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第回日本小児耳鼻咽喉科学会

総会・学術講演会 演題プログラム

第日目 平成年月日（金）

（第日目第会場）

開会の辞  会長宇佐美 真一（信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室）

教育セミナー 

「小児の睡眠時無呼吸症候群の取り扱い―術前 PSG・術後モニタリングの是非―」

司会小林 一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科）

演者鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科）

教育セミナー 

「小児慢性副鼻腔炎手術の適応とポイント」

司会飯野 ゆき子（自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科）

演者中川 隆之（京都大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

教育セミナー 

「小児側頭骨 CT の読み方」

司会小川 郁（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）

演者内藤 泰（神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科）

教育セミナー 

「小児の前庭機能の障害と発達

―先天性難聴児の前庭半規管障害の運動発達に及ぼす影響について―」

司会市村 恵一（医療法人社団友志会石橋総合病院統括

理事）

演者加我 君孝（国際医療福祉大学言語聴覚センター，

東京医療センター臨床研究センター）
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ミニレクチャー  共催ヤンセンファーマ株式会社

「外来で役立つ発達が気になる子どもへの対応」

司会荒川 浩一（群馬大学大学院医学研究科小児医学）

演者作田 亮一（獨協医科大学越谷病院子どものこころ

診療センター）

ミニレクチャー  共催株式会社アダチ

「小児 OSA に対する coblation adenoidectomy」

司会峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科）

演者原 浩貴（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野）

ランチョンセミナー  共催株式会社日本コクレア

「人工内耳と言語発達」

司会武田 憲昭（徳島大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

演者福島 邦博（医療法人啓佑会新倉敷耳鼻咽喉科クリニック）

シンポジウム 

「先天性サイトメガロウイルス感染症をめぐる各科の取り組み」

司会坂田 英明（目白大学耳科学研究所クリニック）

岩崎 聡（国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科）

イントロダクション

渡邊 智美（先天性トキソプラズマサイトメガロ

ウイルス感染症患者会「トーチの会」代表）

演者錫谷 達夫（福島県立医科大学微生物学講座）

茂木 英明（信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

稲葉 雄二（信州大学医学部小児医学教室）

大石 勉（埼玉県立小児医療センター感染免疫科，

目白大学耳科学研究所クリニック）
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一般演題口演

第群 聴覚 

座長井口 郁雄（広島市立広島市民病院耳鼻咽喉科）

杉内 智子（医療法人社団杉内医院）

47 佐渡市における新生児聴覚スクリーニングの現状

○馬場 洋徳1,2)，泉 修司2)，本間 悠介2)，窪田 和2)，高橋 姿2)

1) 佐渡総合病院 耳鼻咽喉科

2) 新潟大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

48 難聴の早期発見における10ヶ月検診の有用性について

○坂田 英明，力武 正浩，冨澤 晃文

目白大学保健医療学部 言語聴覚学科

49 1 歳 6 か月児健診における言語聴覚士の言語発達に関わる評価

○高原 由衣1,2)，竹山 孝明1,2)，佐藤 公美1,2)，伊藤 美幸2)，長嶋 比奈美3)，

島田 亜紀1)，宇高 二良1,2)，武田 憲昭1)

1) 徳島大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 宇高耳鼻咽喉科医院

3) 九州保健福祉大学

50 3 歳児健診における言語聴覚士の評価

○竹山 孝明1,2)，高原 由衣1,2)，佐藤 公美1,2)，坂本 幸1,2)，長嶋 比奈美3)，

千田 いづみ1)，宇高 二良1,2)，武田 憲昭1)

1) 徳島大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 宇高耳鼻咽喉科医院

3) 九州保健福祉大学

51 静岡県における「統一方法による就学時言語検診」の試み

○植田 宏1,4)，鳥居 智子2,4)，足立 昌彦3,4)

1) 植田耳鼻咽喉科医院

2) とりい耳鼻咽喉科医院

3) 足立耳鼻科クリニック

4) 静岡県地方部会 学校保健委員会

52 当施設における人工内耳小児の学校進路状況～通常学校進学率と進学のための良好な因子を

探る～

○神田 幸彦1,2)，吉田 晴郎2)，原 稔2)，木原 千春2)，高橋 晴雄2)

1) 萌悠会 耳鼻咽喉科 神田 E・N・T 医院

2) 長崎大学大学院医歯薬総合研究科 展開医療科学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科

学分野
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53 広島市聴覚発達検討会議の10年間の活動報告

○井口 郁雄1)，江草 憲太郎1)，佐藤 朋子2)，西村 裕3)，河野 達也1)，

立川 亜理沙4)，西田 春美5)，丸本 洋子5)

1) 広島市立広島市民病院 耳鼻咽喉科

2) 広島こども療育センター 「山彦園」

3) 広島市立広島市民病院 総合周産期母子保健センター

4) 広島市西区厚生部 健康長寿課

5) 広島市こども未来局 こども・家庭支援課

第群 聴覚 

座長長井 今日子（たかさき耳鼻咽喉科）

益田 慎（県立広島病院小児感覚器科）

54 小脳腫瘍の陽子線治療後に後迷路性難聴と診断された一例

○坪田 雅仁，将積 日出夫

富山大学医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科学

55 後天性失語を呈し Landau-KleŠner 症候群と判明した幼児例

○有本 友季子1)，仲野 敦子1)，金子 由佳2)，松島 可奈1)，小俣 卓3)，

牟田 香織3)，飯田 由紀子3)，児玉 一男3)，渡辺 淑3)，猪野 真純4)，

工藤 典代5)

1) 千葉県こども病院 耳鼻咽喉科

2) 成田赤十字病院 耳鼻咽喉科

3) 千葉県こども病院 神経科

4) 千葉県こども病院 リハビリテーション科

5) 千葉県立保健医療大学 健康科学部

56 ダウン症児における内耳形態評価と聴力評価

○任 智美1)，奥中 美恵子2)，北條 和歌3)，西口 道子1)，阪上 雅史1)

1) 兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 明和病院 耳鼻咽喉科

3) 尼崎中央病院 耳鼻咽喉科

57 当院におけるダウン症児の就学後の療育について

○木村 奈々子1)，長井 今日子1)，鈴木 哲1)，中島 恭子2)，村田 考啓2)

1) たかさき耳鼻咽喉科

2) 群馬大学医学部 耳鼻咽喉科

58 聴覚障害を疑われた染色体異常児における聴力像・臨床経過について ―30症例の検討―

○有本 一華，樫尾 明憲，坂田 阿希，尾形 エリカ，赤松 裕介，松本 有，

狩野 章太郎，岩崎 真一，山岨 達也

東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

59 繰り返す外耳道異物から自閉スペクトラム症が判明した一例

○臼井 智子，増田 佐和子

独立行政法人 国立病院機構 三重病院
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第群 ウイルス感染症 

座長春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

余田 敬子（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）

60 遅発性難聴を認めた先天性風疹症候群の 1 例

○仲野 敦子1)，有本 友季子1)，金子 由佳1)，星野 直2)，長澤 耕男3)，

工藤 典代4)

1) 千葉県こども病院 耳鼻咽喉科

2) 千葉県こども病院 感染症科

3) 千葉大学大学院医学研究院 小児病態学

4) 千葉県立保健医療大学 健康科学部

61 遅発性感音難聴をきたした先天性サイトメガロウィルス感染症の 1 例

○常見 弘泰1)，深美 悟1)，中村 真美子1)，春名 眞一1)，平林 秀樹1)，

田中 康広2)

1) 獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2) 獨協医科大学越谷病院 耳鼻咽喉科

62 先天性サイトメガロウイルス感染児の聴力・神経学的予後に関する前方視的臨床研究

○本林 光雄1)，稲葉 雄二1)，山内 翔子1)，川崎 洋一郎1)，柴 直子1)，

井坂 友一2)，矢野 卓也2)，西尾 信哉2)，茂木 英明2)，岩崎 聡3)，

宇佐美 真一2)，小池 健一1)

1) 信州大学医学部 小児医学教室

2) 信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

3) 国際医療福祉大学三田病院 耳鼻咽喉科

63 人工内耳埋め込み術を行った先天性サイトメガロウイルス感染症児 2 例

○池ノ上 あゆみ，白根 美帆，東野 哲也

宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

64 先天性サイトメガロウイルス感染症患児における乳児期発達と頭部 MRI 画像所見

○田中 学1)，大石 勉2)，浅沼 聡3)，安達 のどか3)，坂田 英明4)

1) 埼玉県立小児医療センター 保健発達部

2) 埼玉県立小児医療センター 感染免疫科

3) 埼玉県立小児医療センター 耳鼻咽喉科

4) 目白大学保健医療学部 言語聴覚学科
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（第日目第会場）

一般演題口演

第群 発達 

座長鈴鹿 有子（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

泰地 秀信（東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科）

1 生後発症の難聴が考えられた言語発達遅滞児 2 例

○中原 啓1)，間 三千夫1,2)，河野 淳2)

1) 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉科

2) 東京医科大学病院 聴覚・人工内耳センター

2 聴覚障害児の読書力成績 ―就学前後の比較―

○橋本 かほる1)，能登谷 晶子2)，原田 浩美3)，杉本 寿史1,2)，波多野 都1,2)，

伊藤 真人4)，吉崎 智一1,2)

1) 金沢大学附属病院耳鼻咽喉科

2) 金沢大学医薬保健研究域

3) 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部

4) 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児耳鼻咽喉科

3 一側性難聴例の聴覚・言語発達の実態と課題

○針谷 しげ子，田中 美郷，松本 恭子

神尾記念病院

4 遺伝性難聴児における神経発達の検討

○山内 翔子1,3)，稲葉 雄二1)，川崎 洋一郎1)，本林 光雄1)，柴 直子1)，

宮川 麻衣子2)，工 穣2)，宇佐美 真一2)，小池 健一1)

1) 信州大学医学部 小児医学教室

2) 信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

3) 佐久市立国保浅間総合病院 小児科

5 聴覚的記憶処理に困難を呈した学齢児 1 例について

○富澤 晃文，佐久間 嘉子，遠藤 まゆみ，力武 正浩，坂田 英明

目白大学 耳科学研究所クリニック

6 聴覚が正常化した Auditory Neuropathy Spectrum Disoreder の 2 症例

○力武 正浩1,2)，富澤 晃文1)，坂田 英明1)

1) 目白大学 言語聴覚学科

2) 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

7 精密聴力検査を施行した乳幼児例の検討

○高橋 優宏，佐久間 直子，塩野 理

横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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第群 音声・言語 

座長愛場 庸雅（大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科）

二藤 隆春（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

8 学童期における言語機能障害

○愛場 庸雅1)，中野 友明1)，天津 久郎1)，古下 尚美1)，木下 彩子1)，

植村 剛1)，金村 信明1)，温井 めぐみ2)，堀野 朝子2)，辻 ひとみ2)

1) 大阪市立総合医療センター 耳鼻咽喉科

2) 大阪市立総合医療センター 小児神経内科

9 近の 3 歳児健診紹介例にみる言語発達の問題と劣化した言語環境

○田中 美郷13)，針谷 しげ子2)，松本 恭子2)

1) 田中美郷教育研究所

2) 神尾記念病院

3) 大阪保健医療大学

10 小児人工内耳装用者の歌唱の評価方法と検討

○北條 和歌1)，奥中 美恵子2)，任 智美3)，西口 道子3)，阪上 雅史3)

1) 尼崎中央病院 耳鼻咽喉科

2) 明和病院 耳鼻咽喉科

3) 兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

11 当科における「ことばの遅れ」を主訴に受診した児の検討

○深美 悟1)，中村 真美子1)，平林 秀樹1)，春名 眞一1)，田中 康広2)

1) 獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2) 獨協医科大学越谷病院 耳鼻咽喉科

12 小児の心因性難聴の発症によって明らかとなった学習障害児の症例報告

○間 三千夫1)，中原 啓1)，硲田 猛真1)，河野 淳2)

1) 地方独立行政法人りんくう総合医療センター

2) 東京医科大学 聴覚・人工内耳センター

第群 耳奇形



座長後藤 友佳子（甲南病院耳鼻咽喉科）

西l 和則（岡山大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

13 急性乳突炎を合併した先天性外耳道閉鎖症例

○五十嵐 一紀1)，安井 拓也1)，坂田 英明2)，伊藤 健1)

1) 帝京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

2) 目白大学 耳科学研究所クリニック

14 中耳奇形を合併した中耳分離腫の 1 症例

○小森 学，小島 博己

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室
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15 先天性緑内障と耳小骨奇形がみられた母子例

○竹内 万彦1)，坂井田 寛1)，増田 佐和子2)

1) 三重大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2) 国立病院機構 三重病院 耳鼻咽喉科

16 当科における耳小骨奇形手術症例の検討

○塚原 桃子，濱田 昌史，小田桐 恭子，飯田 政弘

東海大学医学部 耳鼻咽喉科

17 鼓膜切開により髄液耳漏を生じた中耳奇形を伴う特発性髄膜脳瘤の 1 例

○清水 福子，濱田 昌史，塚原 桃子，小田桐 恭子，飯田 政弘

東海大学医学部 耳鼻咽喉科

18 市中病院で認めた内耳奇形症例

○大塚 雄一郎

成田赤十字病院 耳鼻咽喉科

ランチョンセミナー  共催サノフィ株式会社

「小児スギ花粉症の治療～薬物治療の進歩と小児舌下免疫療法の将来への期待を込めて～」

司会内藤 健晴（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科）

演者湯田 厚司（ゆたクリニック）

一般演題口演

第群 頸部 

座長岡本 美孝（千葉大学医学部耳鼻咽喉科）

横山 純吉（森山記念病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

19 小児咬筋内動静脈奇形の一症例

○花田 誠

野洲病院 耳鼻咽喉科

20 甲状腺乳頭癌を生じたランゲルハンス細胞組織球症の 1 例

○金澤 丈治1)，高橋 さとか1)，伊藤 真人1,2)，西野 宏1)

1) 自治医科大学医学部 耳鼻咽喉科

2) 自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児耳鼻咽喉科

21 内視鏡補助下甲状腺切除術を行った小児症例の検討

○野村 研一郎，高原 幹，片田 彰博，林 達哉，原渕 保明

旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

22 頸部と背部に発生した多発脂肪芽腫の 1 例

○高橋 希1)，黒瀬 誠1)，光澤 博昭1,2)，長屋 朋典1,2)，高野 賢一1)，

氷見 徹夫1)

1) 札幌医科大学 耳鼻咽喉科

2) 北海道立子ども総合医療・療育センター



― 21 ―― 21 ―

小児耳 2015; 36(2)

23 当科における乳幼児頸部膿瘍症例の検討

○橋本 亜矢子1)，足守 直樹1)，加納 康太郎1)，峯田 周幸2)

1) 富士宮市立病院 耳鼻咽喉科

2) 浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第群 鼻咽腔 

座長鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

24 幼児の鼻腔内に萌出した過剰歯の 1 例

○八鍬 修一，長瀬 輝顕

山形県立新庄病院 耳鼻咽喉科

25 上気道閉塞症状を呈した先天性涙ヘルニアの新生児の 1 例

○島田 亜紀1)，千田 いづみ1)，宇高 二良1,2)，武田 憲昭1)

1) 徳島大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 宇高耳鼻咽喉科医院

26 北里大学病院口蓋裂チーム診療における耳鼻咽喉科受診についての検討

○牧 敦子1)，大原 卓哉1)，木村 朱里2)，岡本 牧人1)

1) 北里大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 相模原協同病院

27 ガマ腫との鑑別が困難であった口腔底奇形腫様胞の 1 例

○高田 顕太郎，小河原 昇，井上 真規

神奈川県立こども医療センター 耳鼻咽喉科

28 当科で経験した小児舌根胞の 3 例

○河野 達也，井口 郁雄，江草 憲太郎

広島市立広島市民病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

第群 下咽頭・嚥下 

座長兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

安岡 義人（鶴谷病院耳鼻咽喉科）

29 摂食嚥下機能の発達に対する当科でのアプローチ

○益田 慎1)，長嶺 尚代1)，島 典之1,2)

1) 県立広島病院 小児感覚器科

2) 県立広島病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

30 過度の食事時間延長，固形物を中心とした経口摂取不良を訴えて受診した小児の1例

○門園 修1)，三枝 ひでと1)，伊藤 裕之2)

1) 東京女子医科大学 八千代医療センター 耳鼻咽喉科

2) 神奈川リハビリテーション病院 耳鼻咽喉科

31 当科における小児嚥下造影検査症例の検討

○杉山 喜一1)，村上 健1)，樋口 仁美1)，中川 尚志1)，山野 貴史2)

1) 福岡大学医学部 耳鼻咽喉科

2) 福岡歯科大学総合医学講座 耳鼻咽喉科分野
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32 梨状陥凹瘻に対してトリクロール酢酸を用いた瘻孔閉鎖術

○西川 大祐，金澤 成典，中井 義紀，家根 旦有

近畿大学医学部 奈良病院 耳鼻咽喉科

33 下咽頭梨状窩瘻の 1 例

○佐久間 直子，塩野 理，高橋 優宏

横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

34 輪状後部血管奇形の診断を得た 5 例の検討

○土橋 奈々，鈴木 法臣，原 真理子，守本 倫子

国立成育医療研究センター 耳鼻咽喉科

第群 気管 

座長阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）

高瀬 眞人（日本医科大学多摩永山病院小児科）

35 乳幼児・小児に対する Starplasty 法の有用性の検討

○土橋 重貴，玉川 俊次，平岡 政信，山内 一真，戸川 彰久，保富 宗城，

山中 昇

和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

36 当科における小児気管切開症例の検討

○木村 朱里，大原 卓哉，牧 敦子，岡本 牧人

北里大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

37 カニューレ抜去後に再挿入・CPAP 使用を要した小児気管切開患者症例の検討

○鈴木 法臣，竹田 加奈子，土橋 奈々，原 真理子，守本 倫子

国立成育医療研究センター 耳鼻咽喉科

38 当科における小児気道確保手術の検討

○長屋 朋典1,2)，光澤 博昭2)，黒瀬 誠1)，氷見 徹夫1)

1) 札幌医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

2) 北海道立子ども総合医療・療育センター 耳鼻咽喉科

39 小児の気管切開症例に対するスピーチバルブ使用の工夫

○三枝 英人1,2)，門園 修1)，伊藤 裕之3)

1) 東京女子医科大学 八千代医療センター 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

2) 東京都立北療育医療センター 耳鼻咽喉科

3) 神奈川リハビリテーション病院 耳鼻咽喉科

第群 真珠腫 

座長伊藤 真人（自治医科大学とちぎこども医療セン

ター小児耳鼻咽喉科）

鈴木 光也（東邦大学医学部佐倉病院耳鼻咽喉科）

40 小児の乳突型先天性中耳真珠腫の 1 例

○松井 和夫，大田 隆之，呉 晃一，久保田 亘，水吉 朋美

聖隷横浜病院 耳鼻咽喉科
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41 当科における先天性真珠腫の検討

○高木 大樹，羽藤 直人

愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

42 小児先天性真珠腫に対する術式の変遷と術式選択の検討

○田中 康広1)，海邊 昭子1)，深美 悟2)，春名 眞一2)

1) 獨協医科大学越谷病院 耳鼻咽喉科

2) 獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

43 小児における先天性真珠腫手術症例の検討

○鈴木 宏明，工 穣，宇佐美 真一

信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

44 アブミ骨動脈遺残を伴った先天性真珠腫の一例

○白倉 真之，江洲 欣彦，長谷川 雅世，原 真理子，松澤 真吾，新鍋 昌浩，

金沢 弘美，吉田 尚弘，飯野 ゆき子

自治医科大学附属さいたま医療センター 耳鼻咽喉科

45 再手術を要した小児真珠腫性中耳炎の臨床検討

○新鍋 晶浩，長谷川 雅世，原 真理子，松澤 真吾，吉田 尚弘，飯野 ゆき子

自治医科大学附属さいたま医療センター 耳鼻咽喉科

46 当科における小児後天性真珠腫症例の検討

○成尾 一彦，大山 寛毅，森本 千裕，山下 哲範，西村 忠巳，山中 敏彰，

細井 裕司，北原 糺

奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科


