第 2 日目

2020 年 12 月 2 日（水）

（第 2 日目：第 1 会場）
モーニングセミナー 1

8：00 ～ 8：45

共催：株式会社シノテスト

「診断・治療のチャンスを逃すな！先天性サイトメガロウイルス感染診療の今」
司会：宇佐美真一（信州大学
演者：森内 浩幸（長崎大学

臨床セミナー 3

耳鼻咽喉科）
小児科）

9：00 ～ 10：00

耳鼻咽喉科領域講習
「小児気道狭窄への対応」
司会：大森 孝一（京都大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

喉頭狭窄
演者：守本

倫子（国立成育医療研究センター

気管狭窄及び気管軟化症への対応
演者：前田 貢作（兵庫県立こども病院

シンポジウム 3

感覚器・形態外科部

耳鼻咽喉科）

小児外科）

10：10 ～ 11：40

「小児の睡眠時呼吸障害の問題点と対応」
司会：鈴木
中田

雅明（帝京大学ちば総合医療センター 耳鼻咽喉科）
誠一（藤田医科大学ばんたね病院 耳鼻咽喉科）

乳児睡眠時呼吸調節障害の病態メカニズム
演者：小保内俊雅（多摩北部医療センター
小児 SDB の検査・診断における問題点と対策
演者：杉山
剛（一宮西病院

小児科）

小児科）

小児 OSA に対する治療戦略とその効果〜保存的治療と手術適応の拡大について〜
演者：小森 正博（高知大学 耳鼻咽喉科）
国内外の小児 SDB 治療戦略の動向
演者：原

浩貴（川崎医科大学

耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 3

11：50 ～ 12：50

共催：田辺三菱製薬株式会社

「ワクチンで防ぐ子どもの病気」
司会：小川
演者：中野

郁（慶應義塾大学
貴司（川崎医科大学

耳鼻咽喉科）
小児科）

一般演題：口演
第9群

喉頭・気管

13：00 ～ 14：00
座長：香取 幸夫（東北大学
齋藤康一郎（杏林大学

耳鼻咽喉・頭頸部外科）
耳鼻咽喉科）

O-41 入院患児の気管切開トラブルを防げ！〜埼玉小児 RST の挑戦〜
〇田中
学 1,2），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 総合診療科
2）埼玉県立小児医療センター 呼吸療法サポートチーム
3）埼玉県立小児医療センター 耳鼻咽喉科
4）川越耳科学クリニック
O-42 当院過去 30 年間における小児気管切開症例の検討
〇大原 卓哉，山下
拓
北里大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
O-43 喉頭気管食道裂の 1 症例
〇谷口賢新郎 1），二藤 隆春 2），馬場信太郎 1）
1）東京都立小児総合医療センター
2）埼玉医科大学総合医療センター
O-44 子宮外胎児治療（EXIT）にて出生した先天性喉頭狭窄症に対して Partial Cricotracheal
Resection を行った 1 例
〇津川 二郎
愛仁会高槻病院 小児外科
O-45 超音波検査で狭窄機転を推定し得た喉頭軟化症の 1 例
〇森崎 剛史，福原 隆宏，平 憲吉郎，片岡 英幸，森實 理恵，竹内
鳥取大学医学部 感覚運動医学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

裕美

O-46 後弓反張による肢位の変化が気道狭窄を誘発させる因子と考えられた気管軟化症乳児の一
例
悟 2），春名 眞一 2），
〇冨山 克俊 1），栃木 康佑 1），頌彦 由丹 2），深見
1）
田中 康広
1）獨協医科大学埼玉医療センター 耳鼻咽喉科
2）獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科
第 10 群

気管・その他 14：00 ～ 15：00
座長：吉原 重美（獨協医科大学 小児科学）
増田佐和子（国立病院機構三重病院 耳鼻咽喉科）

O-47 三重県津市内保育園・こども園への気道異物に関するアンケート調査 1
〇坂井田麻祐子
三重耳鼻咽喉科
O-48 三重県津市内保育園・こども園への気道異物に関するアンケート調査 2
〇坂井田麻祐子
三重耳鼻咽喉科
O-49 気管切開術を要した声門下嚢胞の 1 例
〇杉山庸一郎，布施 慎也，椋代 茂之，平野
滋
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室
O-50 予防的甲状腺全摘を行った小児 MEN2B 症例
〇森本 千裕 1），上村 裕和 1），覚道真理子 1,3），大塚進太郎 2），山中
北原
糺 1）
1）奈良県立医科大学
2）市立奈良病院 耳鼻いんこう科
3）高井病院 耳鼻咽喉科
O-51 小児頭頸部肉腫の外科的治療―適応と治療成績
〇岸本 誠司
亀田総合病院 頭頸部外科
O-52 小児の声帯長・膜様部長についての検討
〇宮本
真，並木こずえ，齋藤康一郎
杏林大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

敏彰 1），

第 11 群

音声治療

15：00 ～ 15：40
座長：梅野

O-53 先天性喉頭横隔膜症の 1 例
〇並木こずえ，齋藤康一郎，宮本
杏林大学 耳鼻咽喉科学教室

博仁（久留米大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

真

O-54 吃音児の訓練にマジックを用いた 1 症例
〜「喋る」という行為から「考えて伝える」という意識へ〜
〇明石 正翔 1），間 三千夫 1），中原
啓 1,2），河野
淳 3）
1）独立行政法人りんくう総合医療センター 聴覚・言語支援センター
2）独立行政法人りんくう総合医療センター 耳鼻咽喉頭頚部外科
3）東京医科大学病院 聴覚・人工内耳センター
O-55 就学前後に言語療法を必要とした小児の検討
智美 2），渡部 舞子 1），阪上
〇奥中美恵子 1），任
1）明和病院
2）兵庫医科大学 耳鼻咽喉科・頭頚部外科

雅史 2）

O-56 音声治療を行った小児の 3 症例
〇香取 幸夫
東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

共通講習

16：00 ～ 17：00

専門医共通講習
「日常診療における基本の感染対策」
司会：小林
演者：田内

泰輔（高知大学 耳鼻咽喉科）
久道（愛媛大学医学部附属病院

感染制御部）

（第 2 日目：第 2 会場）
モーニングセミナー 2

8：00 ～ 8：45

「歯科における小児の摂食嚥下障害への対応」
司会：香取
演者：綾野

臨床セミナー 4

幸夫（東北大学
理加（昭和大学

耳鼻咽喉・頭頸部外科）
小児成育歯科学講座）

9：00 ～ 10：00

小児科領域講習
「ワクチンを考える：Hib ワクチン，肺炎球菌ワクチン，百日咳ワクチンの効果と課題」
司会：藤枝 幹也（高知大学 小児思春期医学）
演者：菅
秀（国立病院機構三重病院 小児科）

シンポジウム 4

10：10 ～ 11：40

「軽度～中等度難聴児への対応と課題」
司会：中川 尚志（九州大学 耳鼻咽喉科）
中澤
操（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

耳鼻咽喉科）

難聴児に対する補聴の歴史的な流れ
演者：中澤
操（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

耳鼻咽喉科）

当事者からみた軽〜中等度難聴
演者：野田 哲平（九州大学

耳鼻咽喉科）

思春期に学校生活で抱える問題
演者：片岡 祐子（岡山大学

耳鼻咽喉・頭頸部外科）

一側性難聴児に対する徳島県の補聴援助システム購入費用助成制度について
演者：島田 亜紀（徳島大学 耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 4

11：50 ～ 12：50

共催：サノフィ株式会社

「ムコ多糖症」
司会：守本

倫子（国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部

病気発見までの症状から得た早期発見への気づき。患者家族からの願い
演者：山本 加奈（日本ムコ多糖症患者家族の会）

耳鼻咽喉科）

耳鼻咽喉科医として，ムコ多糖症診療について
演者：橋本亜矢子（静岡県立こども病院

耳鼻咽喉科）

一般演題：口演
第 12 群

中耳炎・側頭骨病変

13：00 ～ 13：50
座長：仲野 敦子（千葉県こども病院
後藤友佳子（甲南医療センター

耳鼻咽喉科）
耳鼻咽喉科）

O-57 ワイドバンドティンパノメトリーを用いた乳幼児急性中耳炎における中耳圧の検討
〇上出 洋介
かみで耳鼻咽喉科クリニック
O-58 両側性真菌性中耳炎の幼児例
〇小田桐恭子，浜田 昌史
東海大学医学部 耳鼻咽喉科
O-59 小児の後天性顔面神経麻痺非治癒症例についての検討
〇馬場信太郎，金丸 朝子，谷口賢新郎，吉冨
愛
東京都立小児総合医療センター 耳鼻咽喉科
O-60 側頭骨病変を契機に診断されたランゲルハンス細胞組織球症の 2 例
〇稲垣
彰，岩﨑 真一
名古屋市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科
O-61 先天性外耳道閉鎖症児に対する人工中耳 VSB 症例の検討
〇高橋 優宏，古舘佐起子
国際医療福祉大学三田病院
第 13 群

真珠腫

13：50 ～ 14：50

座長：吉田
田中

尚弘（自治医科大学さいたま医療センター 耳鼻咽喉・頭頸部外科）
康広（獨協医科大学埼玉医療センター 耳鼻咽喉科）

O-62 当院における先天性真珠腫症例の検討
〇中西
啓，喜多 淳哉，峯田 周幸
浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-63 鼓室に限局する小児先天性真珠腫に対する内視鏡下耳科手術の有用性
〇宮下 武憲 1），高橋 幸稔 1），稲本 隆平 1,2），星川 広史 1）
1）香川大学医学部 耳鼻咽喉科
2）小豆島中央病院 耳鼻咽喉科
O-64 中耳真珠腫進展度分類により評価した先天性真珠腫の進展度と術後成績
悟 2），春名 眞一 2）
〇田中 康広 1），栃木 康佑 1），冨山 克俊 1），深美
1）獨協医科大学埼玉医療センター 耳鼻咽喉科
2）獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科
O-65 長期経過観察を行った 5 歳以下の小児の先天性真珠腫の検討
晃一 2），鳥居 直子 1），吉見 亘弘 1）
〇松井 和夫 1），呉
1）聖隷横浜病院 耳鼻咽喉科
2）武蔵小杉くれ耳鼻咽喉科
O-66 15 歳以下の小児真珠腫性中耳炎の検討―症状，真珠腫の病型，進展度について
〇深美
悟 1），後藤 一貴 1），滝瀬由吏江 1），永島 祐美 1），頌彦 由丹 1），
平林 秀樹 1），春名 眞一 1），栃木 康佑 2），田中 康広 2）
1）獨協医科大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科
2）獨協医科大学埼玉医療センター 耳鼻咽喉科
O-67 小児真珠腫術後の側頭骨蜂巣発育：CT による検討
〇山田 悠祐，池ノ上あゆみ，中島 崇博，東野
宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科
第 14 群

中耳炎

哲也

14：50 ～ 15：40
座長：伊藤
小林

真人（自治医科大学とちぎ子ども医療センター
一女（昭和大学 耳鼻咽喉科）

小児耳鼻咽喉科）

O-68 ダウン症児の難治性滲出性中耳炎の治療経過について
〇中西わか子，内山美智子，川脇 和世，物部 寛子
日本赤十字社医療センター
O-69 原発性線毛運動不全症を背景に認めた難治性滲出性中耳炎の 1 小児例
卓 1），竹内
〇有本友季子 1），仲野 敦子 1），舩越うらら 2），宮田
1）千葉県こども病院 耳鼻咽喉科
2）千葉大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）三重大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

万彦 3）

O-70 癒着性中耳炎・鼓膜アテレクタシスに対する経外耳道的鼓室換気チューブ挿入術
〇佐々木 亮，松下 大佑，後藤 真一，松原
篤
弘前大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科学講座

O-71 1 歳時に鼓膜換気チューブ留置術を施行した症例における乳突蜂巣の発育と滲出性中耳炎
予後の検討
〇井上 真規 1），島田 翔子 1），伊藤 華純 1），小河原 昇 2）
1）神奈川県立こども医療センター
2）横浜医療福祉センター港南
O-72 human metapneumovirus 感染症で入院した児の中耳炎合併率の評価
〇前田 美咲 1,2），長尾 佳樹 2），藤枝 幹也 2）
1）高知県立幡多けんみん病院 初期臨床研修医
2）高知大学医学部 小児思春期医学講座

