
会 長 挨 拶

河 田 了
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授

このたび、第２８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くことになり、大変光
栄に存じております。理事長の吉原俊雄先生はじめ、学会役員、会員各位の皆様に心より感謝申し上げます。
同時に、会長としての責任の重さに身が引き締まる思いでございます。平成２７年（２０１５年）９月１０日（木）、
１１日（金）に向けて、先生方に満足頂ける大会になるよう、教室員および同門会一同準備して参りました。
口腔・咽頭領域は、耳や鼻と比較すると、比較的容易に観察でき、さらに最近では額帯鏡に代わる器機が普

及してきました。その結果本領域における耳鼻咽喉科医としての専門性を今一度考える必要性に迫られていま
す。具体的な問題として挙げれば、歯科・口腔外科との境界、また今後増加が予想される総合診療科との差別
化があります。その解決策として専門性を高めることが何より求められると考えられます。一方本領域の進歩
は著しく、ここ最近でも「IgG4関連疾患の発見と確立」「中咽頭癌の HPVの発見と関与」「NBIによる早期癌
の発見とそれに伴う経口手術の進歩」などがあります。このような観点からも本学会の役割を改めて認識させ
られます。
今回、１６０題近い一般講演の演題のご登録を頂きました。演題登録の正規締切日では、１０題程度しか集まら
ず、冷や汗を通り越して青ざめてしまいました。音楽会のアンコールの多くは前もってプログラムに織り込ま
れています。同様に演題登録も延長を見越した準備であると認識はしていたものの不安は隠せませんでした。
登録日の延長、再延長の結果、これまでの学会を上回る演題登録を頂くことができました。関係各位に深く御
礼申し上げます。
特別講演１では東京医大の長尾俊孝教授に「唾液腺癌の病理診断：その実際と最近の進歩」と題してご講演

いただく予定です。唾液腺病理の第一人者である長尾先生から最新の知見をご教示頂けるものと思います。特
別講演２では筑波大学の裏出良博教授に「睡眠研究の最前線：基礎研究から実用まで」のご講演をお願いして
います。PGD２と睡眠との関わりから始まった先生のご研究を伺えるものと楽しみにしています。教育パネル
では旭川医大の原渕保明教授のご司会で「専門医が知っておくべき扁桃病巣疾患の新展開」を予定しておりま
す。シンポジウムは「耳下腺腫瘍」「睡眠時無呼吸」を取り上げました。学術講演会の目的は当該領域の進歩
と最先端の話題を提供することと同時に、若い先生方等を対象とした教育的講演も必要と思います。臨床ミニ
セミナー、教育講演では耳鼻咽喉科医として知っておくべき、また明日の診療から役に立つテーマを取り上げ
ました。

本学会ではこのような様々な企画を立てましたが、学術講演会のキーは一般会員の積極的な参加と多くの一
般演題であることに異論がないと考えます。多数の会員の皆様の参加を心からお待ちしております。９月に大
阪でお会いできることを楽しみにしております。

平成２７年７月吉日
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ご 案 内

1．会期・会場

・会 期：２０１５年９月１０日（木）・１１日（金）
・会 場：ホテル阪神

〒５５３―０００３ 大阪府大阪市福島区福島５―６―１６ TEL：０６―６３４４―１６６１

2．参加登録受付

・日 時：９月１０日（木）８：００～１８：００
９月１１日（金）７：３０～１５：００

・場 所：10F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ください。

※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ください。
※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
提示ください。

3．日本耳鼻咽喉科学会専門医制度

日本耳鼻咽喉科学会専門医の方は「学術集会参加報告票」または「耳鼻咽喉科専門医証（IDカード）」
を専用受付（10Fホワイエ）にご提出ください。
【受付時間】
９月１０日（木）８：００～１８：００
９月１１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
下記までご郵送ください。

〒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

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。１０Fホワイエの専用受付へお越
し下さい。
・大阪府医師会ご所属の先生
医師会より配布済の「生涯研修チケット」を回収いたします。

・他医師会ご所属の先生
「参加証」をお渡しいたします。

【取得可能単位数】
９月１０日（木） ５単位
９月１１日（金） ５単位
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【取得可能カリキュラムコード】
１．専門職としての使命感、２．継続的な学習と臨床能力の保持、２５．リンパ節腫脹、３４．言語障害、
４５．呼吸困難、４７．誤嚥、４９．嚥下困難、５７．外傷、８０．在宅医療、８４．その他
※１０日（木）・１１日（金）ともに取得カリキュラムコードは上記１０項目です。

5．クローク

10F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１０日（木）８：００～２１：１５
９月１１日（金）７：３０～１５：３０
※１１日（金）のみ１２Fでもクロークを開設いたします。

6．機器展示・ドリンクコーナー

10F、12Fホワイエで行います。
10Fホワイエにてドリンクコーナーを併設いたしますので、ご利用ください。

【開設時間】
９月１０日（木）９：００～１８：００
９月１１日（金）８：３０～１４：００

7．書籍展示・販売

12Fホワイエで行います。
【開設時間】
９月１０日（木）９：００～１８：００
９月１１日（金）８：３０～１４：００

8．総 会

・日 時：９月１０日（木）１３：１５～１３：４５
・場 所：第１会場（10Fクリスタルルーム）

9．会員懇親会

・日 時：９月１０日（木）１９：００～２１：００
・場 所：ホテル阪神（10Fザ・ボールルーム）
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。

10．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。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。

❸



11．役員会

理 事 会
・日 時：９月９日（水）１４：００～１６：００
・場 所：ホテル阪神（10Fザ・ボールルームＢ）

評議員会
・日 時：９月９日（水）１６：００～１８：００
・場 所：ホテル阪神（10Fザ・ボールルームＡ・Ｂ）
※評議員会において役員改選が行われます。

12．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受付開設場所・時間】
・12Fホワイエ
９月１０日（木）８：００～１８：００
９月１１日（金）７：３０～１４：３０
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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
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 大阪太郎の場合 「１００・大阪太郎.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、2013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（30MB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】

大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
〒５６９―８６８６ 大阪府高槻市大学町２―７
事務局長：萩森 伸一
TEL：０７２―６８３―１２２１（内線２３５９） FAX：０７２―６８４―６５３９

【運営事務局】

第２８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
〒４５１―００７５ 愛知県名古屋市西区康生通２―２６
TEL：０５２―５０８―８５１０ FAX：０５２―５０８―８５４０ E―mail : jssp28@cs―oto.com
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会場のご案内
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第 1日 9月10日（木）
第 1会場（クリスタルルーム）

シンポジウム 1 （ 8：50～10：20）
司会 吉 原 俊 雄（東京女子医科大学）

岡 本 美 孝（千葉大学）
「良性・悪性耳下腺腫瘍の術前診断 どこまで可能か？どこまで必要か？」

1．耳下腺腫瘍の術前診断：組織学的悪性度推測の手がかり
白𡈽 秀樹、中野 貴史（国家公務員共済組合連合会浜の町病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
橋本 和樹（国立病院がんセンター東病院頭頸部外科）
角南 俊也（国家公務員共済組合連合会浜の町病院放射線科）
山元 英崇（九州大学医学研究院形態機能病理）

2．唾液腺腫瘤に対する術前診断アプローチ
茶薗 英明、岡本 美孝、花澤 豊行、吉川 直子
（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

3．耳下腺癌に対する組織型・悪性度診断についての検討
西川 周治（大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科、大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

4．国際医療福祉大学三田病院における耳下腺腫瘍の術前診断と術式、全身治療の展開
多田雄一郎（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

特別発言 長尾 俊孝（東京医科大学人体病理学分野）

特別講演 1 （10：20～11：20）
司会 甲 能 直 幸（立正佼成会附属佼成病院）

「唾液腺癌の病理診断：その実際と最近の進歩」
長尾 俊孝（東京医科大学人体病理学分野）

臨床ミニセミナー 1「診断と治療のコツ」 （11：20～12：00）
「耳下腺腫瘍手術：顔面神経の同定と保護」

司会 丹 生 健 一（神戸大学）
1．主幹からの同定法

東野 正明、寺田 哲也、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
2．耳下腺腫瘍手術における下顎縁枝からの顔面神経同定法

岩井 大（関西医科大学附属滝井病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

ランチョンセミナー 1 （12：10～13：10）
司会 川 内 秀 之（島根大学）

「コブレーター扁桃摘出術におけるショートステイサージェリーの実際」
中川 雅文（国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科）

総会 （13：15～13：45）

学会奨励賞授賞式・講演 （13：45～14：15）
受賞者：河村陽二郎 会員（昭和大学藤が丘病院耳鼻咽喉科）
講 演：難治性口腔咽頭潰瘍で受診した症例の検討
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教育パネル （14：15～15：45）
司会 原 渕 保 明（旭川医科大学）

「専門医が知っておくべき扁桃病巣疾患の新展開」
1．内科疾患における上咽頭処置の重要性：今、またブレイクスルーの予感

堀田 修（堀田修クリニック）
田中亜矢樹（田中耳鼻咽喉科）
谷 俊治（上田診療所）

2．移植腎に再発した IgA腎症に対する扁桃摘出術
土井 彰（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）
田村 耕三（高知医療センター耳鼻咽喉科）
土山 芳徳（高知医療センター腎臓内科）
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）

3．扁桃との関連が明らかになった新たな疾患 1）PFAPA症候群
原 真理子（自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科、国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）
守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）

4．扁桃との関連が明らかになった新たな疾患 2）SAPHO症候群
高原 幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

岡本 健先生を偲ぶ （15：45～16：00）
山下 敏夫（関西医科大学）

教育講演 1 （16：00～16：30）
司会 市 村 恵 一（石橋総合病院）

「解剖から見た扁桃周囲膿瘍・深頸部膿瘍」
渡辺 哲生（大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

教育講演 2 （16：30～17：00）
司会 阪 上 雅 史（兵庫医科大学）

「味覚障害の診断と治療」
三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）

臨床ミニセミナー 2「診断と治療のコツ」 （17：00～17：40）
「嚥下障害：輪状咽頭筋切断術の手技と適応」

司会 梅 野 博 仁（久留米大学）
1．頸部外切開で行う輪状咽頭筋切断術の手技と適応

二藤 隆春（東京大学医学部耳鼻咽喉科）
2．経口的に行う輪状咽頭筋切断術の手技と適応

千年 俊一（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

イブニングセミナー 1 （17：50～18：50）
司会 久 育 男（京都学園大学）

「ドライマウスの診かた」
山村 幸江（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）

11



第 1日 9月10日（木）
第 2会場（ザ・ボールルームB）

第 1群 睡眠時無呼吸（小児 1） （ 8：50～ 9：40）
座長 櫻 井 一 生（藤田保健衛生大学）

川 上 理 郎（大阪府済生会吹田病院）
１．小児 OSASにおける Integrated PSG Systemの検討

坪松ちえ子（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
新谷 朋子（とも耳鼻科クリニック）
氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

２．小児睡眠時無呼吸症候群における、3D―CTを用いた上咽頭の気道比率の検討
熊代奈央子、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）

３．努力性呼吸解析による小児睡眠時無呼吸症候群の評価
工 穣、北野 友裕、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

４．小児 OSASにおける OSA―18の有用性の検討
矢富 正徳（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）
北村 剛一、服部 和裕、岡吉 洋平、鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科学分野）

５．小児睡眠時無呼吸症候群と成長障害について～OSA―18質問紙と身長・体重の関連性～
吉岡 友真、山口 智、若山 望、石田麻里子、関根 久遠（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科）
勝部 康弘（日本医科大学武蔵小杉病院小児科）
松根 彰志（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科）
大久保公裕（日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 2群 睡眠時無呼吸（小児 2） （ 9：40～10：20）
座長 枝 松 秀 雄（東邦大学）

６．未就学児における閉塞性睡眠時無呼吸症候群の有病率（ICSD―2および 3による相違）
北村 拓朗（産業医科大学若松病院耳鼻咽喉科）
宮崎総一郎（滋賀医科大学睡眠学講座）
竹内 頌子（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
田畑 貴久（産業医科大学若松病院耳鼻咽喉科）
武永芙美子、鈴木 秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

７．小児口蓋扁桃非肥大 OSAに関する検討
恩田 信人（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
千葉伸太郎（太田睡眠科学センター）
井坂 奈央、澤井 理華、安藤 裕史、渡邊 統星、森脇 宏人、小島 博己
（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

８．小児睡眠時無呼吸の周術期管理におけるステロイド投与効果の検討
吉浜 圭祐、小森 学、土橋 奈々、守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科））

９．小児睡眠時無呼吸に対する手術適応の検討
河内 理咲、大岡 久司、八木 正夫、朝子 幹也、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）
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第 3群 口腔・咽頭手術 （11：20～12：00）
座長 工 藤 典 代（千葉県立保健医療大学健康科学部）

１０．術後出血からみた口蓋扁桃摘出術における電気メスと超音波メスの比較
阪上 剛、福田多介彦（市立奈良病院耳鼻咽喉科）
北原 糺（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

１１．口蓋扁桃摘出術の術後出血に対する血管クリップの使用経験
矢吹健一郎、磯野 泰大、折舘 伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２．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（国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科、信州大学医学部耳鼻咽喉科）
工 穣、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

１３．硬口蓋骨粘膜弁による硬口蓋閉鎖術を行った２症例
得丸 貴夫、白倉 聡、別府 武、濱畑 敦信（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）

ランチョンセミナー 2 （12：10～13：10）
司会 山 中 昇（和歌山県立医科大学）

「舌下免疫療法の up to date」
藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

第 4群 嚥下 （14：15～14：55）
座長 兵 頭 政 光（高知大学）

１４．山口大学医学部附属病院摂食嚥下チームの活動の現状と今後の課題
原 浩貴、田原 晋作（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学分野）
中村 由子（山口大学医学部附属病院看護部）
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）

１５．中咽頭癌切除再建症例における術後嚥下機能の検討
佐々木慶太、佐々原 剛、長坂 強（千葉県がんセンター頭頸科）

１６．嚥下障害症例の経口摂取の判断における嚥下内視鏡検査スコア評価法の有用性
山川 泰幸、弘瀬かほり、兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

１７．頸部前屈嚥下が嚥下圧動態に及ぼす影響について～健常成人における検討～
鮫島 靖浩、湯本 英二（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 5群 唾液腺悪性腫瘍 1 （14：55～15：45）
座長 家 根 旦 有（近畿大学医学部奈良病院）

藤 本 保 志（名古屋大学）
１８．凍結切片による術中迅速免疫染色の耳下腺悪性腫瘍への応用

別府慎太郎、川北 大介、伊地知 圭、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）

１９．セルブロック組織診断により確定診断し得た舌下腺高悪性度粘表皮癌の一例
門田 伸也、橋本 香里、花川 浩之、松本 淳也（四国がんセンター頭頸科）

２０．唾液腺悪性腫瘍の超音波診断
古川まどか、久保田 彰（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）
古川 政樹（ひろ・やまクリニック）

２１．舌下腺癌の４症例
福井 英人、岩井 大、友田 幸一（関西医科大学附属滝井病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

２２．耳下腺Mammary Analogue Secretory Carcinomaの１例
森山 宗仁、平野 隆、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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第 6群 唾液腺悪性腫瘍 2 （16：00～17：00）
座長 井 口 広 義（大阪市立大学）

朝 蔭 孝 宏（東京医科歯科大学）
２３．唾液腺腺様嚢胞癌の臨床的検討

吉田 恵、東野 正明、菊岡 祐介、大村 修士、櫟原 新平、寺田 哲也、河田 了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

２４．大唾液腺原発扁平上皮癌の６症例
平山 裕次、岩江 信法、米澤宏一郎、松居 秀敏、繁治 純（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）

２５．術前に頸部リンパ節転移を認めなかった耳下腺癌１２例の臨床的検討
米澤宏一郎、岩江 信法、平山 裕次、松居 秀敏（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）

２６．当科における唾液腺導管癌の検討
佐藤慎太郎、島津倫太郎、倉富勇一郎（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

２７．当科における唾液腺導管癌（Salivary duct carcinoma）の検討
三橋 泰仁、末田 尚之（福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
竹下 盛重（福岡大学医学部病理学講座）
中川 尚志（福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

２８．当科における顎下線癌症例の検討
寺尾 恭一、北野 睦三、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 1日 9月10日（木）
第 3会場（ザ・ボールルームA）

第 7群 扁桃疾患 （ 8：50～ 9：40）
座長 平 川 勝 洋（広島大学）

原 田 保（川崎医科大学）
２９．当科における８年４ヶ月間の扁桃病巣疾患の臨床経過

平岡 政信、宮前 吉宏、福田 祐也、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）

３０．当科における扁桃誘発試験の検討
馬場 洋徳、高橋 奈央（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
土屋 昭夫（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科）
窪田 和（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
相澤 直孝（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院耳鼻咽喉科）
堀井 新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３１．短期間に扁桃周囲炎を繰り返し脾摘出術後発症が疑われた１例
國井 美羽（白河厚生総合病院耳鼻咽喉科、福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
大森 孝一（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３２．口蓋扁桃における限局性アミロイドーシスの一例
竹内 頌子、武永芙美子（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
田畑 貴久、北村 拓朗（産業医科大学若松病院耳鼻咽喉科）
鈴木 秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３３．扁桃周囲膿瘍の CT所見とガレノキサシンの組織移行性に関する検討
黒野 祐一、宮下 圭一、永野 広海、川畠 雅樹、馬越 瑞夫、牧瀬 高穂
（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）

第 8群 IgA腎症 （ 9：40～10：20）
座長 東 野 哲 也（宮崎大学）

３４．IgA腎症における口蓋扁桃細菌叢の 16S rRNA解析
高橋 奈央、窪田 和、馬場 洋徳（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
土屋 昭夫（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科）
相澤 直孝（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院耳鼻咽喉科）
堀井 新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３５．IgA腎症扁桃における CX3CR1の検討
大髙 隆輝、高原 幹、原渕 保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

３６．慢性上咽頭炎の上咽頭塩化亜鉛擦過療法（Bスポット療法）が IgA腎症に著効した一例
田中亜矢樹（田中耳鼻咽喉科）

３７．移植後 IgA腎症再発予防に対する扁摘の有効性の検討
永井 世里（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）
濱島 有喜、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）
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第 9群 味覚 （11：20～12：10）
座長 宇佐美 真 一（信州大学）

大 島 猛 史（日本大学）
３８．当科における味覚外来の臨床統計

西田 幸平、小林 正佳、竹内 万彦（三重大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
３９．当科における心因性味覚障害の検討

前田 英美、任 智美（兵庫医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
福永 明子（大阪みなと中央病院）
梅本 匡則、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

４０．外傷性味覚障害の症例検討
山本 純平、寺口 奏子、宮澤 徹、志賀 英明、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

４１．自発性異常味覚の臨床的検討
任 智美、梅本 匡則（兵庫医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
福永 明子（大阪みなと病院耳鼻咽喉科）
前田 英美、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

４２．味覚障害患者における味覚定量検査結果と VASによる自覚症状評価の検討
田中 真琴、森田 優登、池田 篤生、大島 猛史（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第10群 唾石症 （14：15～15：25）
座長 小 川 郁（慶應義塾大学）

欠 畑 誠 治（山形大学）
４３．唾石治療における術式選択について

松延 毅、奥 雄介、冨岡 拓矢（新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
４４．名古屋市立大学における唾液腺内視鏡手術の検討

江崎 伸一、濱島 有喜、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）
永井 世里（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）

４５．耳下腺唾石に対する唾液腺内視鏡 combined approach

崎谷 恵理、草間 薫、吉原 俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
４６．唾液腺内視鏡下に摘出困難であった唾石症例

東家 完、湯本 英二（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
４７．唾石局在診断における SialoCT

濱島 有喜、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）
永井 世里（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）

４８．舌下腺唾石症の一例
道塚 智彦、高原 幹、野村研一郎、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）

４９．巨大顎下腺唾石症と巨大扁桃結石症の併発した一例
武田 淳雄、塚原 清彰、平澤 一浩、本橋 玲、小川 恭生
（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）
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第11群 感染症 （16：00～17：00）
座長 山 下 裕 司（山口大学）

坂 口 博 史（京都府立医科大学）
５０．成人の急性咽頭・扁桃炎における喫煙の影響

宮前 吉宏、保富 宗城、福田 祐也、熊代奈央子、平岡 政信、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）

５１．伝染性単核球症に急性喉頭蓋炎を併発し緊急気管切開を要した１例
中村 宏舞、小針 健大、鹿野 真人（大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科）

５２．難治性咽喉頭病変を来した慢性活動性 EBV感染症の１例
城所 淑信（順天堂大学医学部附属静岡病院耳鼻咽喉科）
池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉・頭頸科）

５３．咽頭痛にて来院し梅毒および HIVウイルス感染陽性であった１症例
齊藤 史明、小池 修治、古瀬 秀和、川合 唯（山形県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
阿部 修一（山形県立中央病院感染症科）

５４．水痘帯状疱疹ウイルス再活性化により多発性脳神経麻痺をきたした５例
冨岡 拓矢、奥 雄介、松延 毅（新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

５５．頭頸部放線菌症の２例
新井 啓仁、松井 雅裕、中野 宏（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
久 育男（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、京都学園大学健康医療学部言語聴覚学科）

17



第 1日 9月10日（木）
第 4会場（エメラルドルーム）

第12群 非上皮性腫瘍 1 （ 8：50～ 9：40）
座長 増 山 敬 祐（山梨大学）

清 水 猛 史（滋賀医科大学）
５６．真菌感染が疑われ診断に苦慮した咽頭原発末梢性 T細胞リンパ腫の１例

徳永 貴広、成田 憲彦、藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
５７．耳下腺に発生しリンパ節転移を認めたMALTリンパ腫の一例

池田 文、志賀 清人（岩手医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
５８．耳下腺悪性リンパ腫の３例

北野 睦三、寺尾 恭一、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）
５９．咽頭潰瘍で発症した加齢性 EBV陽性びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫の１例

御任 一光（前橋赤十字病院耳鼻咽喉科）
髙橋秀行、近松 一朗（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

６０．翼口蓋窩から蝶形骨洞に腫瘤形成を認めた ATLの１例
永野 広海、地村 友宏、井内 寛之、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）

第13群 非上皮性腫瘍 2 （ 9：40～10：20）
座長 山 岨 達 也（東京大学）

６１．下咽頭癌を疑った AIDS関連悪性リンパ腫の１例
山田 啓之、吉田 正、羽藤 直人（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

６２．頭頸部領域で発見されたMTX関連リンパ増殖性疾患の１例
小川 高生、岸本真由子、小川 徹也、植田 広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）

６３．中咽頭や頸部リンパ節の腫脹にて発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の症例
犬塚 絵理、荒木 幸仁、宮川 義弘、前田真由香、冨藤 雅之、山下 拓、塩谷 彰浩
（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

６４．BP剤関連顎骨壊死とMTX関連リンパ増殖性疾患を併発した関節リウマチの１例
大塚雄一郎、根本 俊光（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）
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第14群 頭頸部腫瘍その他 （11：20～12：10）
座長 佐 藤 宏 昭（岩手医科大学）

長谷川 泰 久（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）
６５．喉頭癌咽頭再発に対して導入化学療法とセツキシマブ併用 IMRT療法が著効した１例

川北 大介、別府慎太郎、濱島 有喜、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．原発部位の CK19発現に基づいた頭頸部扁平上皮癌患者における OSNA法の診断的可能性
鈴木 政博、仲江川雄太、大森 孝一（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

６７．頭頸部非扁平上皮癌の臨床的検討
髙野 学、花井 信広（愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科）

６８．当科における副咽頭間隙腫瘍症例の臨床的検討
能田 拓也、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）
下出 祐造、辻 裕之（金沢医科大学頭頸部・甲状腺外科）

６９．頸部外切開よる摘出を選択した頸部リンパ管腫３症例についての検討
菅村真由美、増田 聖子、鮫島 靖浩、蓑田 涼生、湯本 英二
（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第15群 口腔腫瘍 1 （14：15～15：15）
座長 久保田 彰（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）

林 隆 一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）
７０．頬粘膜に発生した粘液性腺癌の一例

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

７１．当院における S―1使用の再発・転移口腔・咽頭癌症例についての検討
小柴 康利、松浦 一登、今井 隆之（宮城県立がんセンター頭頸部外科）

７２．下顎骨の硬性再建を行わなかった症例の検討
小野田友男、野田 洋平、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）

７３．転移性口蓋扁桃腫瘍によって発見された肺小細胞癌例
山本小百合、大脇 成広、清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）

７４．胃癌根治治療５年後に口蓋扁桃転移をきたした１例
松本 宗一、兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

７５．口蓋扁桃に転移した大細胞神経内分泌肺癌の１例
江川 峻哉（昭和大学病院頭頸部腫瘍センター、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
池谷 洋一（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
池田賢一郎（昭和大学病院頭頸部腫瘍センター、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
嶋根 俊和（昭和大学病院頭頸部腫瘍センター）
小林 一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
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第16群 口腔腫瘍 2 （16：00～16：50）
座長 福 田 諭（北海道大学）

鬼 塚 哲 郎（静岡県立静岡がんセンター頭頸部外科）
７６．当科における口腔がん症例の臨床的検討

吉川 直子、大熊 雄介、蒔田 勇治、山崎 一樹、國井 直樹、茶薗 英明、花澤 豊行、岡本 美孝
（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

７７．口腔・中咽頭原発腺様嚢胞癌の臨床病理学的検討
橋本 和樹、富岡 利文、丸尾 貴志、林 隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

７８．当科における舌癌を除く口腔癌の臨床的検討
岡崎 慎一、那須 隆、岡崎 雅、後藤 崇成（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）
小池 修治（山形県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
欠畑 誠治（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

７９．当科２０年間における口腔癌の治療法の変遷と治療成績
菅野 真史、成田 憲彦、徳永 貴広、藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

８０．当科における口腔咽頭腫瘍症例の臨床病理学的検討―診断・治療に苦慮した症例を中心に
森倉 一朗、青井 典明、清水 保彦、淵脇 貴史、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

第17群 口腔腫瘍 3 （16：50～17：40）
座長 峯 田 周 幸（浜松医科大学）

香 取 幸 夫（東北大学）
８１．当院における舌癌症例の検討

千田 邦明、野田 大介（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院耳鼻咽喉科）
８２．当科における舌扁平上皮癌症例の臨床的検討

佐々原 剛、佐々木慶太、長坂 強（千葉県がんセンター頭頸科）
８３．舌癌切除断端と原発巣再発率の検討

松居 秀敏、岩江 信法、平山 裕次、米澤宏一郎、繁治 純（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
８４．舌扁癌 stage I―II症例における後発リンパ節転移の検討

後藤 崇成、那須 隆、岡崎 慎一、岡崎 雅、倉上 和也、欠畑 誠治
（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

８５．口腔扁平上皮癌における Lymph node density

槇 大輔、松本 文彦（国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科）

イブニングセミナー 2 （17：50～18：50）
司会 土 井 勝 美（近畿大学）

「経口的咽頭腫瘍切除術の実際－栄養管理の点からも－」
渡邉 昭仁（社会医療法人恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 2日 9月11日（金）
第 1会場（クリスタルルーム）

臨床ミニセミナー 3「診断と治療のコツ」 （ 8：40～ 9：20）
「経口的咽頭癌切除術：inside out anatomyから見た手技のコツ」

司会 塩 谷 彰 浩（防衛医科大学校）
1．湾曲喉頭鏡展開による経口切除の工夫

渡邉 昭仁（社会医療法人恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
2．Transoral Videolaryngoscopic Surgeryにおける術野展開、inside out anatomyの要点

冨藤 雅之、山下 拓、荒木 幸仁、塩谷 彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

臨床ミニセミナー 4「診断と治療のコツ」 （ 9：20～10：00）
「顎下腺手術：安全・確実な手技」

司会 岸 本 誠 司（亀田総合病院）
1．解剖に基づく顎下腺手術

野村 務、大木 雅文、大畑 敦（埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科）
岸本 誠司（亀田総合病院頭頸部外科）

2．下顎縁枝非同定法の顎下腺手術
寺田 哲也（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

臨床ミニセミナー 5「診断と治療のコツ」 （10：00～10：40）
「口蓋扁桃摘出術：術後出血の予防と対応」

司会 黒 野 祐 一（鹿児島大学）
1．術後出血の危険因子と対策

生駒 亮（国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院耳鼻咽喉科）
折舘 伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2．術後出血予防のための工夫：手術用顕微鏡を用いた口蓋扁桃摘出術とその応用
日高 浩史（東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

特別講演 2 （10：45～11：45）
司会 内 藤 健 晴（藤田保健衛生大学）

「睡眠研究の最前線：基礎研究から実用まで」
裏出 良博（筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構）

ランチョンセミナー 3 （12：00～13：00）
司会 友 田 幸 一（関西医科大学）

「頭頸部癌治療における周術期口腔機能管理（口腔ケア）の役割」
植野 高章（大阪医科大学歯科口腔外科）

教育講演 3 （13：10～13：40）
司会 村 上 信 五（名古屋市立大学）

「唾液腺腫脹をきたす非腫瘍性疾患」
氷見 徹夫、高野 賢一、阿部亜由美（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
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シンポジウム 2 （13：50～15：20）
司会 鈴 木 賢 二（医療法人尚徳会ヨナハ総合病院）

宮 崎 総一郎（滋賀医科大学睡眠学講座）
「睡眠時無呼吸・いびきへの対応 最前線」

1．小児への対応
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．成人 OSAへの対応：押し寄せる簡易検査の波に耳鼻科医はどう対応するのか
鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科）

3．高齢者への対応
駒田 一朗（独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院耳鼻咽喉科）

4．Sleep surgeryの反省と展望：いびき、OSAやってはいけない手術！やるべき手術！
千葉伸太郎
（太田総合病院記念研究所太田睡眠科学センター＆睡眠外科学センター、
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

閉会の辞 （15：20～）
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第 2日 9月11日（金）
第 2会場（ザ・ボールルームB）

モーニングセミナー （ 7：50～ 8：30）
司会 猪 原 秀 典（大阪大学）

「抗がん剤治療における支持療法の重要性」
畠 清彦（がん研究会有明病院血液腫瘍科）

第18群 炎症性疾患 （ 8：40～ 9：40）
座長 北 原 糺（奈良県立医科大学）

林 達 哉（旭川医科大学）
８６．咽喉頭潰瘍で発症した腸管ベーチェット病の２例

中村 雄、東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）
８７．レミエール症候群の１例

太田 亮、佐々木卓也（王子総合病院耳鼻咽喉科）
原渕 保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

８８．頸部壊死性軟部組織感染症により生じた皮膚欠損に対する陰圧閉鎖療法の使用経験
鈴木 貴博、角田梨紗子、生島 寛享、小倉 正樹（仙台市立病院耳鼻いんこう科）

８９．咽後膿瘍との鑑別を要した石灰沈着性頸長筋腱炎の１例
小針 健大、鹿野 真人（大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科）

９０．発熱・咽頭痛・頸部腫脹で発症した咽後膿瘍症例と川崎病症例
髙橋 秀行（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
御任 一光（前橋赤十字病院耳鼻咽喉科）
近松 一朗（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

９１．口腔咽頭の炎症性潰瘍疾患に対するコルヒチン内服の検討－有効症例、難治症例の比較－
山本 祐三（耳鼻咽喉科・アレルギー科山本医院）
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第19群 唾液腺非腫瘍 （ 9：40～10：40）
座長 竹 内 万 彦（三重大学）

折 舘 伸 彦（横浜市立大学）
９２．IgG4関連ミクリッツ病及び慢性硬化性顎下腺炎における IgG4産生誘導因

草間 薫、野中 学、吉原 俊雄（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
９３．IgG4関連ミクリッツ病の病態形成における濾胞ヘルパー T細胞と制御性Ｂ細胞の役割

亀倉 隆太、高野 賢一（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
實川 純人、長屋 朋典
（札幌医科大学耳鼻咽喉科、札幌医科大学フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
一宮 慎吾（札幌医科大学フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

９４．IgG4関連疾患における顎下腺導管上皮タイト結合分子の発現変化
阿部亜由美、高野 賢一、亀倉 隆太、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

９５．IgG4関連疾患における唾液腺生検に関する検討
高野 賢一、阿部亜由美、亀倉 隆太、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

９６．線維素性唾液管炎と診断した１０例
大塚雄一郎、根本 俊光（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）

９７．耳前部に巨大な腫瘤を形成し手術治療を行った木村病の１例
戸村 美紀、松田 和徳、東 貴弘、遠藤 亜紀、阿部 晃治、武田 憲昭
（徳島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

ランチョンセミナー 4 （12：00～13：00）
司会 湯 本 英 二（熊本大学）

「Cetuximab使用時に浮かび上がってきた課題と対策」
松浦 一登（宮城県立がんセンター頭頸部外科、東北大学大学院医学系研究科連携講座頭頸部腫瘍学分野）

第20群 唾液腺腫瘍 1 （13：10～14：10）
座長 菅 澤 正（埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科）

近 松 一 朗（群馬大学）
９８．耳下腺に生じた脂肪腫の１例

今野 渉、中島 逸男、平林 秀樹、春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
９９．耳下腺ワルチン腫瘍に濾胞性リンパ腫を合併した１症例

藤崎 倫也、兵 行義、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）
１００．結核を合併したワルチン腫瘍の１例

後藤 孝和、神田 裕樹、井口 広義（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）
１０１．特徴的な唾液腺造影所見がみられた反復性耳下腺腫脹の１例

川村 善宣（大崎市民病院耳鼻咽喉科、東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
高梨 芳崇、香取 幸夫（東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

１０２．口蓋に発生した多形腺腫の２例
松原 由歩（東近江総合医療センター耳鼻いんこう科、滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）
大脇 成広、清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）

１０３．予想外の転帰を辿った副咽頭間隙多形腺腫の１例
今井 篤志、鬼塚 哲郎（静岡県立静岡がんセンター頭頸部外科）
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第21群 唾液腺腫瘍 2 （14：10～15：10）
座長 羽 藤 直 人（愛媛大学）

別 府 武（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）
１０４．耳下腺腫瘍の性状と占拠部位による摘出手術のためのアプローチ法の検討

川内 秀之、青井 典明、森倉 一朗、堀田優希江（島根大学医学部耳鼻咽喉科学）
１０５．耳下腺多形腺腫再発症例の検討

栗山 達朗、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
綾仁 悠介（大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
東野 正明、寺田 哲也（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１０６．当科における大唾液腺腫瘍症例の臨床的検討
佐藤恵里子、佐伯 忠彦（製鉄記念広畑病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１０７．当科における耳下腺腫瘍症例の検討
福田 祐也、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）

１０８．当科における顎下腺腫瘍症例の検討
高橋 郷、石橋 淳、川口顕一朗（小田原市立病院耳鼻咽喉科）
嶋根 俊和（昭和大学病院頭頸部腫瘍センター、昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科）
寺崎 雅子（小田原市立病院耳鼻咽喉科）

１０９．耳下腺腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の検討
鈴木 学、櫟原 新平、東野 正明、寺田 哲也、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 2日 9月11日（金）
第 3会場（ザ・ボールルームA）

第22群 アレルギー・外傷 （ 8：40～ 9：30）
座長 春 名 眞 一（獨協医科大学）

大久保 公 裕（日本医科大学）
１１０．口腔症状を誘発する食物と花粉 IgE

大澤 陽子（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）
森川 太洋（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
杉本 千鶴（福井社会保険病院耳鼻咽喉科）
森 繁人（もり耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック）
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）

１１１．口腔アレルギー症候群の血清学的診断におけるコンポーネント解析の有用性について
白崎 英明（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
山本 哲夫（やまもと耳鼻咽喉科）
才川 悦子、関 伸彦、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

１１２．上咽頭内視鏡検査によるアデノイドの評価についての検討
木原 彩子（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室、神尾記念病院）
堀部 晴司（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室、宮ノ森クリニック）
犬塚恵美子、田邉 陽介、内藤 健晴（藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

１１３．頸部を貫通した歯ブラシ外傷の１症例
海邊 昭子（獨協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科）
春名 眞一、平林 秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
田中 康広（獨協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科）

１１４．加熱飲食物による喉頭下咽頭熱傷の２症例
兵 行義、福辻 賢治、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）
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第23群 下咽頭腫瘍 （ 9：30～10：40）
座長 倉 富 勇一郎（佐賀大学）

岩 江 信 法（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
１１５．当科における下咽頭扁平上皮癌症例の臨床的検討

長坂 強、佐々原 剛、佐々木慶太（千葉県がんセンター頭頸科）
１１６．下咽頭癌局所進行癌に対する臨床的検討－induction chemotherapyの有用性－

進 武一郎、梅野 博仁、千年 俊一、小野 剛治（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
１１７．当科における近年の下咽頭癌症例の検討

久津間貴和子、石井 裕貴、増山 敬祐
（山梨大学大学院医学工学総合研究部医学学域臨床医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

１１８．梨状陥凹原発扁平上皮癌に対するシスプラチン週一回投与併用放射線化学療法の検討
対馬那由多、坂下 智博、本間 明宏、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・頭頸部外科学教室）

１１９．下咽頭癌の治療の検討
志賀 清人、片桐 克則、池田 文（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２０．根治照射後に化膿性脊椎炎を生じた下咽頭後壁癌の一例
岡村 純、野田 和洋、峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２１．下咽頭癌に対する放射線化学療法後に咽頭潰瘍、椎体壊死を来たした１例
大熊 雄介、岡本 美孝、吉川 直子、國井 直樹、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）

第24群 上咽頭腫瘍 （13：10～14：10）
座長 吉 崎 智 一（金沢大学）

鈴 木 幹 男（琉球大学）
１２２．上咽頭癌におけるオートファジーに関する検討

正谷 知巳、辻 亮、吉崎 智一（金沢大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
１２３．Epstein―Barrウイルス関連上咽頭癌における新たなバイオマーカーの可能性

平井 信行、吉崎 智一（金沢大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
１２４．上咽頭癌における TPF療法による導入化学療法の実際

石井 裕貴、久津間貴和子、増山 敬祐
（山梨大学大学院医学工学総合研究部医学学域臨床医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

１２５．CDGPを主剤に用いたレジメンによる上咽頭癌治療の妥当性に関する検討
真栄田裕行、喜瀬 乗基、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）

１２６．軟口蓋切開により摘出した上咽頭多形腺腫例
柊 陽平、生駒 亮（国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院耳鼻咽喉科）
折舘 伸彦（横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１２７．上咽頭神経鞘腫の１例
加藤 久幸、日江井裕介、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）
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第25群 中咽頭腫瘍 （14：10～15：20）
座長 藤 井 隆（大阪府立成人病センター）

門 田 伸 也（四国がんセンター頭頸科）
１２８．中咽頭癌症例の検討

野田 大介、千田 邦明（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院耳鼻咽喉科）
１２９．進行中咽頭癌に対する臨床的検討－NACの有用性－

小野 剛治、梅野 博仁、千年 俊一、進 武一郎（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
１３０．中咽頭進行癌に対する RT単独治療の成績

道場 隆博、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）
１３１．当科における進行中咽頭癌の治療成績

村上 大造、湯本 英二（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
１３２．導入化学療法後に Set―back再建を施行した舌根癌症例の検討

岡本 啓希、小川 徹也、植田 広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）
１３３．中咽頭紡錘細胞癌例

地村 友宏、永野 広海、宮下 圭一、川畠 雅樹、馬越 瑞夫、井内 寛之、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）

１３４．咽頭出血を契機に診断された早期中咽頭癌の１例
日江井裕介、加藤 久幸、長坂 聡、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）
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第 2日 9月11日（金）
第 4会場（エメラルドルーム）

Expert Seminar （ 7：50～ 8：30）
「耳下腺腫瘍手術の実際－手術のビデオ供覧と質疑応答－」

河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第26群 睡眠時無呼吸 1 （ 8：40～ 9：40）
座長 鈴 木 秀 明（産業医科大学）

辻 裕 之（金沢医科大学）
１３５．当科における小児睡眠時無呼吸についての治療成績

酒井 あや、木下 裕子、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）
１３６．睡眠時呼吸障害に対する低温高周波を用いる UPPPの効果

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）
工藤 逸大、牧山 清、岸 博行、高根 智之（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

１３７．OSASに対する舌根部と軟口蓋部のコンビネーション手術の治療効果の検討
北村 剛一（東京医科大学耳鼻咽喉科学分野）
矢富 正徳（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）
服部 和裕（東京医科大学耳鼻咽喉科学分野）
岡吉 洋平（東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科）
鈴木 衞（東京医科大学耳鼻咽喉科学分野）

１３８．肥満児の口蓋扁桃摘出アデノイド切除術後管理にネーザルハイフローが有効であった一例
北野 友裕、工 穣、鬼頭 良輔、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

１３９．特異な経過で咽頭手術を行った小児睡眠時呼吸障害の２例
菊池 淳（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、
久留米大学病院睡眠医療外来）
羽藤 直人（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１４０．多点気道内圧測定と睡眠内視鏡の nPSGで診断し、治療した閉塞性睡眠無呼吸の１例
井坂 奈央（聖路加国際病院耳鼻咽喉科、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学講座）
千葉伸太郎（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学講座、太田睡眠科学センター）
恩田 信人、澤井 理華、安藤 裕史、渡邊 統星、森脇 宏人、内田 亮、小島 博己
（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学講座）
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第27群 睡眠時無呼吸 2 （ 9：40～10：40）
座長 武 田 憲 昭（徳島大学）

北 村 剛 一（東京医科大学）
１４１．当科における CPAPアドヒアランスの検討

井下 綾子、松岡 理奈、伊藤 麻美、笠井 美里、池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉・頭頸科）
１４２．睡眠障害国際分類第３版による閉塞性睡眠時無呼吸の診断基準に伴う診断の変化

中島 正己（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）
原 睦子（上尾中央総合病院耳鼻いんこう科）
加瀬 康弘（埼玉医科大学耳鼻咽喉科）

１４３．舌扁桃切除術の有用性に関する研究－アンケート調査を中心に－
中田 誠一、西村 洋一、岩田 昇、小島 卓朗（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科）
鈴木 賢二（医療法人尚徳会ヨナハ総合病院）

１４４．舌 CT値と 3DCTセファログラムからみた OSA

渡邊 統星（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）
井坂 奈央、澤井 理華、安藤 裕史、森脇 宏人、小島 博己（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

１４５．閉塞性睡眠時無呼吸症候群におけるより簡便な気道閉塞様式診断法を求めて
西村 洋一、小島 卓朗、岩田 昇、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）

１４６．PSG検査時にてんかん波形を合併した一例
奥 雄介、松延 毅、冨岡 拓矢（新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
荒木 倫利（洛和会音羽病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

第28群 口腔・咽頭 1 （13：10～14：10）
座長 西 﨑 和 則（岡山大学）

小 林 一 女（昭和大学）
１４７．嚥下障害を契機に発見された原発性アミロイドーシスの１例

中村 裕之（JAとりで総合医療センター耳鼻咽喉科）
岸川 正大（武蔵野赤十字病院耳鼻咽喉科）

１４８．舌腫大で来院したアミロイドーシスの２例
森田 優登、浅川 剛志、古阪 徹、大島 猛史（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

１４９．舌に生じた小児悪性ラブドイド腫瘍症例
中野 宏、新井 啓仁、松井 雅裕（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
久 育男（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、京都学園大学健康医療学部言語聴覚学科）

１５０．舌に発生した孤発性線維性腫瘍（Solitary fibrous tumor）の１例
野田 洋平、小野田友男、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）

１５１．舌根部の紡錘細胞癌の一例
野田 和洋、岡村 純、峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１５２．乳児舌根部嚢胞の３症例
吉田 正、田中加緒里、山田 啓之、羽藤 直人（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第29群 口腔・咽頭 2 （14：10～15：20）
座長 堤 剛（東京医科歯科大学）

末 田 尚 之（福岡大学）
１５３．咽頭痛で初発したラモトリギンによる中毒性表皮壊死症の２症例

窪田 和（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
相澤 直孝（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院耳鼻咽喉科）
高橋 奈央、馬場 洋徳、堀井 新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１５４．吐血を反復した下咽頭静脈瘤の１例
土屋 昭夫、佐藤 邦広（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科）

１５５．治療に難渋した咽頭動静脈奇形の一例
喜瀬 乗基、喜友名朝則、真栄田裕行、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）

１５６．上咽頭に発生しさまざまな脳神経症状を呈した炎症性偽腫瘍の一例
樽本 俊介、竹本 剛（山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科）

１５７．巨大咽喉頭血管腫の１例
山本 陽平、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）

１５８．口蓋および咽頭の血腫を契機に発見された後天性血友病の一例
古家 裕巳、杉本 一郎、井門謙太郎、竹野 幸夫、平川 勝洋
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

１５９．口蓋扁桃ランゲルハンス細胞組織球症の１例
成尾 一彦、北原 糺（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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