
会 長 挨 拶

内 藤 健 晴
藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科学教授

第２６回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会を開催するに当たり、吉原俊雄理事長はじめ役員およ
び会員の皆様には大変お世話になり、深く感謝いたします。

また、今回、１５１題という予想を上回る一般演題をご登録いただき、関係各位には厚く御礼申し上げます。
当初、定期の〆切日に７８題と心胆寒からしむ数字に驚愕し、１週間延期しても１００題を下回るという状況に茫
然とし、〆切をさらに１週間延期し、皆様のご厚情にお縋りましたところ、お蔭をもちまして、このように胸
を張ることができる演題数がいただけました。ご協力を賜りました施設には心より感謝申し上げます。

さて、今回のテーマを「Diversity, Sotomato―pharyngology」としたのは、口腔・咽頭領域は医学全体からみ
れば、いかにも些細な領域のようにみられますが、特別プログラムにありますように、疾患あるいは研究テー
マ（病巣性扁桃炎、扁桃手術技術、シェーグレン症候群、IgG4関連疾患、睡眠時無呼吸症候群、悪性腫瘍、
アレルギー、咽喉頭逆流症、味覚障害、口腔ケアなど）として全身と深くつながりのある極めて多様性（diver-

sity）に富んだ領域であることが理解できると思います。

我々は、生命維持に必要な水分や食物を口腔・咽頭から摂取しています。しかし、それらが損なわれると十
分かつ安全に摂食することができなくなります。一方、この地球上には健康であっても水も食べ物も十分に摂
れない人たちがたくさんいます。今回は特別講演として、ザンビアやカンボジアでの食料・医療支援に尽力し
ていらっしゃる吉田 修先生のお話を聴き、日本人が普段意識せずにいる贅沢な食の幸せについて実感してい
ただけたらと思います。

会期中、会場の一部にフォトギャラリー「５人展（小松崎 篤、村上 泰、坂倉康夫、友田幸一、内藤健晴）：
地球への憧憬Ⅲ」を併設しておりますので、熱い討論で疲れた折にはギャラリーで頭を休めていただき、次の
学術行事参加への鋭気を養っていただけたらと存じます。

皆様には、是非多数のご参加をいただき、学会およびフォトギャラリーを楽しんでいただけたらと存じます。
また、懇親会では、名古屋の名物、銘酒を揃えておりますので、飲食できる悦びを心から堪能していただき、
正常な口腔・咽頭機能のあるありがたさを実感していただければと存じます。

平成２５（２０１３）年８月
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ご 案 内

【参加者の皆様へ】

会期中はカジュアルなスタイルでご参加ください。

1．会期・会場

・会 期：２０１３年９月１２日（木）・１３日（金）
・会 場：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

〒４６０―００２３ 愛知県名古屋市中区金山町１丁目１―１ TEL：０５２―６８３―４１１１

2．参加登録受付

・日 時：９月１２日（木）８：００～１８：００
９月１３日（金）７：３０～１４：３０

・場 所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
7F ザ・グランコートⅠ・Ⅱ ホワイエ

・参加費：１３，０００円
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下さい。

※事前登録は行いません。
※ネームカードの再発行は行いませんので、紛失なさらないようご注意下さい。
※初期臨床研修医および医学部学生は無料で参加できます。受付で学生証など身分の証明できるものをご
提示下さい。

3．日本耳鼻咽喉科学会専門医制度について

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１２日（木）８：００～１６：３０
９月１３日（金）７：３０～１３：２０
※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
下記までご郵送下さい。

〒１０８―００７３ 東京都港区三田２―１４―７ ローレル三田１２０５号
日本口腔・咽頭科学会事務局

4．日本医師会生涯教育制度について

日本医師会生涯教育制度の単位・カリキュラムコードが取得できます。ご希望の方には受付時に「参加
証明書」をお渡しいたします。
【取得可能単位数】
９月１２日（木） ５単位
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９月１３日（金） ５単位
【取得可能カリキュラムコード】
２５．リンパ節腫脹、２８．発熱、４５．呼吸困難、４７．誤嚥、４９．嚥下困難、５７．外傷、７３．慢性疾患・複
合疾患の管理、８４．その他
※１２日（木）・１３日（金）ともに取得カリキュラムコードは上記８項目です。

5．クローク

5F、6Fにてクロークを設けておりますのでご利用ください。なお、貴重品につきましては、各自お持
ちいただきますようお願いいたします。
【開設時間】
９月１２日（木）８：００～１８：５０
９月１３日（金）７：３０～１６：００

6．フォトギャラリーのご案内

会期中『地球への憧憬Ⅲ』というタイトルでフォトギャラリー（5F くじゃくの間）を開設いたしま
す。

7．機器展示・ドリンクコーナー

5F ローズルームⅡ、ホワイエで行います。ドリンクコーナーを併設いたしますのでご利用下さい。
【開設時間】
９月１２日（木）９：００～１８：００
９月１３日（金）８：４５～１４：００

8．書籍展示

7F ザ・グランコートⅢ ホワイエで行います。
【開設時間】
９月１２日（木）８：３０～１８：００
９月１３日（金）８：００～１４：００

9．総 会

・日 時：９月１２日（木）１３：２０～１３：５０
・場 所：7F ザ・グランコートⅠ・Ⅱ

10．会員懇親会

・日 時：９月１２日（木）１８：４５～２０：４５
・場 所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 28F クリスタルルーム
会費は無料です。ネームカードをご着用の上、奮ってご参加ください。

11．ランチョンセミナー

両日とも第１会場、第２会場にて行います。
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お弁当をご用意いたしますが、数に限りがございます。
※整理券の配布は行いません。

12．役員会

理 事 会
・日 時：９月１１日（水）１５：００～１７：００
・場 所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 5F ローズルームⅢ

評議員会
・日 時：９月１１日（水）１７：００～１８：００
・場 所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 5F ローズルームⅠ

13．その他

会場内では携帯電話をマナーモードに設定し、ご使用をお控えください。
会場内での撮影・録画・録音は禁止いたします。

【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いたします。

【発表される先生方へ】

1．発表時間

一般演題は発表７分、質疑応答３分です。座長の指示に従い、時間厳守でお願いいたします。円滑な進
行のため、発表群開始時間の１５分前までに次演者席にお着きください。

2．発表形式

PC（１面）での発表に限ります。35mmスライド、mini―DV、VHS、ブルーレイディスク等での発表
はできませんのでご注意ください。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いたします。

3．データ受付時間

ご発表の３０分前までに、データを PC受付までお持ちください。第１日目午前中に発表の方はお早めに
受付をお済ませください。第２日目発表の方は前日も受付を行います。
【PCセンター開設場所・時間】
7F ザ・グランコートⅠ・Ⅱ ホワイエ
９月１２日（木）８：００～１８：００
９月１３日（金）７：３０～１４：３０

4．データ受付および保存方法

・データの持ち込み（Windowsのみ）、PC本体の持ち込み（Windows・Macintoshとも）に対応いたし
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ます。
・PC受付でのデータ修正はできませんので、事前に必ず「文字化け」や「動画」の動作確認をお願いい
たします。

・発表データは事前に必ずウイルスチェックを行い、USBメモリに保存したものをご持参ください。
・保存ファイル名には、演題番号、名前を以下の例のように入力してください。
（例）演題番号１００ 熊本太郎の場合 「１００・熊本太郎.ppt」

・必ずバックアップ用のデータをお持ちください。
・PC本体を持ちこまれる場合、外部モニター接続端子（MiniD―sub15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ご注意願います。
・当学会でご用意いたします PC OSはWindows7です。
・対応可能なアプリケーションソフトはWindows Microsoft Power Point2007及び 2010です。
・フォントはWindows標準フォントをご使用ください。特殊フォントには対応しておりません。
・液晶プロジェクターの解像度は XGA（１０２４×７６８）です。本体の解像度をあらかじめ設定しておいてく
ださい。

動画について
・動画をご使用の場合は PC本体のお持ち込みをお勧めいたします。
・動画ファイルはWindows Media Player（MPEG―1，MPEG―2）で再生できるもので作成ください。
・MPEG―2の場合は圧縮形式によっては再生できない場合があります。また容量の大きい（30M以上）

AVI形式の画像データは受付できません。
・動画ファイルのリンクデータは、一つのフォルダにまとめて保存してください。
・データは学会終了後に、事務局が責任を持って消去いたします。

【学会事務局】

藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室
〒４７０―１１９２ 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪１―９８

事務局長：櫻井一生・加藤久幸

【運営事務局】

第２６回日本口腔・咽頭科学会総会 学術講演会 運営事務局
株式会社オフィステイクワン 吉田章乃
〒４６１―０００４ 愛知県名古屋市東区葵３―１２―７
TEL：０５２―９３０―６１４５ FAX：０５２―９３０―６１４６ E―mail : jssp26@cs―oto.com
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第 1日 9月12日（木）
第 1会場（ザ・グランコートⅠ・Ⅱ）

開会の辞 （ 8：50～ 9：00）

第 1群 睡眠時無呼吸 1 （ 9：00～ 9：50）
座長 枝 松 秀 雄（東邦大学）

中 山 明 峰（名古屋市立大学）
１．睡眠時無呼吸症候群における体位変化による鼻腔開存性の検討

中島 正己、加瀬 康弘（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）
２．睡眠時無呼吸症の診断に対する Acoustic Rhinometry の有用性の検討

大木 幹文、山口 宗太、大久保はるか、大越 俊夫（東邦大学医療センター大橋病院耳鼻咽喉科）
３．睡眠時無呼吸症候群患者における３―DCTを用いた術前後気道容積変化の検討

西村 洋一（藤田保健衛生大学第二教育病院耳鼻咽喉科）
藤井 直子（藤田保健衛生大学第二教育病院放射線科）
岩田 昇、小島 卓朗、鈴木 亜季、酒井 亜紀（藤田保健衛生大学第二教育病院耳鼻咽喉科）
平田 正敏（藤田保健衛生大学第二教育病院スリープセンター）
中田 誠一、鈴木 賢二（藤田保健衛生大学第二教育病院耳鼻咽喉科）

４．レム関連睡眠時無呼吸に影響する因子の検討
北村 拓朗（産業医科大学耳鼻咽喉科学講座、滋賀医科大学睡眠学講座）
宮崎総一郎（滋賀医科大学睡眠学講座）
鈴木 秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科学講座）

５．非接触型睡眠計によるいびき計測技術の検討（第二報）
原 浩貴、田原 晋作、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）

シンポジウム 1 （ 9：50～11：10）
司会 鈴 木 賢 二（藤田保健衛生大坂文種報徳會病院）

千 葉 伸太郎（太田睡眠科学センター、東京慈恵会医科大学）
「睡眠呼吸障害の研究はどこまで来たか？」

1．鼻呼吸は睡眠の質を調節する。－睡眠の質の評価－
千葉伸太郎（太田総合病院付属研究所太田睡眠科学センター、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

2．小児閉塞性睡眠時無呼吸症候群と鼻腔通気度検査
木原 彩子（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

3．小児睡眠呼吸努力の可視化の試み
工 穣（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

4．世界の上気道研究のいま！
鈴木 雅明（帝京大学総合医療センター耳鼻咽喉科）

10



招待講演 （11：10～12：00）
司会 宮 崎 総一郎（滋賀医科大学）

「A Critical Overview of the Sleep Apnea Surgery Role」
Robson Capasso（Director, Sleep Surgery Division, Department of Otolaryngology―Head & Neck

Surgery, Stanford University School of Medicine）

ランチョンセミナー１ （12：10～13：10）
司会 久 育 男（京都府立医科大学）

「胃食道逆流症の最近の話題：生活習慣病としての胃食道逆流症」
藤本 一眞（佐賀大学医学部内科学）

総会 （13：20～13：50）

学会奨励賞授賞式・講演（13：50～14：20）

特別講演（14：25～15：15）
司会 小松崎 篤（東京医科歯科大学名誉教授）

「ザンビアの食糧・生活事情と医療支援－私達一人ひとりができること－」
吉田 修（NPO法人 TICO事務局／医療法人さくら診療所）

ビデオ・パネルディスカッション （15：15～16：45）
司会 村 上 信 五（名古屋市立大学）

友 田 幸 一（関西医科大学）
「扁桃・アデノイド手術技術」

1．古典的扁桃摘出術
村上 信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

2．口蓋扁桃摘出術－従来法からバイポーラの応用へ－
工藤 典代（千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科）

3．アデノイド切除術－デブリッター法と従来法とは何が違うか？－
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・頭頸部外科）

4．コブレーターを用いた扁桃摘出術
守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）

5．超音波凝固切開装置による口蓋扁桃摘出術
堀 龍介、庄司 和彦、浜口 清海、岡上 雄介、藤村真太郎、小林 徹郎、奥山 英晃
（天理よろづ相談所病院）

教育セミナー 1 （16：50～17：20）
司会 櫻 井 一 生（藤田保健衛生大学）

「頭頸部癌治療の QOL向上のために－口腔ケア導入のススメ－」
松浦 一登（宮城県立がんセンター頭頸科）

教育セミナー 2 （17：20～17：50）
司会 川 内 秀 之（島根大学）

「口腔アレルギー症候群の現状－喉頭アレルギーとの異同－」
片田 彰博（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 2群 睡眠時無呼吸 2 （17：50～18：30）
座長 鈴 木 元 彦（名古屋市立大学）

６．小児睡眠時無呼吸症候群の治療前後における質問表（OSA―18）の使用経験
阪本 浩一（兵庫県立こども病院耳鼻咽喉科）

７．睡眠時呼吸障害に対するコブレーション UPPPの検討
久松 建一（土浦いびき・睡眠時呼吸障害センター）
工藤 逸大、高根 智之、牧山 清（日本大学医学部・耳鼻咽喉頭頸部外科学）

８．いびき・睡眠時無呼吸を主訴に受診した成人症例に対する治療法の検討
小川 真、猪原 秀典（大阪大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

９．SASの術後管理における新たな試み
渡邊 統星、千葉伸太郎、加藤 雄仁、宇野 匡祐、飯村 慈朗
（太田総合病院耳鼻咽喉科・気管食道科、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
太田 史一（太田総合病院耳鼻咽喉科・気管食道科）
安藤 裕史（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
森脇 宏人（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科、国保旭中央病院耳鼻咽喉科）
鴻 信義、小島 博己（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 1日 9月12日（木）
第 2会場（ザ・グランコートⅢ）

第 3群 中・下咽頭腫瘍 1 （ 9：00～10：00）
座長 大 森 孝 一（福島県立医科大学）

大 上 研 二（東海大学）
１０．口内法により摘出した中咽頭神経鞘腫の 1例

増田 聖子、湯本 英二（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
１１．経口的に摘出した中咽頭脂肪腫の一例

磯野 泰大（横浜栄共済病院耳鼻咽喉科）
１２．経過観察中に癌化した HPV陰性中咽頭乳頭腫

家根 旦有、中井 義紀、金澤 成典、今泉 宏哲（近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科）
１３．口蓋扁桃に発生した紡錘細胞癌の１例

日江井裕介、加藤 久幸、油井 健宏、犬塚恵美子、櫻井 一生、内藤 健晴
（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

１４．下咽頭に発生した基底細胞腺癌の１例
片桐 克則、志賀 清人、佐藤 宏昭（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１５．窒息を来した Forestier病合併下咽頭癌肉腫の一例
樽谷 貴之、井門謙太郎、立川 隆治、竹野 幸夫、平川 勝洋（広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 4群 中・下咽頭腫瘍 2 （10：00～11：00）
座長 岡 本 牧 人（北里大学）

塩 谷 彰 浩（防衛医科大学）
１６．G―CSF 産生下咽頭癌の 1 例

實川 純人、近藤 敦、関 伸彦、阿部亜由美、白崎 英明、氷見 徹夫
（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

１７．治療前後の Glasgow prognostic score(GPS)からみた口腔・中下咽頭扁平上皮癌の予後
那須 隆、小池 修治、石田 晃弘（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）
野田 大介（日本海総合病院耳鼻咽喉科）
小泉 優、欠畑 誠治（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

１８．頭頸部表在癌の病理学的検討
戎本 浩史、大上 研二、酒井 昭博、杉本 良介、飯田 政弘
（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）

１９．下咽頭観察の新しい方法（Modified Killian’s Method）についての検討
酒井 昭博、大上 研二、飯田 政弘（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）

２０．当科における IMRT症例における唾液分泌障害の経時的変化について
古家 裕巳、立川 隆治、井門謙太郎、竹野 幸夫、平川 勝洋（広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

２１．頭頸部癌放射線治療後におけるピロカルピン塩酸塩の服用・効果に関する調査
嶋根 俊和、藤居 直和、河村陽二郎、森 智昭（昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 2 （12：10～13：10）
司会 甲 能 直 幸（杏林大学）

「頭頸部癌に対する薬物療法の本邦の知見」
長谷川泰久（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）
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第 5群 口腔・咽頭腫瘍 1 （15：55～16：35）
座長 髙 橋 姿（新潟大学）

２２．口腔底に発生した神経鞘腫の 1例
四宮 瞳、大月 直樹、若林 潤二、山下 大介、丹生 健一
（神戸大学附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

２３．硬口蓋に発生した神経鞘腫の 1例
福辻 賢治、濱本 真一、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

２４．特徴的な画像、病理所見を呈した口腔底皮様嚢腫の症例
馬場 洋徳（新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科、新潟市民病院耳鼻いんこう科）
土屋 昭夫（新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科、長岡赤十字病院耳鼻咽喉科）
相澤 直孝、髙橋 姿（新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

２５．咽頭口腔領域におけるMCFP法の問題点
安里 亮（京都医療センター頭頸部外科）
片岡 通子（京都医療センター耳鼻咽喉科）

第 6群 口腔・咽頭腫瘍 2 （16：35～17：25）
座長 倉 富 勇一郎（佐賀大学）

家 根 旦 有（近畿大学）
２６．舌癌における IL―33発現と臨床因子の関係

石川 和也、吉崎 智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
２７．Activation―induced―cytidine―deaminase (AID)の口腔癌における発現

中西 庸介（福井県済生会病院耳鼻咽喉科頸部外科、金沢大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
吉崎 智一（金沢大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

２８．上咽頭癌組織におけるオートファジー関連蛋白 Beclin 1の発現に関する臨床的検討
辻 亮、小森 岳、吉崎 智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

２９．上咽頭癌における EBER及び Sparc発現－細胞競合現象とウイルス発癌の関連性－
小森 岳、辻 亮、吉崎 智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

３０．唾液腺悪性腫瘍における HER2の発現解析および臨床統計に関する検討
西角 章、櫟原 新平、東野 正明、李 昊哲、河田 了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学教室）
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第 7群 口腔・咽頭腫瘍 3 （17：30～18：30）
座長 丹 生 健 一（神戸大学）

梅 野 博 仁（久留米大学）
３１．当科における口腔癌症例の検討

上原 貴行、親川 仁貴、金城 秀俊、真栄田裕行、鈴木 幹男
（琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

３２．当科における口腔癌の臨床検討
瀧澤 義徳、岡村 純、峯田 周幸（浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３３．メトトレキセート内服患者の舌癌治療経験
藤本 将平、小野田友男、浦口 健介、牧野 琢丸、江口 元治、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科岡山大学病院頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

３４．下歯肉癌手術症例の検討
浜口 清海、庄司 和彦、堀 龍介、岡上 雄介、藤村真太郎、小林 徹郎、奥山 英晃
（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）

３５．Fanconi貧血患者における進行歯肉癌の治療経験
片岡 通子（京都医療センター耳鼻咽喉科）、安里 亮（京都医療センター頭頸部外科）

３６．下顎骨原発エナメル上皮癌例
大八木誠児、楯谷 一郎、伊藤 壽一（京都大学医学部大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 1日 9月12日（木）
第 3会場（ローズルームⅠ）

第 8群 口腔咽頭疾患 1 （ 9：00～ 9：50）
座長 西 﨑 和 則（岡山大学）

清 水 猛 史（滋賀医科大学）
３７．漢方で寛解に至った口内炎２症例の検討

中田 誠一、西村 洋一、岩田 昇、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）
３８．尋常性天疱瘡として加療した口腔咽頭の難治性びらんの 3例

大塚雄一郎（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）
３９．難治性口腔咽頭潰瘍 12例の検討

河村陽二郎、藤居 直和、森 智昭、嶋根 俊和
（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科）

４０．診断に苦慮した咽頭ベーチェットの 1例
窪 誠太、山本 英之（舞鶴共済病院耳鼻咽喉科）
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

４１．口腔、咽喉頭、食道内に発症した粘膜優位型尋常性天疱瘡の 1例
成山 謙一（日本海員掖済会門司掖済会病院耳鼻咽喉科）
小宗 静男（九州大学大学院医学研究院臨床医学外科学講座耳鼻咽喉科分野）

第 9群 嚥下 （ 9：50～10：40）
座長 兵 頭 政 光（高知大学）

梅 崎 俊 郎（九州大学）
４２．嚥下後の咽頭残留に関する定量的検討－特発性喉頭麻痺と反回神経単独麻痺との比較－

鮫島 靖浩、増田 聖子、湯本 英二（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
４３．一側性咽頭筋麻痺の背景およびそれらに対する咽頭形成術の意義についての検討

安達 一雄、梅崎 俊郎、小宗 静男（九州大学医学研究院耳鼻咽喉科）
４４．頭頸部癌化学放射線療法に伴う嚥下障害に対する予防的訓練（Shaker法）の有用性

大峡 慎一、横山 純吉、藤巻 充寿、小島 雅貴、小松 広明、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）

４５．重度の嚥下障害を合併した咽後・深頸部・縦隔膿瘍症例
山本 純平、木下 裕子、山田健太郎、能田 拓也、山田 奏子、三輪 高喜
（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）
下出 祐造、辻 裕之（金沢医科大学頭頸部外科学）

４６．水痘・帯状疱疹ウイルスによる嚥下障害症例
廣田 隆一、杉山庸一郎、板東 秀樹、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）
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第10群 唾液腺疾患 （15：55～16：35）
座長 藤 本 保 志（名古屋大学）

４７．唾液腺内視鏡を用いた唾石症手術例の検討
弘瀬かほり、小林 泰輔、兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

４８．当科における唾液腺内視鏡を併用した低侵襲唾石治療の現状
栗岡 隆臣、松延 毅、冨藤 雅之、荒木 幸二、山下 拓、塩谷 彰浩
（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

４９．順天堂医院におけるシアレンドスコピー症例
本間 博友、三輪 正人、池田 勝久（順天堂大学医学部付属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）

５０．顎下腺移行部唾石経口的摘出術の検討
奥山 英晃、庄司 和彦、堀 龍介、浜口 清海、岡上 雄介、藤村真太郎、小林 徹郎
（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）

第11群 唾液腺腫瘍 1 （16：35～17：25）
座長 辻 裕 之（金沢医科大学）

庄 司 和 彦（天理よろず相談所病院）
５１．当科における唾液腺腫瘍の病理組織学的検討

森倉 一朗、青井 典明、淵脇 貴史、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）
５２．当科にて経験した耳下腺腫瘍の検討

江洲 欣彦（聖隷横浜病院耳鼻咽喉科）
松井 和夫（聖隷横浜病院耳鼻咽喉科、聖隷浜松病院）
大田 隆之、呉 晃一、久保田 亘（聖隷横浜病院耳鼻咽喉科）

５３．耳下腺良性腫瘍の発生部位における分類法の検討
櫟原 崇宏、櫟原 新平、東野 正明、李 昊哲、寺田 哲也、萩森 伸一、河田 了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

５４．下顎縁枝法による耳下腺良性腫瘍手術症例の検討
鈴木 健介、八木 正夫、藤澤 琢郎（関西医科大学付属枚方病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
永田 基樹（星ヶ丘厚生年金病院耳鼻咽喉科）
阪上 智史、友田 幸一（関西医科大学付属枚方病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

５５．手術を施行した耳下腺良性腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の検討
鈴木 学（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
荒木 倫利（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科、洛和会音羽病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
西川 周治（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科、済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
李 昊哲、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第12群 口腔・唾液腺疾患 （17：30～18：30）
座長 氷 見 徹 夫（札幌医科大学）

藤 枝 重 治（福井大学）
５６．ビスホスネート製剤、メトトレキサートが原因と考えられた歯肉、喉頭潰瘍の１例

速水 康介、寺尾 恭一、北野 睦三、藤原 良平、土井 勝美
（近畿大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

５７．メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 6例
桑原 敏彰、八木 正夫、鈴木 健介、藤澤 琢郎、阪上 智史、友田 幸一
（関西医科大学枚方病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

５８．難治性口腔咽頭潰瘍と思われた EBV関連リンパ増殖性疾患の一例
池ノ上あゆみ、倉澤美智子、中西 悠、東野 哲也（宮崎大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

５９．ミクリッツ病に関連する眼窩下神経腫脹例の検討
矢島 諒人、高野 賢一、関 伸彦、阿部亜由美、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

６０．確定診断に時間を要した IgG4 関連リンパ節症の 1 例
関 伸彦（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
山崎 徳和（函館五稜郭病院耳鼻咽喉科）
高野 賢一、阿部亜由美、氷見 徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

６１．IgG4関連疾患と考えられた両側唾液腺腫脹の 2症例
平田 典子（桑名市総合医療センター桑名西医療センター耳鼻咽喉科）
荻原 仁美、平田 圭甫（桑名市総合医療センター桑名東医療センター耳鼻咽喉科）
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第 1日 9月12日（木）
第 4会場（ローズルームⅢ）

第13群 口腔咽頭疾患 2 （ 9：00～ 9：40）
座長 原 田 保（川崎医科大学）

６２．ゴーハム病と考えられた 2症例
仲野 敦子、有本友季子（千葉県こども病院耳鼻咽喉科）
工藤 典代（千葉県立保健医療大学健康科学部）

６３．咽後膿瘍類似の所見を呈した川崎病の 4例
平 憲吉郎、中村 陽祐、福島 慶、森崎 剛史、森實 理恵、竹内 裕美、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）

６４．原因不明の成人軟口蓋穿孔の１例
尾川 昌孝、小柏 靖直、甲能 直幸（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

６５．咽頭後血腫を生じた弓部大動脈瘤破裂の 1例
佐藤 佑樹、小柏 靖直、甲能 直幸（杏林大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸科）

第14群 咽頭・頸部疾患 （ 9：40～10：30）
座長 佐 藤 宏 昭（岩手医科大学）

鈴 木 衞（東京医科大学）
６６．呼吸苦を主訴とした側頸嚢胞例

小野 麻友（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）
糟谷 憲邦（市立長浜病院耳鼻咽喉科）
清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）

６７．咽頭狭窄を呈した腫瘍状石灰沈着症の１例
棚橋 重聡、水田 啓介、久世 文也、伊藤 八次（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

６８．全身麻酔下開頭術後の顎下腺腫脹により気道狭窄をきたした一例
中西 悠、東野 哲也、池ノ上あゆみ（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

６９．軟口蓋麻痺を初発症状とした Acute oropharyngeal palsy(AOP)の 1例
地村 友宏、永野 広海、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・頭頸部外科学）

７０．顎下部血管腫の１例
佐々木卓也（王子総合病院耳鼻咽喉科、旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
原渕 保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第15群 上咽頭腫瘍 （15：55～16：35）
座長 鈴 木 幹 男（琉球大学）

７１．耳鳴を伴う上咽頭血管腫の一症例
清水 藍子、小野田友男、浦口 健介、藤本 将平、牧野 琢丸、江口 元治、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）

７２．腫瘍減量を繰り返して QOLを維持している上咽頭神経鞘腫の 1例
江口紘太郎（東京医科歯科大学頭頸部外科、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科）
角 卓郎、岸本 誠司（東京医科歯科大学頭頸部外科）

７３．上咽頭癌放射線治療後の中咽頭白板粘膜下切除術後に生じた咽頭出血症例の１例
平野 隆、藤田 佳吾、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

７４．上咽頭癌の初発症状別検討
石原 久司、宮武 智実（香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
牧野 琢丸（岡山大学病院頭頸部がんセンター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
牧原靖一郎（香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
小野田友男、西﨑 和則（岡山大学病院頭頸部がんセンター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第16群 外傷・異物 （16：35～17：25）
座長 平 林 秀 樹（獨協医科大学）

小 川 徹 也（愛知医科大学）
７５．当科における過去５年間の咽頭外傷症例の臨床検討

佐々木 淳、井門謙太郎、立川 隆治、竹野 幸夫、平川 勝洋（広島大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学教室）
７６．頸長筋に達した上咽頭腔外異物の１症例

新井 啓仁、布施 慎也、辻川 敬裕、安田 誠、中野 宏、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）

７７．頸部外切開を要した魚骨異物の 3例
高橋 紘樹、坂下 智博、本間 明宏、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）

７８．舌、口腔底から迷入した魚骨異物に対する CT撮影方法（TM―CT法）の報告
坂本 夏海、茶薗 英明、山崎 一樹、岡本 美孝（千葉大学耳鼻咽喉科）

７９．下咽頭魚骨異物摘出 5日後に診断された咽後膿瘍の１例
柳川 明弘（福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座）
國井 美羽（福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座、大原綜合病院耳鼻咽喉科・顔面外科）
多田 靖宏、大森 孝一（福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座）
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第17群 アレルギー・その他 （17：30～18：30）
座長 岡 本 美 孝（千葉大学）

山 下 裕 司（山口大学）
８０．歯学部５年生に対する口腔咽頭領域の医療行為（医業）に関するアンケート調査 第３報

佐藤 孝至（愛知学院大学歯学部耳鼻咽喉科）
久保 伸夫（医療法人みき会サンフィールドクリニック）

８１．唾液腺腫脹に伴いアナフィラキシーを繰り返した線維素性唾液管症の 1例
大塚雄一郎（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）

８２．口腔アレルギー症候群の血清学的検討
大澤 陽子、森川 太洋（公立丹南病院耳鼻咽喉科）
伊藤 有未（福井大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
杉本 千鶴（社会保険福井病院耳鼻咽喉科）
森 繁人（もり耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック）
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

８３．豆乳による重症口腔アレルギー症候群の１例：シラカンバ花粉症との関連性について
白崎 英明、関 伸彦、氷見 徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

８４．塩酸ミノサイクリンによる耳下腺唾液瘻治療の検討
岩井 大（関西医科大学医学部付属滝井病院耳鼻咽喉科）
鈴木 健介、友田 幸一（関西医科大学医学部付属枚方病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

８５．彎曲型咽喉頭鏡を使用した小児下咽頭梨状陥凹瘻の手術経験
土屋 昭夫（新潟大学医学部耳鼻咽喉科、長岡赤十字病院耳鼻咽喉科）
相澤 直孝、高橋 奈央、髙橋 姿（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 2日 9月 13日（金）
第 1会場（ザ・グランコートⅠ・Ⅱ）

第18群 扁桃疾患 1 （ 8：45～ 9：25）
座長 鈴 木 正 志（大分大学）

８６．内視鏡下におけるワルダイエル咽頭輪 620症例の検討
松山 浩吉（松山耳鼻咽喉科）

８７．Coblation adenoidectomyの有用性
平野康次郎、小林 一女、洲崎 勲夫、洲崎 春海（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

８８．Coblation tonsillectomy（コブレーション扁摘）の習熟曲線に関する検討
杉田 玄、河野 正充、戸川 彰久、保富 宗城、山中 昇
（和歌山県立医科大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

８９．当科における口蓋扁桃摘出術の術後出血の検討
高橋 奈央、相澤 直孝、土屋 昭夫、馬場 洋徳、髙橋 姿（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）

第19群 扁桃疾患 2 （ 9：25～10：15）
座長 増 山 敬 祐（山梨大学）

鈴 木 秀 明（産業医科大学）
９０．名古屋市立大学における IgA腎症治療について

濱島 有喜、伊地知 圭、中山 明峰、村上 信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
９１．IgA腎症に対する両口蓋扁桃摘出術の短期的予後について

伊東 和恵、平野 隆、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
９２．当科で扁摘を行った小児 IgA腎症症例の臨床経過

國井 美羽（大原綜合病院耳鼻咽喉科・顔面外科、福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）
柳川 明弘、大森 孝一（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）

９３．IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術の周術期および組織学的検討
大竹 宏直、曾根三千彦、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）

９４．IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術における、コブレーター法と従来法との比較検討
菊池 恒、今吉正一郎、笹村 佳美、市村 恵一（自治医科大学医学部耳鼻咽喉科）
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シンポジウム 2 （10：15～11：45）
司会 原 渕 保 明（旭川医科大学）

黒 野 祐 一（鹿児島大学）
「今、明らかにされた扁桃と IgA腎症を結びつけるエビデンス

－腎臓内科学、病理学、耳鼻咽喉科学のアプローチから」
1．IgA腎症の治療・病因のトピック：扁桃摘出術＋ステロイドパルス療法と糖鎖異常 IgA1

髙橋 和男（藤田保健衛生大学医学部腎内科）
比企 能之（藤田保健衛生大学医療科学部）
Renfrow Matthew B.、Novak Jan（アラバマ大学バーミングハム校）
湯澤由紀夫（藤田保健衛生大学医学部腎内科）

2．IgA腎症の扁桃炎の病理学的特性とその糸球体腎炎の関連
城 謙輔（仙台社会保険病院病理部）
堀田 修（堀田修クリニック）
渡邊 健一（仙台社会保険病院耳鼻科）

3．IgA腎症の病態における扁桃Ｂ細胞の役割
鈴木 祐介（順天堂大学内科）

4．IgA腎症患者の口蓋扁桃における Bcl―2の発現について
須長 寛（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

5．IgA腎症の扁桃におけるホスホリルコリン特異的抗体産生
黒野 祐一、地村 友宏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

6．IgA腎症の病態における扁桃Ｔ細胞の役割
高原 幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

理事長講演 （11：45～12：25）
司会 山 下 敏 夫（関西医科大学）

「唾液腺疾患の最近の話題－IgG4関連疾患，シェーグレン症候群，木村病－」
吉原 俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 3 （12：35～13：35）
司会 市 村 恵 一（自治医科大学）

「咽頭・扁桃炎についてもっと知りたい！２１の Q&A」
山中 昇（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

パネルディスカッション （13：40～14：50）
司会 岸 本 誠 司（東京医科歯科大学）

「咽頭癌診断・治療のパラダイムシフト」
1．上咽頭癌

吉崎 智一（金沢大学）
2．中咽頭癌

加藤 久幸（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
3．下咽頭癌

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）
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教育セミナー 3 （14：50～15：20）
司会 阪 上 雅 史（兵庫医科大学）

「推奨される味覚障害への対応」
池田 稔（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

閉会の辞 （15：20～）
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第 2日 9月13日（金）
第 2会場（ザ・グランコートⅢ）

モーニングセミナー （ 8：00～ 8：40）
司会 湯 本 英 二（熊本大学）

「胃食道逆流症に伴う咽喉頭症状のマネージメント」
折舘 伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第20群 唾液腺腫瘍 2 （ 8：45～ 9：55）
座長 岩 井 大（関西医科大学附属滝井病院）

石 川 和 夫（秋田大学）
９５．頬粘膜小唾液腺から発生した多形腺腫由来癌の一例

桑内麻也子、崎谷 恵理、瀬尾友佳子、山村 幸江、吉原 俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
９６．セツキシマブを併用した TPF療法を行った耳下腺高悪性粘表皮癌遠隔転移症例

青井 典明、田村優希江、森倉 一朗、淵脇 貴史、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）
９７．耳下腺 Cystadenocarcinomaの１例

小山新一郎（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）
村上 信五、濱島 有喜（名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

９８．両側耳下腺に発生した基底細胞腺癌の一例
親川 仁貴、上原 貴行、真栄田裕行、鈴木 幹男（琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

９９．顎下腺原発巨大筋上皮癌の一例
小松 広明、横山 純吉、大峡 慎一、藤巻 充寿、小島 雅貴、池田 勝久
（順天堂大学医学部付属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）

１００．健側顔面に皮膚転移をきたした唾液腺導管癌の 1例
浦口 健介、小野田友男、藤本 将平、牧野 琢丸、江口 元治、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科岡山大学病院頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）

１０１．耳下腺乳腺類似分泌癌の 1例
牧野 琢丸、小野田友男、浦口 健介、清水 藍子、藤本 将平、江口 元治、假谷 伸、西﨑 和則
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科岡山大学病院頭頸部がんセンター耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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第21群 唾液腺腫瘍 3 （ 9：55～11：05）
座長 中 島 格（久留米大学）

河 田 了（大阪医科大学）
１０２．耳下腺腺房細胞癌の臨床的検討

窪田 雄一、山下 大介、四宮 瞳、大月 直樹、丹生 健一（神戸大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
１０３．当科における顎下腺癌症例の検討

平山 裕次（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
１０４．耳下腺底悪性度癌に対する治療戦略－当科における過去 22年間の検討から－

茶薗 英明、山崎 一樹、坂本 夏海、岡本 美孝（千葉大学耳鼻咽喉科）
１０５．臨床所見から検討した耳下腺癌予防郭清の適応

丸尾 貴志、藤本 保志、中島 務（名古屋大学医学部耳鼻咽喉科）
１０６．耳下腺癌における頸部郭清術の検討

寺尾 恭一、藤原 良平、速水 康介、北野 睦三、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
１０７．副耳下腺癌の 2例

堀部 兼孝、岡田 達佳、村嶋 智明、清水 敏也、加藤 久幸、内藤 健晴
（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

１０８．副耳下腺腫瘍の 2例
川崎 洋平、石川 和夫（秋田大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座）

ランチョンセミナー 4 （12：35～13：35）
司会 平 川 勝 洋（広島大学）

「アレルギー性鼻炎治療最新知見－花粉曝露実験室研究を中心に－」
寺田 哲也（大阪医科大学耳鼻咽喉科）

第22群 感染症 1 （13：40～14：30）
座長 赤 木 博 文（NHO南岡山医療センター）

近 松 一 朗（群馬大学）
１０９．口腔咽喉頭の単純ヘルペスウイルス感染症 33例の検討

大塚雄一郎（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）
１１０．若年および成人の単純ヘルペスウイルスによる口腔咽頭感染症 15例の検討

八木 正夫、清水 皆貴（関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
尹 泰貴（医仁会武田総合病院）
友田 幸一（関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１１１．口腔咽喉頭領域の成人ヘルペス感染症の３例
平松 隆（ひらまつ耳鼻咽喉科、岐北厚生病院耳鼻咽喉科）

１１２．当科における小児頸部リンパ節炎の検討
杉山 喜一、山野 貴史、坂田 俊文（福岡大学筑紫病院耳鼻いんこう科）
中川 尚志（福岡大学医学部耳鼻咽喉科）

１１３．当科で経験した扁桃内膿瘍の 2例
土橋 奈々
（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科、慶應義塾大学耳鼻咽喉科学、九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科学）
守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）
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第23群 口腔咽頭疾患 3 （14：30～15：20）
座長 植 田 広 海（愛知医科大学）

土 師 知 行（県立広島大学）
１１４．扁桃周囲膿瘍を契機に発見された骨髄異形性症候群の１例

寒風澤知明、上田 征吾、岸部 幹、高原 幹、國部 勇、原渕 保明
（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１５．齲歯治療が契機となった小児放線菌症の１例
橋本亜矢子、足守 直樹（富士宮市立病院耳鼻咽喉科）

１１６．咽後膿瘍の治療経過中に深部静脈血栓症を発症した 1例
若杉 哲郎、武永芙美子、竹内 頌子、高橋 理沙、永谷 群司、鈴木 秀明
（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１１７．反復性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍の既往があり咽頭から淋菌が検出された 5症例
余田 敬子（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）
松原 茂規（松原耳鼻いんこう科医院）

１１８．咽頭梅毒の一例
北野 睦三、寺尾 恭一、速水 康介、藤原 良平、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 2日 9月13日（金）
第 3会場（ローズルームⅠ）

第24群 中・下咽頭腫瘍 3 （ 8：45～ 9：45）
座長 北 野 博 也（鳥取大学）

中 山 明 仁（北里大学）
１１９．導入化学療法効果に基づく最善の中咽頭癌治療法選択

岡本 啓希、土屋 吉正、池田 篤彦、小川 徹也、植田 広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）
１２０．中咽頭側壁悪性腫瘍の経口腔的切除術の有用性の検討

横山 純吉、大峡 慎一、藤巻 充寿、小松 広明、伊藤 伸、池田 勝久
（順天堂大学医学部耳鼻咽喉・頭頸科）

１２１．中咽頭癌に対する化学療法併用放射線治療後に救済手術を行った症例の臨床的検討
山崎 一樹、岡本 美孝、茶薗 英明、花澤 豊行
（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学教室）

１２２．中・下咽頭癌における放射線単独療法と化学放射線療法の比較
澤部 倫、花井 信広、木村 隆浩、中多 祐介、西川 大輔、福田裕次郎、鈴木 秀典、小澤泰次郎、
長谷川泰久（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）

１２３．下咽頭癌の治療方針と成績の検討
志賀 清人、片桐 克則（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２４．下咽頭進行癌に対する docetaxel, cisplatin, 5FU (TPF)同時併用放射線療法の検討
小松 正規、折舘 伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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）

第25群 免疫 （ 9：45～10：15）
座長 峯 田 周 幸（浜松医科大学）

１２５．マウス舌下免疫モデルにおける臨床症状と頸部リンパ節Ｔ細胞の誘導
田村優希江（島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
森倉 一朗、淵脇 貴史、青井 典明、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

１２６．マウス顎下腺内ナチュラルキラー細胞の検討
岡田 和也、矢部多加夫（東京都立広尾病院耳鼻咽喉科）

１２７．EBウイルス感染による扁桃 B細胞における DNA損傷応答の誘導
上田 征吾（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科、チューリッヒ大学小児病院）
原渕 保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
Nadal David（チューリッヒ大学小児病院）
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第26群 感染症 2 （13：40～14：20）
座長 伊 藤 八 次（岐阜大学）

１２８．入院加療を要した急性扁桃疾患の検討
田邉 陽介、岡田 達佳、吉岡 哲志、長坂 聡、岩田 義弘、内藤 健晴
（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

１２９．歯ブラシ外傷後に生じた扁桃周囲膿瘍例
戸嶋 一郎、清水 猛史（滋賀医科大学医学部耳鼻咽喉科）

１３０．扁桃周囲膿瘍の治療
小林 一豊、今井 良吉（KKR札幌医療センター耳鼻咽喉科）

１３１．扁桃周囲膿瘍重症例に対する即時膿瘍扁桃摘出術の有用性
川畠 雅樹、井内 寛之、大堀純一郎、黒野 祐一
（鹿児島大学医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部疾患学）

第27群 感染症 3 （14：20～15：00）
座長 水 田 啓 介（岐阜大学）

１３２．非典型的な経過を示した深頸部膿瘍の一例
小泉 優、小池 修治、那須 隆、石田 晃弘、鈴木 裕輔、欠畑 誠治
（山形大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１３３．扁桃周囲膿瘍から頸部壊死性筋膜炎に至った 1症例
嘉数 光雄、神谷 義雅（那覇市立病院耳鼻咽喉科）
真栄田裕行（琉球大学医学部付属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

１３４．両側膿胸を合併した降下性壊死性縦隔炎の一例
木戸脇尚子（大津市民病院耳鼻咽喉科）

１３５．喉頭癌に対する化学放射線療法後に下咽頭穿孔および降下性壊死性縦隔炎を生じた 1例
平山 裕次（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
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第 2日 9月13日（金）
第 4会場（ローズルームⅢ）

第28群 味覚基礎 （ 8：45～ 9：25）
座長 三 輪 高 喜（金沢医科大学）

１３６．塩味閾値判定濾紙（ソルセイブⓇ）を用いた塩味閾値の検討－一般家庭構成員を対象に－
工藤 典代、梅沢亜由子（千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科）

１３７．舌三叉神経知覚閾値の正常値についての検討
坂口 明子、任 智美、前田 英美、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）

１３８．舌痛症患者における舌粘膜の知覚検査使用経験(第 2報)

前田 英美（大阪船員保険病院耳鼻咽喉科）
任 智美、坂口あきこ（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）
岡 秀樹（宝塚市立病院耳鼻咽喉科）
梅本 匡則、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）

１３９．生体用共焦点レーザー顕微鏡によるヒト茸状乳頭味蕾の観察
齋藤 武久、伊藤 有未、成田 憲彦、藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第29群 味覚 （ 9：25～10：05）
座長 小 林 正 佳（三重大学）

１４０．濾紙ディスク法と電気味覚検査に乖離を認める症例の検討
任 智美、坂口 明子（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）
岡 秀樹（兵庫医科大学耳鼻咽喉科、宝塚市立病院耳鼻咽喉科）
前田 英美（大阪船員保険病院耳鼻咽喉科）
梅本 匡則、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科）

１４１．ポラプレシングとラフチジンの味覚低下・舌痛・唾液分泌能に対する効果
倉澤 美智子、中西 悠、池ノ上あゆみ、東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

１４２．頭頸部癌化学療法が舌の味覚受容体遺伝子発現に及ぼす影響
合田 正和（徳島大学大学院耳鼻咽喉科）
堤 理恵（徳島大学大学院実践栄養学）
藤本 知佐（徳島市民病院耳鼻咽喉科）
酒井 徹（徳島大学大学院実践栄養学）
武田 憲昭（徳島大学大学院耳鼻咽喉科）

１４３．心理的治療法を用いた心因性味覚障害患者の病態改善の検討
根本 純江（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心療・緩和医療学分野）
冨田 寛（冨田耳鼻咽喉科医院）
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第30群 睡眠時無呼吸 3 （13：40～14：20）
座長 中 島 務（名古屋大学）

１４４．太った舌は OSASとメタボリックシンドロームに影響する？
中上 桂吾（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
千葉伸太郎（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室、太田睡眠科学センター）
山谷 千秋（タニタ体重研究所）
安藤 裕史（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
渡邊 統星（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室、太田睡眠科学センター）
遠藤 誠、森脇 宏人、鴻 信義、小島 博己（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

１４５．体位依存性 OSASの臨床的特徴
近藤 貴仁（東京医科大学耳鼻咽喉科、東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科）
北村 剛一（東京医科大学耳鼻咽喉科）
稲垣 太郎（東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科）
岡田 拓朗、鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科）

１４６．小児 OSASに対する手術的加療が身体発育に及ぼす効果に関する検討
田原 晋作、原 浩貴、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）

１４７．アミロイドーシスにより睡眠時呼吸障害を来した１例
菊池 淳
（耳鼻咽喉科菊池医院、愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、愛媛大学病院睡眠医療センター）
暁 清文（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第31群 睡眠時無呼吸 4 （14：20～15：00）
座長 竹 内 万 彦（三重大学）

１４８．大後頭孔狭窄症の周術期に NPPVを導入した重症睡眠呼吸障害の一症例
相澤 直孝、土屋 昭夫、髙橋 姿（新潟大学医学部耳鼻咽喉科）

１４９．気管の脆弱性を有した小児睡眠時無呼吸症候群の 1例
森實 理恵、片岡 英幸（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）

１５０．舌根扁桃肥大に対するコブレーター手術の経験
岩佐陽一郎、工 穣、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

１５１．鼻閉に対する鼻中隔 caudal deviationへのアプローチの検討
大岡 久司、朝子 幹也、八木 正夫、友田 幸一（関西医科大学枚方病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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