
ご 挨 拶

先の東日本大震災で被災された方々、ならびに被災地の方々に心からお見舞い申し上げます。

このたび、第２４回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会を担当させていただきます。本学会の広島
での開催は初めてであり、身に余る光栄なことと会員の皆様に深く感謝を申し上げます。
シンポジウムとして三つの話題を取り上げました。一つは黒野祐一教授、池田 稔教授の御司会で「味覚障

害診療ガイドライン作成に向けて」と題して、現在刊行されている味覚障害診療の手引きのバージョンアップ
を行うための基礎となる情報を提供していただけるものと思います。二つ目は西村忠郎名誉教授、宮崎総一郎
教授の御司会で「睡眠時無呼吸症候群診療のピットフォール」をテーマといたしました。睡眠時無呼吸症候群
は既に耳鼻咽喉科医に広く認識されていますが、その診断、治療上の見過ごしてはいけない注意点についてデ
ィスカッションされるものと思います。もう一つは岸本誠司教授、藤井正人先生の御司会で「機能温存をめざ
した下咽頭癌の治療」をテーマに、発声・嚥下機能がどの程度温存されているかを中心に、頭頸部腫瘍の診療
を専門にしていない会員にとっても有用な情報をお話しいただく予定です。
ワークショップとしては原渕保明教授の御司会で「他科からみた扁桃摘出術のクリニカルエビデンス」を企

画しました。耳鼻咽喉科領域で最も試行される頻度の高い口蓋扁桃摘出術については、耳鼻咽喉科の中ではそ
の高い臨床効果は広く認識されているところですが、このワークショップでは耳鼻咽喉科以外の先生方の評価
を紹介していただければと思います。
ランチョンセミナーでは池田 稔教授に「加齢と味覚障害」、川内秀之教授に「口腔咽頭領域の重篤な感染
症の病態と治療－細菌や真菌に対する粘膜免疫の立場から見た考察－」、春間 賢川崎医科大学消化管内科学
教授に「咽喉頭酸逆流症の最新の知見」、横山純吉准教授に「口腔・咽頭領域の超選択的動注療法」を担当し
ていただきます。また、２日目の早朝にはモーニングセミナーとして原 浩貴講師に「いびき・睡眠時無呼吸
症候群の手術－手術適応から術後リスク管理まで－」について、適応から術後の管理について御講演いただき
ます。
特別講演では茶道上田宗箇流家元の上田宗冏宗匠に御講演をお願いいたしました。上田宗箇流は戦国時代か

ら広島の地で伝えられている茶道の流派です。ご存じのように広島は昭和２０年８月６日に投下された原爆によ
って、市街の大部分は灰塵と帰し多くの市民の死とともに文化財産も消滅しました。その中で上田宗箇流は大
きな被害を免れ、４００年以上続く文化の流れを今に伝えておられる貴重な広島の財産です。口腔・咽頭科学会
の大きなテーマの一つである味覚に関する話題であり、学会の合間の文字通り一服となるお話をお聞かせいた
だけるものと思っています。
９月初旬の広島はまだまだ厳しい残暑が続いていると思いますが、是非多くの皆様にご参加いただき、活発

な学術集会となりますように、心よりお願い申し上げます。

平成２３（２０１１）年８月
第２４回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会

会長 平 川 勝 洋
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ご 案 内

【参加される先生方へ】

1．会期・会場について

２０１１年９月８日（木）～９日（金）
ANAクラウンプラザホテル広島
〒７３０―００３７ 広島市中区中町７―２０
TEL：０８２―２４１―１１１１ FAX：０８２―２４１―９１２３

2．参加受付について

すべての参加登録は当日会場でのみ受け付けします。事前参加登録は行いません。
＊参加登録費 １３，０００円（会員懇親会費を含む）
＊受付場所・日時

総合受付（ANAクラウンプラザホテル広島 ３階）にて
９月８日（木）７：５０～１８：３０ ９月９日（金）８：００～１７：００

＊ネームカード（参加証明書）に所属・氏名をご記入の上、会期中は必ずご着用ください。ネームカード
のない方のご入場はお断りしますので、ご協力をお願い申し上げます。

＊初期臨床研修医および医学部学生の参加登録費は無料です。総合受付で学生証など身分の証明できるも
のをご呈示ください。

3．専門医などの登録について

＊日本耳鼻咽喉科学会専門医の方は「学術集会参加報告票」および「耳鼻咽喉科専門医証（IDカード）」
を専用受付にご提出ください。（受付時間：９月９日（金）１５：００まで）
万が一お忘れの場合は、学会終了後１週間以内に「ネームカード（コピー）」と「学術集会参加報告票」
を第２４回日本口腔・咽頭科学会事務局（〒７３４―８５５１ 広島市南区霞１―２―３ 広島大学大学院耳鼻咽喉
科学・頭頸部外科学）までご郵送ください。

＊日本医師会生涯教育講座５単位を取得できます。広島県外からの参加者には受け付け時に「参加証明
証」をお渡しします。広島県内の参加者には受け付け時に受講者名簿へのご記名をお願いします。

4．クロークについて

会場（ANAクラウンプラザホテル広島 ３階）のクロークをご利用ください。なお、貴重品につきま
しては各自でお持ちくださいますようお願いします。

5．機器展示について

会場（ANAクラウンプラザホテル広島 ３階）内「カトレア」で行います。
９月８日（木）９：００～１８：３０ ９月９日（金）９：００～１５：００

❸



6．書籍展示について

会場（ANAクラウンプラザホテル広島 ３階）内「カトレア」前で行います。
９月８日（木）９：００～１８：３０ ９月９日（金）９：００～１７：００

7．ドリンクコーナー・PCコーナーについて

会場（ANAクラウンプラザホテル広島 ３階）内「カトレア」に設けます。ご自由にご利用ください。
９月８日（木）９：００～１８：３０ ９月９日（金）９：００～１５：００

8．会員懇親会について

９月８日（木）１８：４０より第１会場（オーキッド西・中）で行います。ネームカードをご着用の上、奮
ってご参加ください。

9．モーニングセミナーについて

９月９日（金）第１会場（オーキッド西・中）にて行います。軽食をご用意します。

10．ランチョンセミナーについて

両日とも第２会場（オーキッド東）、第３会場（アカシア）にて行います。お弁当をご用意します。

11．関連行事

理 事 会：９月７日（水）１５：００～１７：００ ４階 カメリア
評議員会：９月７日（水）１７：００～１８：００ ３階 第２会場（オーキッド東）
総 会：９月８日（木）１３：００～１３：３０ ３階 第１会場（オーキッド西・中）

12．その他

＊会場内での携帯電話などの使用はご遠慮ください。電源をお切りになるか、マナーモードに設定願いま
す。

＊原則として呼び出しは行いませんのでご了承ください。緊急時に限り、第１会場内のサイドスライドで
お知らせしますのでご確認ください。また、総合受付に伝言板を設けますのでご利用ください。

＊会期前後の学会に関するお問い合わせ先
第２４回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会事務局
広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学
立川隆治・西村久美（秘書）
〒７３４―８５５１ 広島市南区霞１―２―３
TEL：０８２―２５７―５２５２ FAX：０８２―２５７―５２５４
E―mail : koku24@hiroshima―u.ac.jp

【司会・座長の先生方へ】

ご担当いただくセッションの開始１０分前までに次座長席にお着きください。発表時間、質疑応答時間を
厳守し、円滑な運営にご協力をお願いします。
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【発表される先生方へ】

1．発表会場 第１会場 オーキッド西・中
第２会場 オーキッド東
第３会場 アカシア

2．発表時間

一般演題は１演題１０分（発表７分・質疑応答３分）です。座長の指示に従い時間厳守でお願いします。

3．発表形式

PC（１面映写）での発表に限ります。スライドなどでの発表はできませんのでご注意ください。

4．次演者の待機について

円滑な進行のため、開始１５分前までに必ず所定の席にお着きください。

5．PCで発表される方への確認事項

＊ご発表の１時間前までに、PC発表用データを PC受付までお持ちください。必ず「文字化け」「動画」
などの確認をお願いします。（PC本体を持ち込まれる方も必ず PC受付にお立ち寄りください。）

＊データの持ち込み（Windowsのみ）、PC本体の持ち込み（Windows・Macintosh両方とも）に対応し
ます。ただし、Windows7を使用される先生は PC本体の持ち込みをお願いします。
＊会場には液晶プロジェクター（XVGA）をご用意します。
＊会場および PC受付にはWindowsXP・Vistaの PCをご用意します。
＊対応可能なアプリケーションソフトは、Windows Microsoft Power Point 2003・2007・2010です。
＊データの持ち込みには USBメモリーをご利用ください。
＊データ持ち込みの際に、動画をご使用の場合は下記のソフトで再生可能なものに限定します。

Windows Media Player（MPEG1・MPEG2）
容量の大きい（30M以上）AVI形式の画像データは受け付けできません。MPEG2はコーデック（圧縮
形式）によって再生できない場合がありますのでご注意ください。
●動画をご使用の場合は PC本体のお持ち込みをお勧めします。（ただし、その場合も必ずご使用にな
る PCでの動画チェックをお願いします。）

＊発表の際は演台に設置してありますモニターとマウス・キーボードを使用して、演者ご本人で操作をお
願いします。

＊必ずバックアップ用のデータをお持ちください。
＊PCを持ち込まれる場合、外部モニター接続端子（Mini D―sub15 pinピン）をご確認の上、コネクター
が必要であれば必ずご持参ください。また、ACアダプターをお忘れにならないようくれぐれもご注意
願います。
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バスセンター

広島空港より
・  広島バスセンター行きリムジンバス（バスセンターまでの所要時間約50分） 
　バスセンターより徒歩12分
　（バスセンターから地下通路へは中央8入口から入り、アストラムライン本通り駅の東1出口より地上へ。左折方向で徒歩5分）

JR広島駅より
・  広島駅より車で10分

・  広島駅より路面電車で20分（1番宇品行き 袋町下車）

・  広島駅よりバスで15分（Ａホーム3番乗り場広島西飛行場行き 袋町下車）

学会場のご案内
アクセスマップ
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３階　フロア図

ANAクラウンプラザホテル広島
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第１会場

オーキッド西・中
開会の辞 ８：４５～８：５０

８：５０～９：４０
第１群「睡眠時呼吸障害１」
座長 山下裕司（山口大学）

春名眞一（獨協医科大学）

９：４０～１０：２０
第２群「睡眠時呼吸障害２」
座長 飯田政弘（東海大学）

１０：２０～１１：１０
第３群「扁桃・免疫」
座長 西﨑和則（岡山大学）

鈴木正志（大分大学）

１１：１０～１１：４０
第４群「扁桃１」
座長 暁 清文（愛媛大学）

１３：００～１３：３０
総会

１３：３０～１５：００
シンポジウム１
「味覚障害診療ガイドライン
作成に向けて」
司会 黒野祐一（鹿児島大学）

池田 稔（日本大学）

１５：００～１６：００
特別講演
「桃山の武将茶人
上田宗箇と城下町広島」
司会 吉原俊雄（東京女子医科大学）
演者 上田宗冏（上田宗箇流家元）

１６：００～１７：３０
シンポジウム２
「睡眠時無呼吸症候群診療の
ピットフォール」
司会 西村忠郎（藤田保健衛生

大学）
宮崎総一郎（滋賀医科大学）

１８：４０～

第２会場

オーキッド東

８：５０～９：４０
第５群「唾液腺癌１」
座長 岡本牧人（北里大学）

猪原秀典（大阪大学）

９：４０～１０：２０
第６群「唾液腺癌２」
座長 岡本美孝（千葉大学）

１０：２０～１１：００
第７群「口腔咽頭良性腫瘍１」
座長 鈴木幹男（琉球大学）

１１：００～１１：５０
第８群「口腔咽頭良性腫瘍２」
座長 増山敬祐（山梨大学）

清水猛史（滋賀医科大学）

１２：００～１３：００
ランチョンセミナー１
「加齢と味覚障害」
司会 村上信五（名古屋市立大学）
演者 池田 稔（日本大学）

１７：３０～１８：３０
第１２群「唾液腺」
座長 森 望（香川大学）

吉崎智一（金沢大学）

第３会場

アカシア

８：５０～９：４０
第９群「味覚１」
座長 三輪高喜（金沢医科大学）

西元謙吾（鹿児島医療セ
ンター）
９：４０～１０：３０

第１０群「味覚２」
座長 田村公一（徳島大学）

竹野幸夫（広島大学）

１０：３０～１１：５０
第１１群「唾液腺良性腫瘍」
座長 山根英雄（大阪市立大学）

河田 了（大阪医科大学）

１２：００～１３：００
ランチョンセミナー２
「口腔咽頭領域の重篤な感染症の
病態と治療」
司会 山下敏夫（関西医科大学）
演者 川内秀之（島根大学）

１７：３０～１８：３０
第１３群「感染症１」
座長 山中 昇（和歌山県立医

科大学）
鈴木秀明（産業医科大学）

第１日目 平成２３年９月８日（木）

９：００ ９：００

１０：００ １０：００

１１：００ １１：００

１２：００ １２：００

１３：００ １３：００

１４：００ １４：００

１５：００ １５：００

１６：００ １６：００

１７：００ １７：００

１８：００ １８：００

１９：００ １９：００会 員 懇 親 会
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第１会場

オーキッド西・中
モーニングセミナー ８：３０～９：１０
「いびき・睡眠時無呼吸症候群の手術」
司会 友田幸一（関西医科大学）
演者 原 浩貴（山口大学）

９：２０～１０：２０
第１４群「扁桃２」
座長 市村恵一（自治医科大学）

氷見徹夫（札幌医科大学）

１０：３０～１２：００
ワークショップ
「他科からみた扁桃摘出術の
クリニカルエビデンス」
司会 原渕保明（旭川医科大学）

１３：００～１４：３０
シンポジウム３
「機能温存をめざした
下咽頭癌の治療」
司会 岸本誠司（東京医科歯科

大学）
藤井正人（東京医療セン

ター）

１４：３０～１５：５０
第１７群「扁桃３」
座長 鈴木賢二（藤田保健衛生大学

坂文種報徳會病院）
池田勝久（順天堂大学）

１５：５０～１７：００
第１８群「睡眠時呼吸障害３」
座長 竹内万彦（三重大学）

竹内裕美（鳥取大学）

閉会の辞 １７：００～

第２会場

オーキッド東

９：２０～１０：２０
第１５群「口腔咽頭癌１」
座長 中島 格（久留米大学）

長谷川泰久（愛知県がん
センター中
央病院）

１２：００～１３：００
ランチョンセミナー３
「咽喉頭酸逆流症の最新の知見」
司会 内藤健晴（藤田保健衛生大学）
演者 春間 賢（川崎医科大学

消化管内科学）

１４：３０～１５：２０
第１９群「口腔咽頭癌２」
座長 峯田周幸（浜松医科大学）

林 隆一（国立がん研究セ
ンター東病院）
１５：２０～１６：２０

第２０群「口腔咽頭癌３」
座長 吉田知之（東京医科大学）

北野博也（鳥取大学）

第３会場

アカシア

９：２０～１０：２０
第１６群「感染症２」
座長 洲崎春海（昭和大学）

髙橋 姿（新潟大学）

１２：００～１３：００
ランチョンセミナー４
「口腔・咽頭領域の超選択的動注療法」
司会 甲能直幸（杏林大学）
演者 横山純吉（順天堂大学）

１４：３０～１５：１０
第２１群「感染症３」
座長 原田 保（川崎医科大学）

１５：１０～１６：００
第２２群「症例」
座長 家根旦有（近畿大学奈良病院）

鮫島靖浩（熊本大学）

１６：００～１７：００
第２３群「嚥下・構音」
座長 堀口利之（北里大学）

兵頭政光（高知大学）

第２日目 平成２３年９月９日（金）

９：００ ９：００

１０：００ １０：００

１１：００ １１：００

１２：００ １２：００

１３：００ １３：００

１４：００ １４：００

１５：００ １５：００

１６：００ １６：００

１７：００ １７：００

１８：００ １８：００

１９：００ １９：００

❾



第 1日目 9月 8日（木）
第 1会場（オーキッド西・中）

開会の辞 （ 8：45～ 8：50）

第 1群 睡眠時呼吸障害 1 （ 8：50～ 9：40）
座長 山 下 裕 司（山口大学）

春 名 眞 一（獨協医科大学）
１．睡眠時呼吸障害に対する手術療法の検討 第４報―手術療法の効果から見た SDB病態の検討

久松 建一
（久松耳鼻咽喉科医院 土浦いびき・睡眠時呼吸障害センター、日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
工藤 逸大、高根 智之、平井 良治、牧山 清（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

２．閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する内視鏡下鼻内手術の効果
高橋 里沙、寳地 信介、竹内 頌子、大久保淳一、池嵜 祥司、鈴木 秀明
（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科）

３．閉塞性睡眠時無呼吸症患者の術直後における睡眠呼吸状態評価
竹尾 輝久、濱田 昌史、飯田 政弘（東海大学耳鼻咽喉科）

４．OSAS患者に対する CPAP以外の治療経験
須長 寛（舞鶴共済病院）
徳永 貴広（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
加藤 幸宣（舞鶴共済病院）
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

５．睡眠時無呼吸症候群に対する周術期 biPAP管理のための鼻治療の工夫
大岡 久司、朝子 幹也（関西医科大学附属枚方病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
八木 正夫（医仁会武田総合病院耳鼻咽喉科）
村田 英之、友田 幸一（関西医科大学附属枚方病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

第 2群 睡眠時呼吸障害 2 （ 9：40～10：20）
座長 飯 田 政 弘（東海大学）

６．鎮静下ルーチン胃内視鏡で閉塞型睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング診断は可能か
木庭 郁朗、三井 貴博（山鹿中央病院消化器科）
大圃 研（NTT東日本関東病院消化器内科）

７．OSASスクリーニングにおける STOP―BANG質問票の有用性
井上 雄太、矢部多加夫、松浦 省己（都立広尾病院耳鼻咽喉科）

８．高齢者の睡眠時呼吸障害における形態診断（第２報）―AHIによる重症度別の比較検討
菊池 淳（菊池医院）
池園 圭子（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、久留米大学病院睡眠医療外来、
久留米大学医療センター耳鼻咽喉科）
佐藤 公則、中島 格（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

９．OSAS患者に対する OA治療効果の予測について
鈴木 啓介（名古屋第一赤十字病院耳鼻咽喉科）
中田 誠一（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科（第２教育病院））
中島 務（名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座耳鼻咽喉科学）
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第 3群 扁桃・免疫 （10：20～11：10）
座長 西 﨑 和 則（岡山大学）

鈴 木 正 志（大分大学）
１０．IgA腎症における APRIL（A ProlifeRation―Inducing Ligand）の検討

高原 幹、駒林 優樹、小林 祐希、長門 利純、岸部 幹、原渕 保明
（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１．口蓋扁桃におけるホスホリルコリン特異的抗体産生と IgA腎症の予後
黒野 祐一、大堀純一郎、川畠 雅樹、馬越 瑞夫、牧瀬 高穂（鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科）

１２．扁桃病巣疾患の病態形成における Th17の関与について
林 正樹、玉川 俊次、保富 宗城、田村 真司、山中 昇
（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１３．閉塞性睡眠時無呼吸症候群の扁桃組織における濾胞ヘルパーＴ細胞の機能解析
松宮 弘、荒 志保子（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
久保 輝文、Ye Rui Carrie、一宮 慎吾（札幌医科大学病理学第一講座）
氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

１４．コレラトキシン経皮免疫による口腔粘膜免疫応答の誘導
永野 広海、馬越 瑞夫、牧瀬 高穂、黒野 祐一
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科）

第 4群 扁桃 1 （11：10～11：40）
座長 暁 清 文（愛媛大学）

１５．口蓋扁桃摘出術クリニカルパスに関する全国アンケート調査
河野 正充（有田市立病院耳鼻咽喉科）
杉田 玄、山中 昇（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科）

１６．当施設における口蓋扁桃手術へのクリニカルパスの運用
井田裕太郎（東邦大学第１耳鼻咽喉科、国際親善病院耳鼻咽喉科）
長舩 大士、松島 康二、枝松 秀雄（東邦大学第１耳鼻咽喉科）

１７．当院における Coblation Tonsillectomyの収支について
杉田 玄（和歌山医科大学耳鼻咽喉科頭頸科）
河野 正充（有田市立病院耳鼻咽喉科）
山中 昇（和歌山医科大学耳鼻咽喉科頭頸科）

総会 （13：00～13：30）

シンポジウム 1 （13：30～15：00）
司会 黒 野 祐 一（鹿児島大学）

池 田 稔（日本大学）
「味覚障害診療ガイドライン作成に向けて」

1．味覚障害の原因と分類
平井 良治、池田 稔（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

2．味覚障害の診断
井之口 昭（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3．味覚障害の治療法とその効果
愛場 庸雅（大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科）

4．耳鼻咽喉科の診療に関連した味覚障害
阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）
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特別講演 （15：00～16：00）
司会 吉 原 俊 雄（東京女子医科大学）

「桃山の武将茶人上田宗箇と城下町広島」
上田 宗冏（上田宗箇流家元）

シンポジウム 2 （16：00～17：30）
司会 西 村 忠 郎（藤田保健衛生大学）

宮 崎 総一郎（滋賀医科大学）
「睡眠時無呼吸症候群診療のピットフォール」

1．外科手術の Pitfall

中田 誠一（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科）
2．簡易型睡眠時呼吸モニター・オート PAPのピットフォール

鈴木 雅明（帝京大学耳鼻咽喉科）
3．小児の SAS診療のピットフォール

工藤 典代（千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科）
4．耳鼻咽喉科診療における潜在的睡眠時無呼吸症候群

立川 隆治（広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
5．睡眠医療への新しい展望―メニエール病に対する新たなる治療―

中山 明峰（名古屋市立大学睡眠医療センター）
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第 1日目 9月 8日（木）
第 2会場（オーキッド東）

第 5群 唾液腺癌 1 （ 8：50～ 9：40）
座長 岡 本 牧 人（北里大学）

猪 原 秀 典（大阪大学）
１８．耳下腺筋上皮癌の１例

牧野 琢丸、小野田友男、大道亮太郎、和田 昴、石原 久司、平井 悠、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

１９．当科で経験した耳下腺基底細胞腺癌の１症例
浜本 真一、福辻 賢治、秋定 健、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

２０．耳下腺原発大細胞性神経内分泌癌の１例
樽谷 貴之、永澤 昌（市立三次中央病院）

２１．耳下腺上皮筋上皮癌の一例：免疫組織学的検討
五十嵐 賢（富士吉田市立病院耳鼻いんこう科）
近松 一朗、代永 孝明、増山 敬祐（山梨大学医学部医学科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

２２．当科における耳下腺癌の組織型による過去２２年間の検討
茶薗 英明、花澤 豊行、岡本 美孝（千葉大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第 6群 唾液腺癌 2 （ 9：40～10：20）
座長 岡 本 美 孝（千葉大学）

２３．顎下腺原発 Oncocytic carcinomaの１例
正垣 直樹、村本 大輔、森 一功、土井 勝美（近畿大学医学部付属病院耳鼻咽喉科）

２４．唾液腺導管癌の４症例
松原 由歩、大脇 成広、清水 猛史（滋賀医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

２５．唾液腺導管癌４症例の検討
伊藤 伸、横山 純吉、大峡 慎一、藤巻 充寿、池田 勝久
（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）

２６．トラスツズマブにより腫瘍縮小効果を得た唾液腺導管癌の１例
平井 悠、小野田友男、大道亮太郎、和田 昴、石原 久司、牧野 琢丸、假谷 伸、西﨑 和則
（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）

第 7群 口腔咽頭良性腫瘍 1 （10：20～11：00）
座長 鈴 木 幹 男（琉球大学）

２７．食事摂取困難を主訴に受診した舌血管腫の１症例
渡部 泰輔、佐々木 淳、西 康行、平川 治男（呉医療センター・中国がんセンター耳鼻咽喉科）

２８．特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併した妊婦の外傷性舌血腫の１症例
瀧澤 義徳、岡村 純、細川 誠二、峯田 周幸（浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科）

２９．舌に発生した extrapleural solitary fibrous tumor（hemangiopericytoma）の１例
山田 卓生、増田 聖子、鮫島 靖浩（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３０．副咽頭に発生した第２鰓溝嚢胞の１例
外山 勝浩、中村 雄、東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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第 8群 口腔咽頭良性腫瘍 2 （11：00～11：50）
座長 増 山 敬 祐（山梨大学）

清 水 猛 史（滋賀医科大学）
３１．当科で加療を行った下咽頭梨状窩瘻手術症例の検討

中多 祐介、柴山 将之、大脇 成広、清水 猛史
（滋賀医科大学医学部耳鼻咽喉科）

３２．右側に発生した下咽頭梨状窩瘻の１例
野田 礼彰、平川 勝洋、竹野 幸夫、井門謙太郎
（広島大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科）

３３．口腔底脂肪腫の１例
小川 裕介、馬場 優（大田原赤十字病院耳鼻咽喉科）

３４．半導体レーザー治療が有効であった口腔咽頭静脈奇形の１例
大道亮太郎、小野田友男、和田 昴、平井 悠、石原 久司、牧野 琢丸、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

３５．経口腔的ロボット手術（Transoral Robotic Surgery ; TORS）の臨床応用に向けて
清水 顕、伊藤 博之（東京医科大学耳鼻咽喉科学教室）
吉田 知之（東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科学教室）

ランチョンセミナー 1 （12：00～13：00）
司会 村 上 信 五（名古屋市立大学）

「加齢と味覚障害」
池田 稔（日本大学）

第12群 唾液線 （17：30～18：30）
座長 森 望（香川大学）

吉 崎 智 一（金沢大学）
５４．成人に見られたムンプス髄膜炎の１例

岡庭 亜弥、洲崎 春海、清水 俊行（昭和大学耳鼻咽喉科学教室）
５５．耳下腺腫脹を契機に見つかった金属アレルギーの症例

濱本 隆夫、平川 勝洋、野田 礼彰、高原 大輔（広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
５６．顎下腺摘出後に肺病変が自然消退したキュットナー腫瘍の１例

山崎 徳和（函館五稜郭病院耳鼻咽喉科）
関 伸彦、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

５７．線維素性唾液管炎の３症例
土屋 昭夫、相澤 直孝、髙橋 姿（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）
佐藤 邦広（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科）

５８．Sialendoscopeを用いた低侵襲手術の現状
松延 毅、栗岡 隆臣、宮川 義弘、塩谷 彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

５９．顎下腺良性疾患の術式と合併症についての検討
西川 周治、吉村 勝弘、李 昊哲、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科学教室）
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第 1日目 9月 8日（木）
第 3会場（アカシア）

第 9群 味覚 1 （ 8：50～ 9：40）
座長 三 輪 高 喜（金沢医科大学）

西 元 謙 吾（鹿児島医療センター）
３６．マウス味細胞における PKD2L1/PKD1L3チャネル解析

川口 仁、濱島 有喜、村上 信五（名古屋市立大学医学部医学科）
３７．ラットの舌有郭乳頭部における味覚受容体遺伝子発現の局在と亜鉛欠乏による変化の検討

池田 篤生、関根 大喜、田中 真琴（日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学系耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
高尾 恭一（日本大学生体機能医学系生理学分野）
池田 稔（日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学系耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

３８．亜鉛欠乏飼育期間によるラットの舌有郭乳頭部の味覚受容体遺伝子発現の変化
関根 大喜（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
高尾 恭一、國分眞一郎（日本大学医学部生体機能医学系生理学分野）
吉長 幸嗣（ゼリア新薬工業株式会社中央研究所）
池田 稔（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

３９．全口腔法による簡易味覚機能評価
任 智美、梅本 匡則、根来 篤、坂口 明子、岡 秀樹、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）

４０．NBIを用いたコンタクトエンドスコープによる舌乳頭観察
島田 哲明、鎌田 英男（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学）

第10群 味覚 2 （ 9：40～10：30）
座長 田 村 公 一（徳島大学）

竹 野 幸 夫（広島大学）
４１．当科における味覚障害１０５９例の検討

坂口 明子、任 智美、岡 秀樹、根来 篤、梅本 匡則、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）
４２．外傷後味覚障害、嗅覚障害症例

鎌田 英男（群馬大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、
群馬大学医学部附属病院地域医療推進研究部門）
島田 哲明、古屋 信彦（群馬大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

４３．Cronkhite―Canada症候群における味覚障害、嗅覚障害の経時的変化
松本 祐磨、増田 正次、茂呂 順久、甲能 直幸（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

４４．RCTによる味覚障害患者に対するポラプレジンクの検討
野村 泰之、池田 稔（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

４５．味覚障害患者に対するポラプレジンク長期投与の検討
任 智美、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）
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第11群 唾液腺良性腫瘍 （10：30～11：50）
座長 山 根 英 雄（大阪市立大学）

河 田 了（大阪医科大学）
４６．当科における木村病の検討

崎谷 恵理、鯨井 桂子、山村 幸江、野中 学、吉原 俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
４７．当科における耳下腺腫瘍の検討

小山新一郎（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）
村上 信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉科）

４８．耳下腺良性腫瘍手術症例の検討
中野 宏、新井 啓仁、池淵嘉一郎、島田 剛敏、久 育男
（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

４９．耳下腺良性腫瘍３００例の手術治療経験
河田 了、鈴木 倫雄、西川 周治、吉村 勝弘、李 昊哲（大阪医科大学）

５０．唾液腺粘表皮癌を契機に発見された IgG4関連疾患症例の１例
田畑 貴久、森 貴稔、鈴木 秀明（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科）

５１．当科における顎下腺腫瘍の臨床的検討
油井 健宏、加藤 久幸、岡田 達佳、櫻井 一生、内藤 健晴（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科）

５２．当科における唾液腺腫瘍の臨床的検討
森倉 一朗、青井 典明、淵脇 貴史、田村優希江（島根大学医学部医学科）
木村 光宏（島根県立中央病院耳鼻咽喉科）
片岡 真吾（島根大学医学部医学科、松阪中央総合病院耳鼻咽喉科）
川内 秀之（島根大学医学部医学科）

５３．当院における小唾液腺腫瘍症例の検討
前田 一彦、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 2 （12：00～13：00）
司会 山 下 敏 夫（関西医科大学）

「口腔咽頭領域の重篤な感染症の病態と治療―細菌や真菌に対する粘膜免疫の立場から見た考察―」
川内 秀之（島根大学）

第13群 感染症 1 （17：30～18：30）
座長 山 中 昇（和歌山県立医科大学）

鈴 木 秀 明（産業医科大学）
６０．扁桃周囲膿瘍の臨床像と CT所見（第２報）

小林 一豊、今井 良吉（KKR札幌医療センター耳鼻咽喉科）
６１．クリンダマイシン、穿刺排膿による扁桃周囲膿瘍治療

竹中 幸則、猪原 秀典（大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
６２．扁桃周囲膿瘍に合併した仮性外頸動脈瘤の１例

中村 雄、外山 勝浩、東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学）
６３．不良な予後に至った伝染性単核球症の１例

妻鳥敬一郎、大西 克樹、中川 尚志（福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
６４．排膿に際し硬性内視鏡が有用であった咽後膿瘍の一例

金城 秀俊、喜友名朝則、新濱 明彦、鈴木 幹男
（琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

６５．上咽頭結核の一症例
呉 奎真、濱島 有喜、村上 信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 2日目 9月 9日（金）
第 1会場（オーキッド西・中）

モーニングセミナー （ 8：30～ 9：10）
司会 友 田 幸 一（関西医科大学）

「いびき・睡眠時無呼吸症候群の手術―手術適応から術後リスク管理まで―」
原 浩貴（山口大学）

第14群 扁桃 2 （ 9：20～10：20）
座長 市 村 恵 一（自治医科大学）

氷 見 徹 夫（札幌医科大学）
６６．当科における IgA腎症症例に対する扁摘効果について

喜瀬 乗基、金城 秀俊、喜友名朝則、新濱 明彦、鈴木 幹男
（琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

６７．当院における IgA腎症患者の両側口蓋扁桃摘出術の効果
田村優希江、森倉 一朗、青井 典明、片岡 真吾、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）
伊藤 孝史（島根大学医学部腎臓内科）

６８．移植腎 IgA腎症例に対する扁摘・パルス療法 第２報―２年予後―
土井 彰、田村 耕三、小桜 謙一、村井 綾、島本久美子（高知医療センター耳鼻咽喉科）
溝渕 憲子、土山 芳徳（高知医療センター腎臓内科）
渋谷 祐一（高知医療センター移植外科）
赤木 博文（独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター耳鼻咽喉科）

６９．内視鏡下におけるワルダイエル扁桃輪の検討
松山 浩吉（松山耳鼻咽喉科）

７０．扁桃摘出術を施行した SAPHO症候群４０例の検討
小林 祐希、高原 幹、長門 利純、國部 勇、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）

７１．両口蓋扁桃摘出術が有効であった膝関節水腫の１例
重田芙由子、山本 昌彦、鈴木 光也、吉田 友英、野村 俊之、大和田聡子、池宮城慶寛、田村 裕也
（東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科）
柴田 孝史（東邦大学医療センター佐倉病院整形外科）

ワークショップ （10：30～12：00）
司会 原 渕 保 明（旭川医科大学）

「他科からみた扁桃摘出術のクリニカルエビデンス」
1．皮膚疾患における扁桃摘出術の選択とその有用性

小林 里実（聖母病院皮膚科）
2．扁桃炎に伴う反応性関節炎と扁桃摘出術の効果

小林 茂人（順天堂大学医学部付属順天堂越谷病院内科）
3．IgA腎症における扁摘エビデンスの変遷

堀田 修（堀田 修クリニック、IgA腎症根治治療ネットワーク代表）
4．小児ヘノッホ・シェーンライン紫斑病／紫斑病性腎炎と IgA腎症に対する病巣感染巣治療＋扁摘パルス療法
の効果と適応
永野千代子（仙台赤十字病院小児科）

＜追加発言＞扁桃病巣疾患における扁桃摘出術についてのアンケート調査
長門 利純（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

17



シンポジウム 3 （13：00～14：30）
司会 岸 本 誠 司（東京医科歯科大学）

藤 井 正 人（東京医療センター）
「機能温存をめざした下咽頭癌の治療」

1．下咽頭癌に対する機能温存を目指した化学放射線療法
德丸 裕（国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科）
角田 晃一、加我 君孝（国立病院機構東京医療センター臨床研究センター）

2．下咽頭癌に対する超選択的動注化学療法と照射の同時併用療法の有用性
本間 明宏、加納 里志、水町 貴諭、福田 諭
（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3．経口腔的下咽頭部分切除術
杉本 太郎（東京医科歯科大学耳鼻咽喉科）
岸本 誠司（東京医科歯科大学頭頸部外科）

4．外切開による喉頭温存手術
藤井 隆（大阪府立成人病センター耳鼻咽喉科）

第17群 扁桃 3 （14：30～15：50）
座長 鈴 木 賢 二（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院）

池 田 勝 久（順天堂大学）
８４．子供のコブレーター扁摘

土井 彰、小桜 謙一、村井 綾、島本久美子、田村 耕三（高知医療センター耳鼻咽喉科）
赤木 博文（独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター耳鼻咽喉科）

８５．コブレータを用いて摘出した口蓋扁桃の組織学的検討
竹内 啓（JR東京総合病院耳鼻咽喉科）
石尾健一郎（都立墨東病院耳鼻咽喉科）
原 誠（JR東京総合病院耳鼻咽喉科）

８６．コブレーターを用いた口蓋扁桃摘出術における急性期創傷治癒と疼痛に関しての検討
野村研一郎、林 達哉、高原 幹、國部 勇、片田 彰博、原渕 保明
（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

８７．コブレーションシステムを用いた口蓋扁桃摘出術における術後出血例の検討
菊池 恒、長友 孝文、笹村 佳美、市村 恵一（自治医科大学医学部耳鼻咽喉科）

８８．口蓋扁桃摘出術におけるハーモニックスカルペルの使用経験
吉本 亮一、大野 十央（武蔵野赤十字病院耳鼻咽喉科）
喜多村 健（東京医科歯科大学耳鼻咽喉科学）

８９．扁桃摘出術におけるマイクロディセクションニードルの使用経験
濱島 有喜、川口 仁、中山 明峰、村上 信五（名古屋市立大学）

９０．当科における扁桃摘出術・アデノイド切除術
余田 敬子、貞安 令（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）

９１．当科における口蓋扁桃摘出術の工夫
本橋 玲、塚原 清彰、中村 一博、遠藤 稔、岡吉 洋平、高瀬聡一郎、吉田 知之
（東京医科大学八王子医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科学教室）
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第18群 睡眠時呼吸障害 3 （15：50～17：00）
座長 竹 内 万 彦（三重大学）

竹 内 裕 美（鳥取大学）
９２．小児睡眠呼吸障害の疫学調査

北村 拓朗、宮崎総一郎（滋賀医科大学睡眠学講座）
駒田 一朗（社会保険滋賀病院耳鼻咽喉科）

９３．小児 OSASにおける術後の長期成績について
相澤 直孝、土屋 昭夫、佐藤 邦広、髙橋 姿（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）

９４．小児睡眠時無呼吸症候群患児の術後血清 IGF―1・NT―proBNP値の変化
青井 二郎、小森 正博、兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

９５．脳梗塞の危険因子発見のための、口腔咽頭・頸部検診確立にむけて
角田 晃一（国立病院機構東京医療センター臨床研究センター、国立病院機構）
沼田 勉、黒田 浩之、田中 藤信、石井 豊太、橋本 省（国立病院機構）
矢部多加夫（都立広尾病院）
中原はるか（帝京大学溝口病院）
石本 晋一（社会保険中央総合病院）
土肥 守（国立病院機構）

９６．多系統萎縮症患者における睡眠時呼吸障害例
中島 逸男（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、獨協医科大学睡眠医療センター）
大久保昌章（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、獨協医科大学睡眠医療センター、
おおくぼみみはなのどクリニック）
平林 秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科、獨協医科大学睡眠医療センター）

９７．高度の睡眠時無呼吸を呈し、治療に苦慮した Klippel―Trenaunay症候群の１例
高橋 宏尚、暁 清文、岡田 昌浩（愛媛大学耳鼻咽喉科）

９８．治療選択に苦慮した重症閉塞性睡眠時呼吸障害の１例
福島 慶（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）
樋上 茂（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、
ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリニック）
北野 博也（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）

閉会の辞 （17：00～）
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第 2日目 9月 9日（金）
第 2会場（オーキッド東）

第15群 口腔咽頭癌 1 （ 9：20～10：20）
座長 中 島 格（久留米大学）

長谷川 泰 久（愛知県がんセンター中央病院）
７２．下顎骨二次性エナメル上皮癌の１例

石原 久司、小野田友男、假谷 伸、牧野 琢丸、平井 悠、和田 昴、大道亮太郎、西﨑 和則
（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）

７３．下顎骨肉腫の１例
和田 昂、小野田友男、假谷 伸、牧野 琢丸、石原 久司、平井 悠、大道亮太郎、西﨑 和則
（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）

７４．口腔癌に対する治療方針とその成績
鈴木 倫雄、西川 周治、李 昊哲、河田 了（大阪医科大学医学部耳鼻咽喉科）

７５．当科における上歯肉・硬口蓋扁平上皮癌の臨床的検討
小野田友男、牧野 琢丸、石原 久司、平井 悠、大道亮太郎、和田 昴、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

７６．耳管咽頭口に転移をきたした腎癌の１症例
意元 義政、成田 憲彦、森川 太洋、藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科学）

７７．顔面深部に進展した悪性腫瘍の２症例
下出 祐造、野村 裕子、山本 純平（金沢医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
宮澤 徹（浅ノ川総合病院耳鼻咽喉科）
辻 裕之、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

ランチョンセミナー 3 （12：00～13：00）
司会 内 藤 健 晴（藤田保健衛生大学）

「咽喉頭酸逆流症の最新の知見」
春間 賢（川崎医科大学消化管内科学）
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第19群 口腔咽頭癌 2 （14：30～15：20）
座長 峯 田 周 幸（浜松医科大学）

林 隆 一（国立がん研究センター東病院）
９９．当科における中咽頭側壁原発扁平上皮癌症例の臨床検討

野村 文敬（東京医科歯科大学医学部頭頸部外科）
杉本 太郎、清川 佑介（東京医科歯科大学医学部耳鼻咽喉科）
岸本 誠司（東京医科歯科大学医学部頭頸部外科）

１００．当科における中咽頭癌症例の臨床的検討、特にハイリスク型 HPV感染の有無について
石川 和也、近藤 悟、吉崎 智一（金沢大学脳病態医学感覚運動病態学講座耳鼻咽喉科学分野）

１０１．HPV感染による中咽頭癌治療の層別化戦略
水町 貴諭、加納 里志、本間 明宏、折舘 伸彦、福田 諭
（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

１０２．中咽頭癌側壁型（T2 T3）症例に経口腔的切除法の有用性を検討
横山 純吉、伊藤 伸、大峡 慎一、池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉・頭頸科）
花栗 誠（九州労災病院耳鼻咽喉科）

１０３．進行中咽頭癌に対する TPF併用放射線治療の有用性の検討
吉田 知之（東京医科大学）
伊藤 博之（東京医科大学耳鼻咽喉科）
中村 一博（東京医科大学）
清水 顕（東京医科大学耳鼻咽喉科）
塚原 清彰（東京医科大学）
清水 重敬、高田 大輔（東京医科大学耳鼻咽喉科）
岡本 伊作（国際医療福祉大付属三田病院頭頸部腫瘍センター）
本橋 玲（東京医科大学）
近藤 貴仁、岡田 拓朗（東京医科大学耳鼻咽喉科）

第20群 口腔咽頭癌 3 （15：20～16：20）
座長 吉 田 知 之（東京医科大学）

北 野 博 也（鳥取大学）
１０４．頭頚部癌化学放射線療法における口腔粘膜障害に対する鎮痛療法の検討

川田 百合、清水 顕、豊村 文将、岡田 拓朗、鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科学教室）
１０５．コブレーションシステムを用いた舌部分切除術

長友 孝文、菊池 恒、市村 恵一（自治医科大学耳鼻咽喉科）
坂谷 貴司、福嶋 敬宜（自治医科大学病理診断部）

１０６．Taxotere，Cisplatin，5―FUを用いた導入化学療法による喉頭温存治療
渡邉 昭仁、辻榮 仁志（恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１０７．喉頭全摘出後の咽頭皮膚瘻孔に対する遊離空腸パッチおよび DP皮弁による再建症例
平野 隆、前田 一彦、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

１０８．内視鏡的喉頭咽頭手術後に遊離空腸再建術を要した下咽頭癌の１症例
平川 治男、西 康行、佐々木 淳、渡部 泰輔（呉医療センター・中国がんセンター耳鼻咽喉科）

１０９．頭頸部癌手術における PGAシート被覆の有用性
大峡 慎一、横山 純吉、藤巻 充寿、伊藤 伸、松本 文彦、池田 勝久
（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）
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第 2日目 9月 9日（金）
第 3会場（アカシア）

第16群 感染症 2 （ 9：20～10：20）
座長 洲 崎 春 海（昭和大学）

髙 橋 姿（新潟大学）
７８．齲歯から生じた深頸部膿瘍の１例

兼井 彩子、高橋 郷、工藤 睦男、洲崎 春海（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
７９．高気圧酸素療法が奏功した頸部ガス壊疽の１症例

佐々木 淳、平川 治男、西 康行、渡部 泰輔（国立病院機構呉医療センター耳鼻咽喉科）
８０．歯ブラシ外傷から副咽頭間隙膿瘍を併発した１例

鯨井 桂子、一瀬 和美、山村 幸江、吉原 俊雄（東京女子医科大学医学部医学科）
８１．外来診療における急性喉頭蓋炎取扱指針に関するレトロスペクティブスタディ

國本 優（耳鼻咽喉科くにもと医院、広島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室）
竹野 幸夫（広島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室）

８２．放線菌症による喉頭蓋膿瘍の１例
高原 大輔、大久保 剛、立川 隆治、平川 勝洋（広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

８３．慢性喉頭蓋炎の１例
佐々木崇博（市立豊中病院耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 4 （12：00～13：00）
司会 甲 能 直 幸（杏林大学）

「口腔・咽頭領域の超選択的動注療法」
横山 純吉（順天堂大学）

第21群 感染症 3 （14：30～15：10）
座長 原 田 保（川崎医科大学）

１１０．当科における小児深頸部膿瘍の検討
森川 太洋、徳永 貴広、成田 憲彦、藤枝 重治（福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１１．サイトメガロウィルス感染が原因と考えられる、咽頭潰瘍から縦隔気腫に至った１例
村本 大輔、正垣 直樹、寺尾 恭一、森 一功、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）

１１２．CTにて咽後膿瘍類似の咽後部低吸収域を呈した川崎病８例の検討
八木 正夫、小野 通夫、中川 浩伸（医仁会武田総合病院耳鼻咽喉科）
友田 幸一（関西医科大学附属枚方病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１１３．扁桃周囲炎ならびに頸部急性化膿性リンパ節炎を疑わせた川崎病症例
酒井 あや（金沢医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
向山 弘高（金沢医科大学小児科学）
堀口 章子、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
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第22群 症例 （15：10～16：00）
座長 家 根 旦 有（近畿大学奈良病院）

鮫 島 靖 浩（熊本大学）
１１４．魚骨異物が疑われ診断に苦慮した茎状突起過長症の１例

島田 翔子、山下ゆき子、石戸谷淳一（横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科）
佃 守（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１５．総頸動脈走行異常の１例
松本 吉史、横井 秀格、甲能 直幸（杏林大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１６．食事介護による口腔底外傷から気道狭窄をおこした１例
増田 聖子、鮫島 靖浩、湯本 英二（熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１１７．放射線治療後に腐骨片を誤飲し食道穿孔をきたした１例
豊村 文将、清水 顕、清水 雅明、許斐 氏元、岡田 拓朗、高瀬聡一郎、鈴木 衞
（東京医科大学病院耳鼻咽喉科）

１１８．急激に増大した振子様扁桃のため呼吸困難を生じた１例
金川 英寿、原 浩貴、中本 哲也、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）

第23群 嚥下・構音 （16：00～17：00）
座長 堀 口 利 之（北里大学）

兵 頭 政 光（高知大学）
１１９．嚥下障害をきたした Forestier病の１例

篠原 宏（総合新川橋病院耳鼻咽喉科）
１２０．Forestier病（強直性脊椎骨増殖症）の手術法の検討

岩井 大、島野 卓史、馬場 奨（関西医科大学滝井病院耳鼻咽喉科）
友田 幸一（関西医科大学枚方病院頭頸・耳鼻咽喉科）

１２１．嚥下障害が初発症状であった破傷風の１例
園山 徹、谷光 徳晃（広島赤十字・原爆病院）

１２２．誤嚥防止術後の合併症とその対応
鮫島 靖浩、増田 聖子、湯本 英二（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２３．内科的疾患を背景に持つ嚥下障害患者に対するチームアプローチについて
中本 哲也、原 浩貴、金川 英寿、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）

１２４．酒石酸吸入咳反射テストによる嚥下機能評価
平位 知久、福島 典之（県立広島病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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