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第日目 平成年月日（土）

（第日目第会場）

モーニングセミナー  共催Meiji Seika ファルマ株式会社

「小児耳鼻咽喉科感染症の論点」

司会山岨 達也（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

演者林 達哉（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

一般演題口演

第群 平衡 

座長石川 和夫（秋田大学医学部耳鼻咽喉科）

佐藤 美奈子（佐藤診療所耳鼻咽喉科）

103 小児人工内耳施行例における術前術後平衡機能の評価

○樫尾 明憲，藤本 千里，松本 有，江上 直也，狩野 章太郎，岩崎 真一，

山岨 達也

東京大学医学部 耳鼻咽喉科

104 小児めまい患者の診断・治療の特徴

○五島 史行1,2)，鈴木 法臣2)，原 真理子2)，土橋 奈々2)，守本 倫子2)

1) 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科

2) 国立成育医療研究センター 耳鼻咽喉科

105 当科めまい外来における小児例の検討

○小林 孝光，瀬尾 徹，土井 勝美

近畿大学医学部 耳鼻咽喉科

106 外リンパ瘻が疑われた小児急性感音難聴の 2 症例

○小林 斉，兼井 彩子，金井 英倫，小林 一女

昭和大学医学部 耳鼻咽喉科学講座
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第群 遺伝子 

座長竹内 万彦（三重大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

仲野 敦子（千葉県こども病院耳鼻咽喉科）

107 優性遺伝の難聴遺伝子変異を認めた家族歴のない難聴症例

○金子 由佳1)，有本 友季子1)，仲野 敦子1)，工藤 典代2)，松永 達雄3)

1) 千葉県こども病院 耳鼻咽喉科

2) 千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科

3) 国立病院機構東京医療センター 臨床遺伝センター

108 新生児聴覚スクリーニング検査陽性を発端としてミトコンドリア呼吸鎖異常症の診断にい

たった一例

○市本 景子1)，村山 圭1)，有本 友季子2)，仲野 敦子2)

1) 千葉県こども病院 代謝科

2) 千葉県こども病院 耳鼻咽喉科

109 岩手医科大学における先天性難聴遺伝子検査症例の検討

○小林 有美子1)，水川 知子2)，佐藤 宏昭2)，宇佐美 真一3)

1) 岩手医科大学医学部 臨床遺伝学科

2) 岩手医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3) 信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

110 複数の難聴遺伝子変異を有した Auditory Neuropathy Spectrum Disorder の 1 例

○内藤 智之1)，菅谷 明子1)，假谷 伸1)，長安 史江1)，片岡 祐子1)，

前田 幸英1)，福島 邦博2)，西崎 和則1)

1) 岡山大学大学院 医師薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

2) 新倉敷耳鼻咽喉科クリニック

111 SLC26A4 ヘテロ変異を認めた前庭水管拡張症の一例

○石野 岳志，平川 勝洋

広島大学医学部 耳鼻咽喉科 聴覚・人工聴覚機器センター

112 次世代シーケンサーによる人工内耳装用患者の遺伝子解析

○宮川 麻衣子，西尾 信哉，宇佐美 真一

信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室
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シンポジウム 

「小児耳鼻咽喉科領域における遺伝子医療」

司会中川 尚志（福岡大学医学部耳鼻咽喉科）

古庄 知己（信州大学医学部附属病院遺伝子診療部）

演者小須賀 基通（国立成育医療研究センター遺伝診療科）

西 恵理子（長野県立こども病院遺伝科）

守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）

石川 浩太郎（国立障害者リハビリテーションセンター病院耳鼻咽喉科）

古庄 知己（信州大学医学部附属病院遺伝子診療部）

ランチョンセミナー  共催メドエルジャパン株式会社

「小児の難聴をめぐって～補聴器・人工内耳・耳鳴医療の進歩～」

司会氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

演者神田 幸彦（医療法人萌悠会耳鼻咽喉科神田 E・N・T 医院）

ワークショップ 

「小児人工内耳適応基準（2014）をめぐって」

司会橋 晴雄（長崎大学医学部耳鼻咽喉科）

演者山本 典生（京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

太田 有美（大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

片岡 祐子（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

吉田 晴郎（長崎大学医学部耳鼻咽喉科）

宮川 麻衣子（信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

一般演題口演

第群 人工内耳 

座長東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉科）

西村 洋（大阪府立母子保健総合医療センター耳鼻咽喉科）

113 当科における 2 歳未満の人工内耳埋込術症例の検討

○高野 賢一，才川 悦子，小笠原 徳子，高橋 希，氷見 徹夫

札幌医科大学 耳鼻咽喉科

114 当科における小児の両側人工内耳症例50例の検討

○菅谷 明子1)，假谷 伸1)，長安 吏江1)，片岡 祐子1)，前田 幸英1)，

福島 邦博2)，西崎 和則1)

1) 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2) 新倉敷耳鼻咽喉科クリニック
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115 一側人工内耳と両側人工内耳手術を行った一卵性の双子姉妹の術後成績

○原 稔，原 陽子，高橋 晴雄

長崎大学病院 耳鼻咽喉科

116 人工内耳埋め込み術を施行した Waardenburg 症候群の 2 例

○大道 亮太郎1)，菅谷 明子1)，前田 幸英1)，片岡 祐子1)，假谷 伸1)，

福島 邦博2)，西崎 和則1)

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

2) 新倉敷耳鼻咽喉科クリニック

117 小児両側人工内耳埋め込み症例に対する術中 EABR 結果の検討

○岸本 逸平，内藤 泰，諸頭 三郎

神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科

118 短期間に入れ替え手術を 2 回おこなった小児人工内耳症例

○太田 有美，森鼻 哲生，佐藤 崇，岩本 依子

大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

119 当科における小児人工内耳・再手術症例の検討

○杉本 寿史，波多野 都，吉崎 智一

金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

120 小児人工内耳再手術例の検討

○河野 淳，池谷 淳，白井 杏湖

東京医科大学 耳鼻咽喉科 聴覚・人工内耳センター

第群 補聴器 

座長奥中 美恵子（明和病院耳鼻咽喉科）

増田 佐和子（国立病院機構三重病院耳鼻咽喉科）

121 当科における兵庫県軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の現状

○奥中 美恵子1)，任 智美2)，北條 和歌3)，阪上 雅史2)

1) 明和病院 耳鼻咽喉科

2) 兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3) 尼崎中央病院 耳鼻咽喉科

122 兵庫県立こども病院における軽中等度難聴児補聴器購入費助成制度の現況

○大津 雅秀，阪本 浩一

兵庫県立こども病院 耳鼻咽喉科

123 四国こどもとおとなの医療センターにおける小児難聴外来・小児補聴器外来の取り組み

○千田 いづみ1,2)，島田 亜紀1,2)，實原 さき2)，高木 威一郎2)，野田 知良3)，

清川 真理子3)，河合 瞳3)，玉野 比早代4)

1) 徳島大学医学部 耳鼻咽喉科

2) 四国こどもとおとなの医療センター

3) 香川県立聾学校

4) 香川県立香川中部支援学校
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124 言語評価の後に補聴器装用・言語訓練の開始に至った中等度難聴の一例

○中川 敦子1)，菅谷 明子1)，福島 邦博1)，前田 幸英1)，片岡 祐子1)，

藤吉 昭江2)，長安 吏江1)，西崎 和則1)

1) 岡山大学病院 耳鼻咽喉科

2) 新倉敷耳鼻咽喉科クリニック

125 当科における軽中等度難聴児補聴器助成制度の現状

○泉 修司，窪田 和，本間 悠介，高橋 姿

新潟大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

126 先天性一側性外耳道閉鎖症児の語音聴取能と聴覚補償の検討

○佐藤 公美1)，坂本 幸1)，島田 亜紀1)，千田 いづみ1)，竹山 孝明1)，

高原 由衣1)，長嶋 比奈美2)，宇高 二良1)，武田 憲昭1)

1) 徳島大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2) 九州保健福祉大学

閉会の辞  会長宇佐美 真一（信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室）
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（第日目第会場）

一般演題口演

第群 顔面神経 

座長河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科）

村上 信五（名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻

神経感覚医学教室）

65 名古屋市立大学における小児顔面神経麻痺症例の検討

○稲垣 彰，高橋 真理子，村上 信五

名古屋市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

66 水痘帯状疱疹ウィルスが関与する顔面神経麻痺の 2 幼児例

○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

67 先天性片側性顔面神経形成不全症例

○島田 茉莉1)，上村 佐恵子1)，長友 孝文1)，伊藤 真人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

68 小児の顔面神経麻痺 ～疫学・治療・予後～

○松代 直樹，佐藤 崇，木澤 薫

大阪警察病院 耳鼻咽喉科 顔面神経・難聴センター

69 小児の顔面神経麻痺 ～新しい顔面神経麻痺の評価法『トリアージ10点法』～

○松代 直樹

大阪警察病院 耳鼻咽喉科 顔面神経・難聴センター

第群 睡眠時無呼吸 

座長今井 丈英（日本医科大学多摩永山病院小児科）

鈴木 賢二（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院耳

鼻咽喉科・頭頸部外科）

70 OSA18質問紙と簡易モニターを用いた小児の睡眠時無呼吸症候群の検討

○吉岡 友真1)，山口 智1)，石田 麻里子1)，若山 望1)，関根 久遠1)，

松根 彰志1)，大久保 公裕2)

1) 日本医科大学 武蔵小杉病院 耳鼻咽喉科

2) 日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

71 小児睡眠時無呼吸症候群における OSA18日本語版の有用性の検討

○大原 卓哉，牧 敦子，木村 朱里，岡本 牧人

北里大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

72 小児 OSAS における小児用多点圧感センサシートによるアデノイド切除，両側口蓋扁桃摘

出術前後の比較検討

○森 健太郎，工 穣，宇佐美 真一

信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室
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73 睡眠時無呼吸を契機に発見された橋本病の 1 例

○上村 佐恵子1)，島田 茉莉1)，長友 孝文1)，伊藤 真人2)，西野 宏1)

1) 自治医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

2) 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

74 小児閉塞性睡眠時無呼吸症候群における鼻手術の効果への検討 ―preliminary study―

○岩田 昇，中田 誠一，西村 洋一，鈴木 賢二

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

75 軽・中等度の睡眠呼吸障害を呈する幼児への治療について

○相澤 直孝，高橋 姿

新潟大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第群 扁桃・アデノイド 

座長工藤 典代（千葉県立保健医療大学健康科学部）

阪本 浩一（兵庫県立こども病院耳鼻咽喉科）

76 コブレーターを用いた舌扁桃，口蓋扁桃，アデノイドに対する同時手術の経験

○岩佐 陽一郎1)，工 穣2)，宇佐美 真一2)

1) 国際医療福祉大学 三田病院 耳鼻咽喉科

2) 信州大学医学部 耳鼻咽喉科

77 当科における 3 歳未満の扁桃アデノイド手術の現況

○阪本 浩一，大津 雅秀

兵庫県立こども病院 耳鼻咽喉科

78 家族性地中海熱非典型例に対し，口蓋扁桃摘出術を行った一例

○粟倉 秀幸1)，野垣 岳稔1)，竹内 美緒1)，志村 智隆1)，浜崎 泰佑1)，

伊藤 彩子1)，山田 良宣1)，門倉 義幸1)，小林 一女2)

1) 昭和大学 横浜市北部病院 耳鼻咽喉科

2) 昭和大学病院

79 周期性発熱の 4 症例

○泉 智沙子1)，山口 裕貴1)，臼井 広明1)，峯田 周幸2)

1) 中東遠総合医療センター 耳鼻いんこう科

2) 浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第群 喉頭 

座長香取 幸夫（東北大学医学部耳鼻咽喉科）

川崎 一輝（国立成育医療研究センター呼吸器科）

80 上気道狭窄が疑われた乳児の検討

○増田 佐和子，臼井 智子

国立病院機構 三重病院 耳鼻咽喉科

81 当科における喉頭軟弱症症例の検討

○伊藤 広明，弘瀬 かほり，兵頭 政光

高知大学医学部 耳鼻咽喉科
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82 長野県こども病院における喉頭軟弱症の現状

○工 穣1,2)，出浦 美智恵1,2)，宇佐美 真一1)

1) 信州大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

2) 長野県立こども病院 耳鼻咽喉科

83 当院における咽頭狭窄症例について

○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

ランチョンセミナー  共催大正富山医薬品株式会社

「小児急性中耳炎を難治化させない治療法と難治化してしまった中耳炎の治療法」

司会小池 健一（信州大学医学部小児医学教室）

演者山中 昇（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

一般演題口演

第群 鼻咽腔 

座長川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

黒野 祐一（鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科）

84 鼻腔内に発生した炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例

○中村 有加里，寺口 奏子，三輪 高喜，鈴鹿 有子，志賀 英明，山本 純平

金沢医科大学病院 耳鼻咽喉科

85 コブレーターを用いて摘出した 1 歳女児の若年性血管繊維腫の症例

○濱野 有美子1)，今吉 正一郎1)，伊藤 真人2)，西野 宏1)

1) 自治医科大学附属病院 耳鼻咽喉科学教室

2) 自治医科大学 栃木こども医療センター

86 電子内視鏡で診る小児鼻出血の血管病態と止血法の工夫

○安岡 義人1)，中島 恭子2)，村田 考啓2)，紫野 正人2)，近松 一朗2)

1) 鶴谷病院 耳鼻咽喉科

2) 群馬大学 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

87 小児上顎洞性後鼻孔ポリープ13症例の検討

○宮本 佑美，井内 寛之，黒野 祐一

鹿児島大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

88 アレルギー迅速検査キットイムノキャップ Rapid と CAP-RAST の相関性の検討

○井上 博之

いのうえ耳鼻咽喉科クリニック

89 小児アレルギー性鼻炎の実態調査―東北地方の複数診療科における多施設研究―

○松原 篤

弘前大学大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科
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90 先天性嗅覚脱失症例の検討

○張田 雅之，寺口 奏子，宮澤 徹，志賀 英明，鈴鹿 有子，三輪 高喜

金沢医科大学 耳鼻咽喉科

第群 中耳炎 

座長松谷 幸子（東北文化学園大学医療福祉学部リハビ

リテーション学科）

吉田 尚弘（自治医科大学さいたま医療センター耳

鼻咽喉科）

91 難治性滲出性中耳炎および atelectatic ear に対する subannular tube の効果

○丸山 裕美子1)，吉崎 智一2)

1) 黒部市民病院 耳鼻いんこう科

2) 金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

92 小児難治性中耳炎に対する鼓膜換気チューブ留置術による中耳腔の変化

○河野 洋，保富 宗城，玉川 俊次，平岡 政信，武田 早織，池田 頼彦，

山内 一真，戸川 彰久，山中 昇

和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

93 小児滲出性中耳炎に対する通気治療機“Ear popper”による治療

○五島 史行1,2)，鈴木 法臣2)，原 真理子2)，土橋 奈々2)，守本 倫子2)

1) 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 耳鼻咽喉科

2) 国立成育医療研究センター 耳鼻咽喉科

94 小児滲出性中耳炎に対する鼓膜チューブ挿入術の検討

○大山 寛毅1,2)，成尾 一彦2)，森本 千裕2)，山下 哲範2)，太田 一郎2)，

山中 敏彰2)，細井 裕司2)，北原 糺2)

1) 日生病院 耳鼻咽喉科

2) 奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

95 当院における鼓膜チューブ留置後の鼓膜穿孔の割合（2008年に手術を行った患者のその後

の経過）

○西村 洋

大阪府立母子保健総合医療センター 耳鼻咽喉科

96 2008～2014年の耳漏由来インフルエンザ菌，肺炎球菌の抗菌薬感受性に関する検討

○星野 直1)，有本 友季子2)，金子 由佳2)，仲野 敦子2)

1) 千葉県こども病院 感染症科

2) 千葉県こども病院 耳鼻咽喉科

97 小児急性中耳炎に対する鼓膜切開に関するシステマティックレビュー

○高橋 吾郎，峯田 周幸

浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

YOSHIDA
長方形

YOSHIDA
線

YOSHIDA
線

YOSHIDA
線

YOSHIDA
テキストボックス
＜発表時間変更＞５月９日（土）16:40～16:50頃　第２会場にて
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第群 外傷異物 

座長家根 旦有（近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科）

山下 裕司（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉

科学分野）

98 バルーンカテーテルを用いて摘出した食道異物（100円玉）の2 例

○大塚 雄一郎

成田赤十字病院 耳鼻咽喉科

99 気管・気管支異物の診断における CT の必要性

○川崎 一輝

国立成育医療研究センター 呼吸器科

100 成長に伴い夜間喘鳴が出現した喉頭狭窄症の 1 例

○小山 一1)，二藤 隆春1)，上羽 瑠美1)，溜箭 紀子2)，山岨 達也1)

1) 東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

2) NTT 東日本関東病院 耳鼻咽喉科

101 頸部を貫通した歯ブラシ外傷の 1 症例

○海邊 昭子1)，春名 眞一2)，深美 悟2)，田中 康広1)

1) 獨協医科大学越谷病院 耳鼻咽喉科

2) 獨協医科大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

102 小児人工内耳術後に生じた環軸椎回旋位固定の一例

○中島 崇博1)，奥田 匠1,2)，高木 実2)，林 多聞2)，花牟禮 豊2)，東野 哲也1)

1) 宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

2) 鹿児島市立病院 耳鼻咽喉科

95 当院における鼓膜チューブ留置後の鼓膜穿孔の割合（2008年に手術を行った患者のその後

の経過）

○西村 洋

大阪府立母子保健総合医療センター 耳鼻咽喉科

YOSHIDA
長方形

YOSHIDA
テキストボックス
＜発表演題追加＞




