林大学医学部摂食嚥下センター）

O10-2 当科における嚥下障害関連手術の検討
河本 勝之（草津総合病院）

O10-3 当科で施行した誤嚥防止術の術後合併症と対策についての検討
津田 潤子（山口大学）

O10-4 筋萎縮性側索硬化症；患者、家族への誤嚥防止手術後、満足度アンケート調査
鈴木 智（鎌ケ谷総合病院）

O10-5 嚥下改善型声門下閉鎖術の術後経過
内田 真哉（京都第 2赤十字病院）

O10-6 手術により嚥下改善を認めた Forestier 病の 1例
藤井 正文（川崎市立多摩病院）

〈第 6会場〉

第 11 群 喉頭 1 10:00~10:50
座長： 渡邊 雄介（国際医療福祉大学東京ボイスセンター）

宮本 俊輔（北里大学）

O11-1 喉頭癌再発術後に難治性咽頭皮膚瘻を来たし、喉頭癌の skip lesion による再発のため死亡し
た 1例
南野 太志（近畿中央病院）

O11-2 難治性喉頭乳頭腫 7例の検討
今井 篤志（浜松医科大学）

O11-3 喉頭部分切除後に喉頭肉芽形成を認め局所再発との鑑別に苦慮した 1例
入舩 悠樹（愛媛大学）

O11-4 喉頭に発生した異所性唾液腺の 1例
齋藤 伸夫（新東京病院）

O11-5 喉頭気管分離術後 10年目に唾液瘻を認めた重症心身障害児に対し、鹿野式声門閉鎖術にて奏
功した一例
竹村 和哉（堺市立総合医療センター）
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〈第 6会場〉

第 12 群 音声・喉頭肉芽腫 11:00~12:00
座長： 田村 悦代（東海大学医学部付属東京病院）

三澤 清（浜松医科大学）

O12-1 Nasogastric tube syndrome が疑われた両側声帯麻痺の一例
野々村万智（倉敷中央病院）

O12-2 陳旧性甲状軟骨骨折に対する喉頭の枠組み整復による音声外科的有用性
井口 貴史（福岡山王病院）

O12-3 当科における喉頭全摘後代用音声の検討
藤井 大智（神戸大学）

O12-4 両側声帯麻痺に対するEjnell 法施行例の術後経過
澤 允洋（伊勢赤十字病院）

O12-5 喉頭肉芽腫の臨床的検討
井内 寛之（鹿児島大学）

O12-6 術中経食道心エコーが誘引となった声門下肉芽腫の 2例
森 大地（京都第一赤十字病院）

〈第 7会場〉

第 13 群 口腔 1 9:00~10:00
座長： 峯田 周幸（浜松医科大学）

門田 伸也（四国がんセンター）

O13-1 当科における早期舌癌症例の検討
深澤 雅彦（聖マリアンナ医科大学）

O13-2 T1T2 早期舌癌手術症例の検討
櫛橋 幸民（昭和大学）

O13-3 術前 PCE療法による舌癌縮小手術の可能性
新井 啓仁（京都府立医科大学）

O13-4 口腔癌における頸部制御困難症例の検討
櫻井 利興（千葉県がんセンター）

O13-5 当科における臼後部癌の臨床的検討
木村 隆幸（大阪国際がんセンター）

O13-6 当科での下歯肉扁平上皮癌症例の検討
力丸 文秀（九州がんセンター）
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〈第 7会場〉

第 14 群 治療合併症 10:00~11:00
座長： 田渕 経司（筑波大学）

小澤 宏之（慶應義塾大学）

O14-1 抗 VEGF阻害剤使用後に難治性咽頭皮膚瘻を認めた 1例
益田 昌吾（九州大学）

O14-2 プロボックス抜去後に難治性気管食道瘻を生じた下咽頭癌症例
犬塚 杏子（九州大学病院）

O14-3 喉頭全摘出術後に咽頭皮膚瘻を来した症例の検討
奥田 匠（宮崎大学）

O14-4 再建遊離空腸潰瘍から頸動脈破裂を来した 1例
竹本 剛（山口県立総合医療センター）

O14-5 頸部食道癌救済手術において永久気管孔創傷治癒不全を生じた 6例の検討
濱本 隆夫（広島大学病院）

O14-6 気管切開孔閉鎖後に発症した縦隔気腫の 1症例
木村 泰彰（新東京病院）

〈第 7会場〉

第 15 群 緩和・支持療法 11:10~12:10
座長： 飯田 政弘（東海大学）

羽藤 直人（愛媛大学）

O15-1 頭頸部がん終末期症例に対するCPS（clinical prediction of survival）と予後予測ツールの関
連
岸野毅日人（四国がんセンター）

O15-2 喉頭摘出術における咽頭皮膚瘻、合併症、栄養指標についての検討
望月 大極（浜松医科大学）

O15-3 シスプラチン併用化学放射線療法における胃瘻栄養の必要性と治療効果に関する検討
川嶋 麻里（東京大学）

O15-4 頭頸部扁平上皮癌患者に対する化学放射線療法におけるアミノ酸含有食品の粘膜炎抑制効果
の検討
永田良三郎（九州がんセンター）

O15-5 エコーガイド下静脈穿刺による上腕CVポート留置の有用性の検討
山崎 恵介（新潟大学）
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O15-6 頭頸部癌治療時における皮下埋め込み式中心静脈カテーテルポート合併症の検討
山内 盛泰（佐賀大学）

〈第 9会場〉

第 16 群 唾液腺 2 9:00~10:10
座長： 横島 一彦（日本医科大学）

村上 大輔（九州大学）

O16-1 精神遅滞者に生じた舌下腺癌と考えられた一例
山下 勝（静岡県立総合病院）

O16-2 舌下腺腫瘍 8例の検討
伏見 千宙（国際医療福祉大学三田病院）

O16-3 小脳橋角部腫瘍を呈した唾液腺導管癌の 1例
打田 義則（福岡大学）

O16-4 耳下腺分泌癌の一例
日下 尚裕（岩手医科大学）

O16-5 耳下腺ハイブリッド腫瘍の一例
川村 早紀（JA 愛知厚生連海南病院）

O16-6 巨大耳下腺多形腺腫由来癌の一例
千代延和貴（三重大学）

O16-7 顔面神経麻痺を来たした耳下腺良性腫瘍の一例
打田 武史（手稲渓仁会病院）

〈第 9会場〉

第 17 群 頸部 1 10:10~11:10
座長： 舘田 勝（仙台医療センター）

中島 逸男（獨協医科大学）

O17-1 胸鎖乳突筋を越えて頸部深葉へ進展した脂肪腫の一例
坪川亜優美（福井赤十字病院）

O17-2 頸部出血をきたした von Recklinghausen 病 2例
岩武 桜子（聖マリアンナ医科大学病院）

O17-3 耳後部に発生した動静脈瘻の 1例
行木一郎太（藤枝市立総合病院）
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O17-4 頸部回旋により外頸動脈損傷を来した皮膚筋炎合併異所性頸長筋石灰化例
纐纈 祐弥（名古屋市立大学病院）

O17-5 当科で経験した良性対称性脂肪腫症（Madelung 病）の 3症例
砂金 美紀（千葉大学）

O17-6 頸部に発症した腫瘍状石灰沈着症（tumoral calcinosis）の 1例
工藤 玲子（弘前大学）

〈第 9会場〉

第 18 群 頸部 2 11:20~12:20
座長： 細川 誠二（浜松医科大学）

野田 大介（山形大学）

O18-1 OK-432 が著効した成人男性リンパ管腫の一例
宮地 祥多（高松赤十字病院）

O18-2 当初診断がWarthin 腫瘍であったが、術中迅速検査にて悪性リンパ腫と診断された左顎下腺
腫瘍の一例
伊藤 聡志（藤田医科大学ばんたね病院）

O18-3 後頸部より発生した多発性脂腺嚢腫の 1症例
花田 誠（JCHO滋賀病院）

O18-4 術前診断に苦慮した前頸部嚢胞、異所性甲状腺の 1例
木村 直幹（ベルランド総合病院）

O18-5 神経鞘腫と鑑別を要した耳後部結節性筋膜炎の 1症例
大平 真也（東邦大学医療センター大森病院）

O18-6 両側の茎状突起過長症を外切開にて摘出した 1例
藤井 翔太（東京医科大学）

〈第 2会場〉

第 19 群 経口的切除 1 15:30~16:30
座長： 塩谷 彰浩（防衛医科大学校）

山下 拓（北里大学）

O19-1 下咽頭癌に対する経口的切除術（ELPS）の適応―垂直方向の適応限界についての考察―
杉本 太郎（がん・感染症センター都立駒込病院）

O19-2 喉頭蓋病変に対する経口的切除の対応
富岡 利文（国立がん研究センター東病院）



40

O19-3 中咽頭癌に対する経口的ロボット支援手術（TORS）の手術手技トレーニング体制整備と初
期経験
加藤 久幸（藤田医科大学）

O19-4 T1、T2 喉頭・中咽頭・下咽頭癌に対する経口腔的腫瘍切除術の二期的手術に関する検討
西村 剛志（横浜市立大学）

O19-5 咽喉頭癌に対する低侵襲手術の多施設共同研究：経口的切除術と術中 ICG蛍光法センチネル
リンパ節生検術
荒木 幸仁（防衛医科大学校）

O19-6 咽頭後リンパ節転移に対する経口的手術
大峡 慎一（順天堂大学医学部附属順天堂医院）

〈第 3会場〉

第 20 群 甲状腺 1 15:30~16:30
座長： 庄司 和彦（天理よろづ相談所病院）

岩井 大（関西医科大学）

O20-1 ECMO（体外式膜型人工心肺）スタンバイを要した気道狭窄を伴う巨大甲状腺腫瘍に対する
手術症例の検討
八木 建樹（市立釧路総合病院）

O20-2 気道狭窄を伴う甲状腺濾胞癌に対してVV-ECMO補助下に甲状腺全摘を施行した 1例
西山 友理（横浜市立市民病院）

O20-3 縦隔病変のある甲状腺乳頭癌手術症例の検討
鳥居 淳一（がん研有明病院）

O20-4 甲状腺癌気管浸潤症例の治療戦略～比較的小さな気管欠損への対応～
遠藤 一平（金沢大学）

O20-5 甲状腺乳頭癌の気道浸潤例に対する気管管状切除、一期的再建例
高橋 邦明（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター）

O20-6 頸動脈再建を行い切除した甲状腺悪性腫瘍 4症例
樽谷 貴之（広島大学）
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〈第 3会場〉

第 21 群 甲状腺 2 16:30~17:30
座長： 古川まどか（神奈川県立がんセンター）

下出 祐造（金沢医科大学）

O21-1 甲状腺癌における穿刺吸引細胞診と捺印細胞診に関する検討
細川 誠二（浜松医科大学）

O21-2 当院における甲状腺癌手術症例における術前細胞診の検討
山本 浩孝（天理よろづ相談所病院）

O21-3 甲状腺濾胞性腫瘍に対する術前マルチモダリティ診断についての検討
下出 祐造（金沢医科大学）

O21-4 甲状腺微小癌における治療選択の検討
杉山 智宣（埼玉県立がんセンター）

O21-5 低リスク甲状腺微小乳頭癌の経過観察後に手術に転じた症例についての検討
佐々木崇博（隈病院）

O21-6 甲状腺乳頭癌に対する外側区域リンパ節転移と遠隔転移の関連についての検討
中村 匡孝（四国がんセンター）

〈第 3会場〉

第 22 群 免疫チェックポイント阻害薬 1 17:40~18:30
座長： 益田 宗幸（九州がんセンター）

折田 頼尚（熊本大学）

O22-1 Nivolumab を投与した再発転移頭頸部扁平上皮癌症例におけるGPS、NLRなどの栄養指標と
長期予後に関する検討
築家 伸幸（広島大学）

O22-2 頭頸部癌に対するNivolumab 投与症例の効果予測因子の探索
福岡 修（東京大学）

O22-3 頭頸部扁平上皮癌患者に対するニボルマブの臨床効果発現に関与する因子の検討
松尾美央子（九州大学病院）

O22-4 リアルワールドデータ：本邦におけるニボルマブの有効性・安全性の多施設共同後方視的臨
床研究の 1年時解析
花井 信広（愛知県がんセンター）

O22-5 頭頸部癌に対する免疫チェックポイント阻害剤治療後の抗癌剤及び nivolumab re-challenge
が有効であった症例
青木登志将（横浜市立みなと赤十字病院）
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〈第 4会場〉

第 23 群 がん研究 15:30~16:20
座長： 近松 一朗（群馬大学）

金澤 丈治（国際医療福祉大学東京ボイスセンター）

O23-1 頭頸部癌の個別化医療を目指したエピゲノム解析
三澤 清（浜松医科大学）

O23-2 喉頭癌患者の腫瘍免疫環境と放射線感受性の関連性
小野 剛治（久留米大学）

O23-3 化学放射線治療後の局所再発と相関する頭頸部癌免疫的微小環境特性の解析
辻川 敬裕（京都府立医科大学/Dept of Cell, Developmental and Cancer Biology, Oregon

Health ＆ Science University/Dept of Otolaryngology-Head ＆ Neck Surgery,
Oregon Health ＆ Science University）

O23-4 甲状腺未分化癌における上皮間葉移行とmicroRNA200b の関係
玉川 俊次（和歌山県立医科大学）

O23-5 化学放射線療法を施行した咽喉頭癌症例における炎症性マーカーの有用性の検討
真田 朋昌（愛媛大学病院）

〈第 4会場〉

第 24 群 化学・放射線治療 1 16:30~17:30
座長： 別府 武（埼玉県立がんセンター）

塚原 清彰（東京医科大学）

O24-1 CDDP併用化学放射線治療後に再発した頭頸部癌症例の検討
内 龍太郎（九州大学）

O24-2 一次治療後の再発・転移患者におけるCDDP抵抗性・不適についての検討
鬼頭 良輔（信州大学）

O24-3 当科における上顎洞癌に対する超選択的動注化学放射線療法の検討
篠田裕一朗（大阪国際がんセンター）

O24-4 当科において放射線併用超選択的動注化学療法を行った進行上顎癌の検討
羽成 敬広（愛媛県立中央病院）

O24-5 切除不能再発・転移頭頸部癌に対するEXTREMEレジメンの予後因子の検討
安藤 喬明（東京大学）

O24-6 当科で行った paclitaxel/carboplatin/cetuximab 療法（PCE療法）の治療成績について
原 隆太郎（弘前大学）



43

〈第 4会場〉

第 25 群 悪性腫瘍統計 17:30~18:30
座長： 守本 倫子（国立成育医療研究センター）

青井 典明（島根大学）

O25-1 頭頸部がん専門医制度の指定研修/非指定研修施設における院内がん登録を用いた症例比較
力武 諒子（東京大学/国立がん研究センターがん対策センターがん臨床情報部）

O25-2 初診時原発不明頸部転移癌を疑った症例の検討
平田 智也（三重大学医学部附属病院）

O25-3 頭頸部原発肉腫症例の臨床的検討
向山 宣昭（名古屋大学医学部附属病院）

O25-4 当院における 10代頭頸部がん患者の検討
高岡 勇稀（国立がん研究センター東病院）

O25-5 当院における小児悪性腫瘍の治療経験
小林 謙也（国立がん研究センター中央病院）

O25-6 当科における高齢者（75歳以上）の頭頸部癌治療
西村 一成（日本赤十字社和歌山医療センター）

〈第 5会場〉

第 26 群 手術支援システム 2 15:30~16:30
座長： 村上 信五（名古屋市立東部医療センター）

將積日出夫（富山大学）

O26-1 唾液腺内視鏡を用いて治療した唾液腺管狭窄症の 1例
齋藤 陽元（熊本大学病院）

O26-2 4K 内視鏡補助下に経口腔的切除をした副咽頭間 腫瘍の 1例
福田裕次郎（川崎医科大学）

O26-3 佐藤式咽喉頭直達鏡を用いて摘出した食道異物の一例
元雄 良誠（金沢大学附属病院）

O26-4 若手教育に効果的な 3D外視鏡による頭頸部手術
福原 隆宏（鳥取大学）

O26-5 加速度センサ付き光源同軸ビデオ額帯鏡の使用経験
中西 亮人（富山大学）

O26-6 登山用ヘッドライトの耳鼻咽喉科手術での使用
大塚 邦憲（新百合ヶ丘総合病院）
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〈第 5会場〉

第 27 群 喉頭・気管 1 16:30~17:30
座長： 鹿野 真人（大原綜合病院）

柿木 章伸（神戸大学）

O27-1 カニューレ抜去困難症を生じた小児ネマリンミオパチーの一例
笠原 健（佐野厚生総合病院）

O27-2 外傷後喉頭狭窄に対し、喉頭截開術が有効であった 1例
高岡美渚季（国立国際医療研究センター）

O27-3 当院にて経験した気管腕頭動脈瘻の 3例
山崎 一樹（千葉大学）

O27-4 化学放射線療法後 7年目に発症し大胸筋皮弁で閉鎖を行った気管食道瘻の 1例
畑山絵理子（佐賀大学）

O27-5 交通外傷に伴う介達外力による甲状腺断裂の一例
中澤 良太（亀田総合病院）

O27-6 気管癌に対して広範囲切除を行い、肋軟骨および遊離皮弁による再建を行った 1例
松本 文彦（順天堂大学/国立がん研究センター中央病院）

〈第 5会場〉

第 28 群 喉頭・気管 2 17:40~18:30
座長： 平林 秀樹（獨協医科大学）

熊井 良彦（長崎大学）

O28-1 再発性多発軟骨炎の 1例と、軟骨生検方法についての検討
原 聡（順天堂医院）

O28-2 輪状軟骨・気管軟骨の破壊による気道狭窄で発症した頸部壊死性筋膜炎の 1例
伊賀 順平（堺市立総合医療センター）

O28-3 当科で経験した非腫瘍性頸部気管狭窄症例の検討
鈴木 真輔（秋田大学）

O28-4 気管切開後カニューレ狭窄の予測因子の検討
井口 聖名（平塚市民病院）

O28-5 喉頭截開術と披裂軟骨切除術により声門開大し得た声門後部癒着症の 1例
藤綱 舞（埼玉医科大学総合医療センター）
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〈第 6会場〉

第 29 群 免疫チェックポイント阻害薬 2 15:30~16:30
座長： 佐野 肇（北里大学）

櫻井 大樹（山梨大学）

O29-1 当科におけるニボルマブ使用症例の検討
野田 大介（山形大学）

O29-2 当科におけるニボルマブの使用経験
寺田 友紀（兵庫医科大学）

O29-3 徳島大学病院におけるニボルマブ投与症例の検討
阿部 晃治（徳島大学）

O29-4 当科における再発頭頸部癌に対するNivolumab の使用経験
越塚 慶一（千葉大学）

O29-5 ニボルマブ投与中止後のPTX+Cmab 療法が著効した 1例
谷口 紀子（大阪府済生会吹田病院）

O29-6 再発転移頭頸部扁平上皮癌に対するNivolumab 治療後の救済化学療法の検討
植木 雄志（新潟大学）

〈第 6会場〉

第 30 群 免疫チェックポイント阻害薬 3 16:30~17:40
座長： 林 達哉（旭川医科大学）

星川 広史（香川大学）

O30-1 ニボルマブが奏功したHPV陽性声門下癌遠隔転移再発の一例
中西 庸介（金沢大学）

O30-2 切除不能の再発転移顎下腺癌患者にニボルマブを用いた一例
小川 博史（岐阜市民病院）

O30-3 ニボルマブ投与後に発症した気管軟骨炎の一例
久場 潔実（埼玉医科大学国際医療センター）

O30-4 Nivolumab 投与中に生じたACTH単独欠損症の 1例
野田 洋平（岡山大学）

O30-5 nivolumab 投与中に生じた水疱性類天疱瘡例
中村 圭吾（滋賀医科大学）

O30-6 ニボルマブ投与中に脳膿瘍を発症した一例
池永 まり（長崎大学病院）



46

O30-7 ニボルマブ投与中に汎血球減少症を生じた下咽頭癌の 1例
尾股 丈（新潟県立がんセンター新潟病院）

〈第 6会場〉

第 31 群 頸部 3 17:40~18:30
座長： グンデゥズメーメット（和歌山県立医科大学）

角南貴司子（大阪市立大学）

O31-1 術後 15 年経過して後発頸部リンパ節転移を生じた舌腺様嚢胞癌例
小松原靖聡（姫路赤十字病院）

O31-2 術前に若年性血管線維腫が疑われた上咽頭粘表皮癌の一例
茂木 千聡（製鉄記念広畑病院）

O31-3 頭頸部二次癌 2症例
栢野 香里（京都中部総合医療センター）

O31-4 頭頸部扁平上皮癌治療後の肺転移症例の治療経過
宮丸 悟（熊本大学病院）

O31-5 失神発作を繰り返した頭頸部悪性腫瘍の検討
瓜生 英興（九州医療センター）

〈第 7会場〉

第 32 群 頸部膿瘍 1 15:30~16:30
座長： 小林 一女（昭和大学）

西野 宏（自治医科大学）

O32-1 当科で経験した頭頸部壊死性筋膜炎の臨床的検討
茂呂 順久（杏林大学医学部付属病院）

O32-2 深頸部膿瘍と入院期間についての検討
各務 雅基（北海道大学）

O32-3 救命できなかった頸部膿瘍、頸部・縦隔膿瘍例の検討
宇和 伸浩（兵庫医科大学）

O32-4 降下性壊死性縦隔炎 22症例の臨床的検討
川北 大介（名古屋市立大学）

O32-5 頸部への膿瘍進展をきたした扁桃周囲膿瘍症例の検討
奥田 弘（木沢記念病院/岐阜大学）
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O32-6 切開排膿手術を要した深頸部膿瘍 45例の検討
水野 敬介（神戸市立医療センター中央市民病院）

〈第 7会場〉

第 33 群 口腔手術 16:30~17:30
座長： 菊池 茂（埼玉医科大学総合医療センター）

玉木 久信（倉敷中央病院）

O33-1 当院で経験した軟口蓋を原発とする多形腺腫の 2症例
中澤 圭史（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

O33-2 Submental Island Flap で再建した高齢者口腔癌 2症例
松村 聡子（国立がん研究センター中央病院）

O33-3 頭頸部腫瘍摘出後再建にSubmental Island Flap を使用した 2症例
松井 秀仁（東邦大学医療センター大森病院）

O33-4 舌下腺癌に対し頸部島状皮弁を用いて舌下腺全摘術を行った 1例
小針 健大（福島県立医科大学会津医療センター）

O33-5 広頸筋皮弁による再建を行った頬粘膜癌の 1例
加藤 泰奈（杏林大学/国立国際医療研究センター）

O33-6 両側 V-Y 前進粘膜弁により一期的再建した早期下口唇癌の 2例
宮本 俊輔（北里大学）

〈第 7会場〉

第 34 群 頸部術式 17:30~18:30
座長： 鈴木 正志（大分大学）

山田武千代（秋田大学）

O34-1 舌骨上間 における膿瘍症例の切開法に関する検討
晝間 清（川崎市立多摩病院）

O34-2 当科における頸部リンパ節生検術の検討～安全な手術操作を遂行するために～
此枝 生恵（けいゆう病院）

O34-3 舌骨付き前頸筋弁で再建して喉頭温存した輪状軟骨原発軟骨肉腫の 1例
牛呂 幸司（滋賀県立総合病院）

O34-4 当院における内視鏡補助下頸部郭清術の経験
浅田 行紀（宮城県立がんセンター）
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O34-5 Level IIb 郭清時の神経損傷回避のための工夫
上村 裕和（奈良県立医科大学）

O34-6 シンプルな皮膚切開線で適切な頸部郭清術を行うための工夫
西村 在（奈良県立医科大学）

〈第 8会場〉

第 35 群 喉頭 2 15:30~16:30
座長： 金子 賢一（長崎大学病院医療教育開発センター/済生会長崎病院）

大石 直樹（慶應義塾大学）

O35-1 喉頭に発生した血管筋脂肪腫の 1例
中村 宏舞（福島赤十字病院）

O35-2 診断に苦渋した喉頭線維肉腫の 1例
福島 諒奈（豊橋市民病院）

O35-3 ELPS により施行した type5 cordectomy の 2例
鈴木 由紀（がん・感染症センター都立駒込病院）

O35-4 喉頭未分化高悪性度多型肉腫症例
林 一樹（小倉記念病院）

O35-5 診断までに時間を要した喉頭原発悪性リンパ腫の 1例
池嵜 祥司（武蔵ヶ丘病院/産業医科大学）

O35-6 Trousseau 症候群を合併した喉頭扁平上皮癌の一例
越知 康子（市立福知山市民病院）

〈第 8会場〉

第 36 群 鰓性嚢胞・瘻孔 16:40~17:20
座長： 毛利 光宏（毛利耳鼻咽喉科）

上條 篤（埼玉医科大学）

O36-1 甲状腺内鰓性嚢胞の 1例
金澤 成典（奈良県立医科大学）

O36-2 術中の工夫により完全摘出し得た第二鰓裂瘻孔の一例
南 隆二（栃木医療センター）

O36-3 顔面神経刺激装置を用いて顕微鏡下にて摘出した第一鰓裂瘻孔の 1例
望月 文博（聖マリアンナ医科大学）
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O36-4 第一鰓溝由来鰓性嚢胞の 1例
大槻 周也（兵庫県立尼崎総合医療センター）

〈第 8会場〉

第 37 群 下咽頭梨状窩瘻 17:30~18:20
座長： 青木 光広（岐阜大学）

成田 憲彦（福井大学）

O37-1 成人にて初回感染をきたした下咽頭梨状陥凹瘻例
森田 勲（日本赤十字社和歌山医療センター）

O37-2 下咽頭梨状窩瘻の 2例の超音波所見
松塚 崇（福島県立医科大学附属病院）

O37-3 内視鏡下電気凝固術を施行した下咽頭梨状陥凹瘻の 2例
藤田 豪紀（旭川赤十字病院）

O37-4 頸部膿瘍を反復した右下咽頭梨状窩瘻の 1例
三橋 友里（弘前大学）

O37-5 両側に生じた下咽頭梨状陥凹瘻症例
平井 友梨（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
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一般演題 第2日目 令和 2年 1月 31 日（金）

〈第 3会場〉

第 38 群 中咽頭 1 9:00~10:00
座長： 三輪 高喜（金沢医科大学）

家根 旦有（近畿大学奈良病院）

O38-1 当科における舌根癌手術治療例の検討
別府 武（埼玉県立がんセンター）

O38-2 頸部腫瘤の FNA検体に対するHPV-DNA検出の臨床的意義
佐々 暢亜（大阪大学）

O38-3 p16 陰性中咽頭扁平上皮癌の初回治療法選択の検討
安原 秀彰（東京大学）

O38-4 p16 陽性中咽頭癌と p16 陰性中咽頭癌の予後因子の比較
音在 信治（大阪国際がんセンター）

O38-5 当科で加療した中咽頭癌 151 例の治療成績―HPV陽性と陰性から―
寺田 哲也（大阪医科大学）

O38-6 過去 20 年間における中咽頭扁平上皮癌の臨床検討
吉田 尚生（大阪赤十字病院）

〈第 3会場〉

第 39 群 唾液腺 3 10:00~11:00
座長： 吉原 俊雄（東都文京病院）

河田 了（大阪医科大学）

O39-1 舌下腺癌に対する手術治療例の検討
向川 卓志（静岡県立静岡がんセンター）

O39-2 顎下腺癌 36 例の頸部転移に関する検討
玉川晃太朗（神戸大学）

O39-3 耳下腺癌 200 症例の検討―再発形式から治療方針を考察する―
河田 了（大阪医科大学）

O39-4 手術治療を行った耳下腺癌 72症例の臨床的検討
今泉 冴恵（名古屋市立大学病院）

O39-5 当科における耳下腺癌症例の検討
石永 一（三重大学）
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O39-6 当科における大唾液腺悪性腫瘍症例の検討
今井 良吉（KKR札幌医療センター）

〈第 3会場〉

第 40 群 手術支援システム 3 11:10~12:20
座長： 堀井 新（新潟大学）

片山 昭公（札幌徳洲会病院/旭川医科大学）

O40-1 甲状腺癌手術における赤外観察カメラシステム（pde-neo）を用いた副甲状腺同定について
高橋 剛史（新潟大学）

O40-2 赤外観察カメラシステム・PDEneo を用いた副甲状腺同定に対する試み
小幡 和史（札幌医科大学）

O40-3 副甲状腺手術における蛍光カメラの有用性
久保田瑛進（旭川医科大学）

O40-4 副甲状腺機能亢進症手術における赤外観察カメラシステム（pde-neo）の有用性について
竹内 美香（新潟大学）

O40-5 当科での内視鏡下甲状腺手術
能田 拓也（金沢医科大学）

O40-6 VANS-福井大学式耳後部アプローチ法
菅野 真史（福井大学）

O40-7 内視鏡下甲状腺手術の適応拡大：VANS法とMIVAT 法
横井 忠郎（聖路加国際病院消化器・一般外科）

〈第 4会場〉

第 41 群 口腔 2 9:00~10:00
座長： 大上 研二（東海大学）

吉本 世一（国立がん研究センター中央病院）

O41-1 口腔癌後発リンパ節転移の検討―新 T分類から―
野呂 恵起（大阪医科大学）

O41-2 舌扁平上皮癌旧 cT1/2N0 症例における cDOI と pDOI の相関についての検討
蝦原 康宏（埼玉医科大学国際医療センター）

O41-3 早期口腔癌におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術と予防的頸部郭清：多施設共同
無作為化比較試験
三浦 弘規（国際医療福祉大学三田病院）
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O41-4 高齢・非喫煙者の口腔がんの発がん遺伝子の解析
井上 準（埼玉医科大学国際医療センター）

O41-5 口腔癌の重複癌の重複部位とリスク因子
水本 結（東京大学医学部附属病院）

O41-6 口腔扁平上皮癌における交感神経密度と予後との関連
高橋 秀聡（横浜市立大学/The University of Texas MD Anderson Cancer Center）

〈第 4会場〉

第 42 群 頭頸部再建 1 10:00~11:00
座長： 中溝 宗永（東京女子医科大学）

三谷 浩樹（がん研有明病院）

O42-1 当科における頭頸部癌再建手術の待機期間について
西村 文吾（筑波大学）

O42-2 高齢頭頸部癌患者に対する再建手術の治療成績
岸本 曜（京都大学）

O42-3 既頸部郭清領域を移植床血管とした遊離皮弁再建例の検討
兵藤伊久夫（愛知県がんセンター形成外科）

O42-4 頭頸部癌 ERASプログラムによる過剰な炎症反応の抑制と水分バランスの改善、血行動態の
安定化
今井 隆之（宮城県立がんセンター）

O42-5 頭頸部癌遊離皮弁再建症例における骨格筋指数に基づくサルコペニア症例の検討
佐々木慶太（千葉県がんセンター）

O42-6 可動部舌亜全摘下顎区域合併切除における再建術式の検討
浅野 悠（東京西徳洲会病院形成外科）

〈第 4会場〉

第 43 群 頭頸部再建 2 11:10~12:20
座長： 志賀 清人（岩手医科大学）

竹内 万彦（三重大学）

O43-1 放射線治療後の頭頸部癌症例に対する遊離空腸パッチを用いた再建
平野 隆（大分大学）

O43-2 咽頭喉頭頸部食道全摘術・遊離空腸再建術後、晩期に発生した遊離空腸虚血の 1例
西 秀昭（佐世保市総合医療センター）
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O43-3 自家静脈パッチを用いて両側内頸静脈結紮を回避した 1例
長岡 真人（東京慈恵会医科大学附属柏病院）

O43-4 遊離空腸再建症例 52例における術後合併症とリスク因子の検討
大村 学（京都府立医科大学）

O43-5 下顎骨再建におけるプレート感染の検討
木村 隆浩（近畿大学奈良病院）

O43-6 第 3 肋間型大胸筋皮弁を用いて腫瘍摘出後の再建を行った 6症例の検討
佐藤 大（杏林大学）

O43-7 人工神経（神経再生誘導管）による副神経再建を施行した 2例
黒瀬 誠（札幌医科大学）

〈第 5会場〉

第 44 群 免疫チェックポイント阻害薬 4 9:00~10:10
座長： 武田 憲昭（徳島大学）

中島 寅彦（九州医療センター）

O44-1 好中球の変化がNivolumab の効果を反映する
大橋 敏充（岐阜大学）

O44-2 ニボルマブ投与と好酸球との関連についての検討
西川 大輔（愛知県がんセンター/愛知県がんセンター薬物療法科）

O44-3 ニボルマブの治療効果に frailty は影響するか？
藤 賢史（九州がんセンター）

O44-4 耳下腺唾液腺導管癌に対するNivolumab 投与後の後治療としてweekly Paclitaxel＋Cetuxi-
mab が奏功した一例
北山 一樹（関西ろうさい病院）

O44-5 当科における唾液腺癌に対するニボルマブの使用経験
藤澤 琢郎（関西医科大学）

O44-6 ニボルマブ投与症例におけるCetuximab 先行投与の有無と治療効果の関係
若崎 高裕（九州大学）

O44-7 Nivolumab failure 後の頭頸部扁平上皮癌の治療成績の検討
岡 弘毅（国立がん研究センター中央病院頭頸部内科）
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〈第 5会場〉

第 45 群 分子標的薬 10:10~11:10
座長： 山下 裕司（山口大学）

水町 貴諭（斗南病院）

O45-1 外科治療の介在によりレンバチニブを継続しえた甲状腺低分化癌の 1例
石丸 純子（NTT東日本関東病院）

O45-2 切除不能甲状腺乳頭癌に対しレンバチニブ投与後に救済手術を行った 2症例
土田 宏大（岩手医科大学/岩手県立中央病院）

O45-3 切除不能甲状腺癌に対するレンバチニブ投与：腫瘍局所外出血に関する検討
高橋 優人（新潟県立がんセンター新潟病院/新潟大学）

O45-4 レンバチニブ使用中の観血的処置に関する検討
戸田 宗治（神奈川県立がんセンター乳腺内分泌外科）

O45-5 レンバチニブが完全奏功したと考えられた下咽頭癌の一例
江口紘太郎（国立がん研究センター中央病院）

O45-6 Cetuximab 投与中に門脈血栓を来した中咽頭癌肺転移症例
古後龍之介（北九州市立医療センター）

〈第 5会場〉

第 46 群 甲状腺 3 11:20~12:20
座長： 西﨑 和則（岡山大学）

中平 光彦（埼玉医科大学国際医療センター）

O46-1 当科における分化型甲状腺癌の検討
石井 裕貴（山梨大学）

O46-2 甲状腺悪性リンパ腫に対する気道確保の検討
竹林 慎治（神戸市立医療センター中央市民病院）

O46-3 当科における甲状腺・副甲状腺後出血の検討と、術後管理の取組み
三宅 成智（鳥取大学）

O46-4 甲状腺癌に対する甲状腺全摘出術・頸部郭清術術後の喉頭所見の検討
友田 篤志（関西医科大学附属病院）

O46-5 反回神経合併切除に対して神経移行術を行った後に神経電気刺激で喉頭内筋の活動電位が確
認された一症例
村上 大造（熊本大学）

O46-6 甲状腺手術における術後声帯麻痺の検討
松下安理華（聖隷浜松病院）
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〈第 6会場〉

第 47 群 耳科手術 2 9:00~10:00
座長： 植田 広海（愛知医科大学）

曾根三千彦（名古屋大学）

O47-1 当科で手術を施行した原発性中耳コレステリン肉芽腫症例
近藤 俊輔（琉球大学）

O47-2 副腎機能低下を伴った先天性外耳道閉鎖症の一例
小川 洋（福島県立医科大学会津医療センター）

O47-3 外傷歴がないにもかかわらずアブミ骨脱臼をきたしていた 1例
若林 潤二（神戸大学）

O47-4 サンドイッチ法を用いた内視鏡下耳科手術の問題点と工夫
中村 謙一（自治医科大学）

O47-5 外耳道血管腫に対しそれぞれ異なる術式で摘出した 2症例
眞崎 達也（山口大学）

O47-6 グロムス腫瘍を疑った中耳カルチノイド腫瘍例
岡上 雄介（天理よろづ相談所病院）

〈第 6会場〉

第 48 群 側頭骨・頭蓋底 10:00~11:00
座長： 鈴木 秀明（産業医科大学）

松原 篤（弘前大学）

O48-1 成人特発性耳性髄液漏の 2例
森田 由香（新潟大学）

O48-2 耳下腺に進展した側頭骨原発の骨肉腫の 1例
山川 泰幸（高知大学）

O48-3 再発性顔面神経麻痺を呈した側頭骨内顔面神経鞘腫の一例
近松 春奈（長崎大学）

O48-4 小児側頭骨線維性骨異形成の 1例
橋本 大（製鉄記念広畑病院）

O48-5 内視鏡下上咽頭切除にて判明した頭蓋底骨髄炎の一例
上野 貴雄（金沢大学）

O48-6 頭蓋底骨髄炎の 1例
硲田 猛真（りんくう総合医療センター）
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〈第 6会場〉

第 49 群 経口的切除 2 11:10~12:10
座長： 大島 猛史（日本大学）

荒木 康智（慶應義塾大学）

O49-1 当科における下咽頭腫瘍に対するELPS症例の検討
松岡 伴和（山梨大学）

O49-2 下咽頭癌化学放射線療法後の救済手術で弯曲型喉頭鏡を用いたELPSを行い喉頭損傷を起こ
した 1例
猪狩 雄一（川崎市立井田病院）

O49-3 Nivolumab 投与後mixed response となった再発転移下咽頭癌に対してELPSを施行した 1
例
佐藤 宏樹（東京医科大学）

O49-4 当科における TOVS導入の初期経験
寺田 聡広（名古屋第一赤十字病院）

O49-5 当科における Transoral Videolaryngoscopic Surgery の検討
井田 翔太（群馬大学）

O49-6 Transoral Videolaryngoscopic Surgery（TOVS）により良好な視野を得られた舌根部嚢胞の
2例
竹下 直宏（太田総合病院）

〈第 7会場〉

第 50 群 化学・放射線治療 2 9:00~10:00
座長： 甲能 直幸（佼成病院）

室野 重之（福島県立医科大学）

O50-1 当科における放射線治療の治療待機期間の検討
松本 浩平（長崎大学病院）

O50-2 上咽頭癌に対する IMRT後の高次脳機能障害および脳萎縮の評価
大熊 雄介（船橋市立医療センター）

O50-3 上顎洞癌に対する浅側頭動脈動注化学療法併用放射線治療の検討
増淵 達夫（国際医療福祉大学三田病院）

O50-4 当科における上顎洞癌治療の検討：RADPLAT 後の病理組織学的評価
牧野 琢丸（岡山大学）

O50-5 当院における放射線関連喉頭壊死症例の検討
斎藤 真（慶應義塾大学）
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O50-6 高齢者および腎機能低下症例に対するネダプラチン併用化学放射線療法の有効性と安全性に
関する後方視的検討
浅井 俊一（千葉県がんセンター）

〈第 7会場〉

第 51 群 化学・放射線治療 3 10:00~11:00
座長： 中谷 宏章（福山医療センター）

原 浩貴（川崎医科大学）

O51-1 局所進行上咽頭癌に対する導入化学療法としての TPF療法の短期成績に関する検討
高見澤重賢（国立がん研究センター中央病院頭頸部内科）

O51-2 切除不能頭頸部癌に対する導入化学療法の効果の検討
横田知衣子（大阪市立大学）

O51-3 頭頸部癌化学放射線療法患者の急性期嚥下障害～クリティカルパスを用いた評価と管理～
小山 哲史（鳥取大学）

O51-4 頭頸部癌患者の治療前後における嚥下反射惹起遅延の検討
大越 明（東北大学）

O51-5 当科における舌癌・中咽頭癌手術後の嚥下機能に関する検討
秋岡 宏志（奈良県立医科大学）

O51-6 データベース研究からみた喉頭癌に対する放射線治療の現状
藤原 崇志（倉敷中央病院）

〈第 7会場〉

第 52 群 喉頭 3 11:10~12:10
座長： 梅野 博仁（久留米大学）

齋藤康一郎（杏林大学）

O52-1 喉頭癌 T1、T2 照射例における異時性頭頸部重複癌の臨床検討
白倉 聡（埼玉県立がんセンター）

O52-2 高齢者の早期喉頭癌症例における治療選択の検討
木谷 卓史（愛媛大学）

O52-3 喉頭癌の多重癌と死因についての検討
草野 純子（大阪赤十字病院）

O52-4 当科における喉頭癌 T3N0M0 症例の治療成績
塚原 奈々（筑波大学）
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O52-5 当科での喉頭癌 T3治療
水田 匡信（倉敷中央病院）

O52-6 高齢者に対する喉頭垂直部分切除術の長期経過
岡野 渉（国立がん研究センター東病院）

〈第 8会場〉

第 53 群 口腔 3 9:00~10:00
座長： 野中 学（東京女子医科大学）

吉田 尚弘（自治医科大学さいたま医療センター）

O53-1 難治性再発性口腔咽頭潰瘍に対しコルヒチン投与が著効した一例
宮田 卓（船橋市立医療センター）

O53-2 悪性腫瘍との鑑別を要した薬剤性歯肉増殖症の一例
西 龍郎（福岡大学）

O53-3 超選択的動脈塞栓療法の後に経口的に摘出した巨大舌血管腫の 1例
末方 由（関西ろうさい病院）

O53-4 気道狭窄を生じた巨大舌海綿状血管腫
小林 大介（伊勢赤十字病院）

O53-5 舌背部に発生した巨大神経鞘腫の 1例
神川 文彰（聖マリアンナ医科大学）

O53-6 長径 9cmの口腔内多形腺腫の 1症例
舘田 勝（仙台医療センター）

〈第 8会場〉

第 54 群 中咽頭 2 10:00~11:10
座長： 中丸 裕爾（北海道大学）

瓜生 英興（九州医療センター）

O54-1 Mohs 軟膏療法による止血が奏功したHPV関連中咽頭癌の一例
佐原 利人（竹田綜合病院）

O54-2 HPV関連扁桃癌とHPV関連舌根部癌の異時的発生を認めた 2例
藤巻 充寿（順天堂大学）

O54-3 9 年間無治療で生存していたN+中咽頭癌の 1例
星 裕太（群馬県立がんセンター）
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O54-4 経口的切除により長期生存し得た腎細胞癌による舌根への単独転移の 1例
御子柴卓弥（慶應義塾大学）

O54-5 TOVSで摘出した口蓋扁桃原発濾胞樹状細胞肉腫の一例
渡邉 嶺（東海大学）

O54-6 中咽頭血管肉腫の一例
石原 宏政（岐阜大学医学部附属病院）

O54-7 中咽頭原発小細胞癌の 1例
三浦 直一（広島市立広島市民病院）

〈第 8会場〉

第 55 群 鼻副鼻腔 2 11:10~12:10
座長： 加瀬 康弘（埼玉医科大学）

山本 裕（東京慈恵会医科大学）

O55-1 骨蝋感染が疑われた異物による前頭洞炎の 2例
沖中 洋介（山口大学）

O55-2 嗅裂に限局し、術後検査で嗅裂より放線菌を認めた一例
斉藤 優仁（東邦大学医療センター大橋病院）

O55-3 篩骨洞放線菌症の 1例
三ッ井瑞季（星総合病院）

O55-4 内視鏡下経鼻腔アプローチを施行した眼窩内病変の 3例
上野 真史（けいゆう病院）

O55-5 好酸球性副鼻腔炎に合併した頭蓋底に付着する篩骨洞骨腫の 1症例
中村 充人（東邦大学医療センター大森病院）

O55-6 副鼻腔手術晩期合併症として生じた眼窩内膿瘍の 1症例
畑中 章生（上尾中央総合病院）

〈第 9会場〉

第 56 群 下咽頭 9:00~10:10
座長： 増山 敬祐（諏訪中央病院）

加納 里志（北海道大学）

O56-1 下咽頭癌治療後経過観察中に骨転移を伴う前立腺癌を発症した 1例
森 義明（横須賀共済病院）
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O56-2 胃管・遊離空腸による再建を行った下咽頭食道重複癌の 1例
新井 智之（成田赤十字病院）

O56-3 経口的に摘出した下咽頭脂肪腫の 2例
石田航太郎（聖隷横浜病院）

O56-4 睡眠時無呼吸を呈した下咽頭原発脂肪肉腫症例
江草憲太郎（広島市立広島市民病院）

O56-5 内視鏡下咽喉頭手術を施行した下咽頭類基底細胞扁平上皮癌の 2例
大野 十央（東京医科歯科大学）

O56-6 放射線誘発癌と思われる咽頭癌に対してDP皮弁による再建が有用であった 1例
小森 岳（公立松任石川中央病院）

O56-7 ニボルマブを投与した再発転移下咽頭癌のMixed Response 症例に対して頸部郭清を行った
一例
伊藤 達哉（東京医科大学）

〈第 9会場〉

第 57 群 非上皮性腫瘍 10:10~11:10
座長： 渡邊 健一（東北ろうさい病院）

鈴木 基之（大阪大学）

O57-1 悪性末梢神経鞘腫の 1例
森田 慎也（岡山大学）

O57-2 頸部デスモイド型線維腫症に対して手術療法を行った一例
檜原 浩介（東京医科大学病院茨城医療センター）

O57-3 頸部デスモイド腫瘍の 2症例
伊藤 史恵（帯広厚生病院）

O57-4 側臥位手術を行った頸部脂肪肉腫の一例
丸山 大輔（国立国際医療研究センター国府台病院）

O57-5 皮膚悪性黒色腫頭頸部転移に対する治療経験
岩城 翔（名古屋市立大学）

O57-6 頸部から縦隔まで進展した高分化型脂肪肉腫の 1例
三上 慎司（ベルランド総合病院）
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〈第 9会場〉

第 58 群 甲状腺 4 11:10~12:10
座長： 二藤 隆春（埼玉医科大学総合医療センター）

西村 剛志（横浜市立大学）

O58-1 精神症状が著明に回復したバセドウ病手術症例
山根有希子（大阪市立総合医療センター）

O58-2 甲状舌管に発生した異所性甲状腺乳頭癌の一例
森 彩加（長崎医療センター）

O58-3 当院で経験した甲状腺濾胞癌と乳頭癌を合併した 2症例
久冨木 冠（宮崎大学）

O58-4 右側大動脈弓を伴う甲状腺癌の 1例
坂本 耕二（済生会宇都宮病院）

O58-5 Sistrunk 法を行った甲状舌管癌の 1例
山 香保（北里大学）

O58-6 甲状腺乳頭癌に併発した甲状舌管癌の 1例
浅野 敬史（山形県立中央病院）

〈第 2会場〉

第 59 群 喉頭・下咽頭癌 13:30~14:30
座長： 小川 徹也（愛知医科大学）

吉川 衛（東邦大学医療センター大橋病院）

O59-1 当科における局所進行下咽頭扁平上皮癌に対する治療の比較検討
北野 正之（大阪赤十字病院）

O59-2 下咽頭癌根治治療後の長期経過観察―Active follow-up を用いて―
松居 秀敏（兵庫県立がんセンター）

O59-3 Chemoselection を行った下咽頭癌 T3、T4 症例の検討
末吉慎太郎（久留米大学）

O59-4 放射線治療後の再発喉頭癌に対する salvage total laryngectomy 多施設共同研究による術後
合併症の検討
岡本 伊作（東京医科大学）

O59-5 根治手術として喉頭摘出を要した局所進行喉頭・下咽頭扁平上皮癌症例の予後予測における
CARの有用性
波多野 孝（横浜市立大学）
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O59-6 下咽頭癌気管傍リンパ節転移に対する術前CT診断の正確性
有泉 陽介（東京医科歯科大学）

〈第 2会場〉

第 60 群 唾液腺 4 14:30~15:30
座長： 脇坂 尚宏（金沢大学）

田口 享秀（横浜市立みなと赤十字病院）

O60-1 耳下腺ワルチン腫瘍患者の喫煙状況
横島 一彦（日本医科大学）

O60-2 耳下腺多形腺腫の細胞播種リスク
中谷 宏章（福山医療センター）

O60-3 耳下腺筋上皮腫の臨床・病理所見
稲井 俊太（日本医科大学付属病院）

O60-4 耳下腺腫瘍の部位別病理組織型の内訳
加藤 大星（日本医科大学付属病院）

O60-5 唾液腺腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の検討
森山 宗仁（大分大学）

O60-6 耳下腺低/中悪性癌の診断について
大村 修士（洛和会音羽病院）

〈第 3会場〉

第 61 群 頭蓋底 13:30~14:30
座長： 池田 勝久（順天堂大学）

須納瀬 弘（東京女子医科大学東医療センター）

O61-1 頭蓋底手術を施行した修復性巨細胞肉芽腫の 1例
高橋 亮介（東京医科歯科大学）

O61-2 経眼窩アプローチを併用し、内視鏡下に一塊切除した嗅神経芽細胞腫例
牧原靖一郎（香川労災病院）

O61-3 開頭・経鼻併用アプローチ（combined approach）による頭蓋底腫瘍切除手術について
小澤 宏之（慶應義塾大学）

O61-4 嗅窩部異形髄膜腫術後放射線治療MRSA感染症例の髄液漏に対する対応
山田武千代（秋田大学）
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O61-5 鼻副鼻腔扁平上皮癌に対する眼球摘出を伴う広範囲頭蓋底手術における周術期合併症の検討
田崎 彰久（東京医科歯科大学）

O61-6 嗅神経由来と考えられた前頭蓋底神経鞘腫の切除症例
天津 久郎（多根総合病院）

〈第 3会場〉

第 62 群 経口的切除 3 14:30~15:30
座長： 小川 恭生（東京医科大学八王子医療センター）

冨藤 雅之（防衛医科大学校）

O62-1 咽喉頭領域の 5mm以下の微小表在性病変の検討
上田 勉（広島大学）

O62-2 経口的手術の術野確保～開口困難で鏡視下手術を断念した症例から考える～
森 照茂（香川大学）

O62-3 咽喉頭がん経口的切除床に対するポリグリコール酸シートとフィブリン糊による被覆法の工
夫
渡邉 佳紀（大阪赤十字病院）

O62-4 当科における咽喉頭がんに対する経口手術の検討
飯沼 智久（千葉大学）

O62-5 下咽頭癌に対する内視鏡下経口的切除後の喉頭浮腫の検討
本多 啓吾（日本赤十字社和歌山医療センター）

O62-6 当院における頭頸部表在癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績の検討
山本 祐輝（大阪市立大学）

〈第 4会場〉

第 63 群 甲状腺・副甲状腺 1 13:30~14:30
座長： 肥後隆三郎（順天堂大学医学部附属浦安病院）

福原 隆宏（鳥取大学）

O63-1 当科での縦隔内甲状腺腫症例における進展範囲と術式の検討
木村 有佐（京都市立病院）

O63-2 内視鏡補助下甲状腺手術（VANS法）が有用であった骨髄性プロトポルフィリン症の一例
石坂 智（金沢医科大学）

O63-3 当院で加療した家族性甲状腺髄様癌 3家系
川崎 泰士（静岡赤十字病院）
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O63-4 髄様癌と乳頭癌の混合リンパ節転移を伴った混合性髄様濾胞細胞癌の経験
大澤 陽子（福井赤十字病院）

O63-5 副甲状腺機能亢進症 40例の検討
菅原 康介（富士宮市立病院）

O63-6 甲状腺癌術後に上大静脈症候群を生じた 1例
橋本 陽介（東京医療センター）

〈第 4会場〉

第 64 群 甲状腺 5 14:30~15:30
座長： 鈴木 賢二（ヨナハ総合病院）

雲井 一夫（神戸市立西神戸医療センター）

O64-1 外科的治療を行った機能性甲状腺腫の 3症例
千田 邦明（山形大学附属病院）

O64-2 Pendred 症候群による巨大甲状腺腫のため気道狭窄・心肺停止を来した一例
翁長龍太郎（自治医科大学附属病院）

O64-3 頸部リンパ節転移を契機に見つかった甲状腺微小癌の一例
内山美智子（日本赤十字社医療センター）

O64-4 自覚症状が軽微であった甲状腺乳頭癌嚢胞性リンパ節転移の 2例
丁 剛（近江八幡市立総合医療センター）

O64-5 発声・嚥下機能温存手術が可能であった局所進行甲状腺癌の 1例
田中 瑛久（奈良県立医科大学附属病院）

O64-6 残存甲状腺床に再発したクリブリフォルム・モルーラ型乳頭癌（CMV-PTC）の一例
榎本 圭佑（和歌山県立医科大学）

〈第 5会場〉

第 65 群 頸部 4 13:30~14:30
座長： 長谷川賢作（日本医科大学千葉北総病院）

三浦 弘規（国際医療福祉大学三田病院）

O65-1 当科で施行した頸部リンパ節生検術の検討
仲江川雄太（福島県立医科大学）

O65-2 当科における悪性黒色腫の治療成績
嶋田 琢磨（大阪急性期総合医療センター）
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O65-3 頭頸部神経鞘腫の手術症例の検討
佐分利純代（京都府立医科大学附属病院）

O65-4 術後に著明な嚥下機能低下をきたした頸部舌咽神経鞘腫の小児例
佐久間信行（東京慈恵会医科大学附属病院）

O65-5 当科における頭頸部原発の悪性末梢神経鞘腫症例の検討
山村 晃司（がん研究会有明病院）

O65-6 当科を受診した頸動脈小体腫瘍例の検討
金城 秀俊（琉球大学）

〈第 5会場〉

第 66 群 顎顔面 14:30~15:30
座長： 大崎 政海（上尾中央総合病院）

加藤 久幸（藤田医科大学）

O66-1 当科における眼窩底骨折の臨床的検討
工藤 直美（弘前大学）

O66-2 涙のう原発腺癌の 1例
岡崎 雅（山形大学）

O66-3 右側頭筋内に転移した子宮頸がんの一例
小澤泰次郎（豊橋市民病院）

O66-4 鼻内視鏡下経上顎洞手術をおこなった側頭下窩再発神経鞘腫の 1例
藤井 博則（山口大学）

O66-5 顎関節に転移した乳癌の 1例
福角 隆仁（大阪大学）

O66-6 側頭窩下に発生し中頭蓋窩切除により摘出した extra-abdominal desmoid tumor の 1 例
池田 篤生（国立がん研究センター中央病院）

〈第 6会場〉

第 67 群 感染症 13:30~14:30
座長： 松根 彰志（日本医科大学武蔵小杉病院）

春日井 滋（聖マリアンナ医科大学）

O67-1 頭頸部領域結核症例の検討
上前泊 功（茨城県立中央病院）
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O67-2 肺結核を合併した浸潤型副鼻腔真菌症の 1例
高野さくらこ（大阪市立大学）

O67-3 頬部悪性黒色腫、甲状腺乳頭癌に合併した頸部リンパ節結核例
新井 宏幸（滋賀医科大学）

O67-4 当科での頭頸部癌術後瘻孔に対する陰圧閉鎖療法の使用経験
坂口 功一（長崎大学）

O67-5 喉頭全摘術直後に発症した結核性胸膜炎の一例
朝守 智明（埼玉県立がんセンター）

O67-6 頸部郭清術後の劇症型溶血性レンサ球菌感染症の 1例
藤井慶太郎（宮城県立がんセンター）

〈第 6会場〉

第 68 群 頸部膿瘍 2 14:30~15:30
座長： 小林 泰輔（高知大学）

畠山 博充（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

O68-1 顔面壊死性軟部組織感染症の一例
山崎 宗治（東北医科薬科大学）

O68-2 降下性壊死性縦隔炎をきたした頸部壊死性筋膜炎の 1例
篠村 夏織（大分大学）

O68-3 頸部の排膿のみで軽快したBezold 膿瘍の経験
青木 由宇（金沢大学附属病院）

O68-4 診断に苦慮した扁桃周囲膿瘍からの Lemierre’s syndrome、及び敗血症性肺塞栓症を合併した
1例
村上 瑛（熊本大学病院）

O68-5 歯科治療のインプラント体が医原性異物となった頸部膿瘍の一例
安井 俊道（大手前病院）

O68-6 外切開と口腔内穿刺による排膿を行った咀嚼筋間 膿瘍の一例
芦田 直毅（市立吹田市民病院）
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〈第 7会場〉

第 69 群 鼻副鼻腔 3 13:30~14:30
座長： 山本 智矢（九州厚生局指導監査課）

小川 洋（福島県立医科大学会津医療センター）

O69-1 アレルギー性鼻炎として加療されていたmyeloid sarcoma の 1例
奥羽 譲（国立成育医療研究センター）

O69-2 涙嚢原発未分化癌の 1例
隈部 洋平（兵庫県立尼崎総合医療センター）

O69-3 上顎洞に発生した基底細胞腺癌の 1例
小島 雅貴（順天堂大学医学部附属浦安病院）

O69-4 鼻副鼻腔に発生した奇形癌肉腫の 1例
續木 彩加（愛媛大学）

O69-5 蝶形洞進展した浸潤性下垂体腺腫の 1例
岸下 定弘（NTT東日本関東病院）

O69-6 頭頸部原発 solitary fibrous tumor の 2 例
日江井裕介（藤田医科大学）

〈第 7会場〉

第 70 群 鼻副鼻腔 4 14:30~15:30
座長： 秋定 健（川崎医科大学）

山中 敏彰（奈良県立医科大学）

O70-1 早期診断し得た鼻中隔膿瘍の一例
中野 光花（河北総合病院）

O70-2 局麻内視鏡手術で摘出した鼻中隔神経鞘腫の 1例
二井 一則（山形県立中央病院）

O70-3 鼻内内視鏡下に摘出した上顎骨線維性骨異形成症の 1例
寺西 裕一（大阪市立大学）

O70-4 上顎洞コレステリン肉芽腫の 1例
鈴木 亮（大原記念財団大原綜合病院）

O70-5 EMMMおよび抜歯・掻爬で治療を行った歯原性上顎粘液腫の 1例
富永 健裕（立川病院）

O70-6 内視鏡下鼻内手術にて治療した巨大顎骨嚢胞の 2例
内田 美帆（群馬大学医学部附属病院）
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〈第 8会場〉

第 71 群 異物・まれな症例 13:30~14:30
座長： 大脇 成広（滋賀医科大学）

松﨑 洋海（日本大学）

O71-1 緊急手術を要した異物症例の検討
都築 秀典（岡崎市民病院）

O71-2 鼻腔内に 3週間放置されたボタン型電池の 1例
宝上 竜也（りんくう総合医療センター）

O71-3 意外な部位に存在していた口腔咽頭魚骨異物の 2症例
土地 宏朋（富山県立中央病院）

O71-4 舌骨・甲状軟骨の嚥下運動により症候性脳 塞を反復した 1例
大澤 悠（山形県立中央病院）

O71-5 多発脳神経麻痺を呈した多発血管炎性肉芽腫症疑いの 1例
利國桂太郎（立川病院）

O71-6 繰り返す脳 塞で発症した茎状突起過長症の 1例
西川 大祐（奈良県立医科大学）

〈第 9会場〉

第 72 群 甲状腺・副甲状腺 2 13:30~14:30
座長： 渡邉 哲生（大分大学）

藤原 和典（鳥取大学）

O72-1 同時性甲状腺転移を認めた腎細胞癌甲状腺転移の 1例
小林 英士（富山県立中央病院/高岡市民病院/金沢大学）

O72-2 術前に悪性を疑われた副甲状腺腫瘍 2例
伊木 健浩（奈良県総合医療センター）

O72-3 副甲状腺が出血源であった深頸部血腫の 2例
井上由佳理（獨協医科大学埼玉医療センター）

O72-4 副甲状腺多発腺腫に併発した副甲状腺癌症例
武信真佐夫（草津総合病院）

O72-5 Hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome の一例
渡部 涼子（虎の門病院）

O72-6 甲状腺機能低下症を来した肺腺癌甲状腺転移例
吉澤 亮（倉敷中央病院）


