


会 長 挨 拶

川 内 秀 之
島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座

この度、第２９回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会を、島根県松江市において、島根大学医学部
耳鼻咽喉科学講座で担当させていただくことになりました。

９月初旬という初秋の山陰において、本学会を開催させていただく運びとなり、会員各位の皆様には、心よ
り感謝申し上げます。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の領域は多岐に亘っておりますが、口腔・咽頭領域を主座とする本学会の果たす役
割には非常に大きなものがあると認識しております。長年に亘って先輩方が築いてこられた基礎的研究や臨床
的検討に裏打ちされて、日本口腔・咽頭科学会が担う役割の重要性は衆目の一致するところであります。近年
の口腔・咽頭領域の各種疾患に対する外科的治療に関しては、手術手技の進歩のみならず、ロボット手術を代
表とする手術支援機器の充実が特筆されます。一方、研究面に目を移しますと、病巣扁桃を代表とした感染性
炎症性疾患に関する基礎的・臨床的研究も諸外国に勝るとも劣らない質と量において継続されています。本学
会が元来担うべき、口腔・咽頭領域の良性・悪性腫瘍、唾液腺疾患、睡眠時無呼吸症候群などは、治療の有り
様によっては患者さんの生命予後や生活の質を大きく左右します。また、近年の再生医療のトレンドは味覚障
害や嗅覚障害の研究や組織修復の研究において新たな方向性を提示しています。

私どもマンパワーの少ない教室で主催させていただく今回の学会は、身の丈にあったものにしかできません
が、精一杯の努力をさせていただく所存です。今回の学会では、一般演題は口頭発表とポスター発表を募集さ
せていただき、ご発表の先生にはビデオの使用ができるように準備をしております。

特別企画の概要について説明させていただきますと、他分野の特別講演として、島根県六日市町出身の澄川
喜一先生（東京芸術大学名誉教授；東京スカイツリー設計者）をお招きして、“好きなことを続ければ夢はか
なう”と題して、お話を伺うことにしました。招待講演としては、松江市玉湯町出身の奥村 康名誉教授（順
天堂大学医学部免疫学特任教授）に“免疫学の魅力と後輩に伝えたいこと”と題して、免疫学の粋をお聞きす
ることとしました。また粘膜免疫の世界的権威である清野 宏教授（東京大学医科学研究所炎症免疫）には、
イブニングセミナーにおいて、“粘膜免疫の最新情報と炎症性疾患の制御に向けた経粘膜的治療戦略”と題し
て最先端の研究内容を披露していただきます。

海外からは、Robotic Surgeryの権威である Scott Magnuson教授（Florida Hospital, Florida, USA）と Se―
Heon Kim教授（韓国 Yonsei大学）をお招きし、各々、閉塞性睡眠時無呼吸と口腔咽頭癌に対する手術につ
いて、お話していただくことになりました。
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シンポジウムは、①粘膜免疫の臨床応用－咽腔、口腔、腸管の粘膜を利用した炎症性疾患の制御機構の理
解－ ②唾液腺悪性腫瘍の分子病理から見た治療法の展望－予後向上を目的とした新たな展開を中心に－
③口腔咽頭癌のマネージメント－治療法の変遷と予後評価を中心に－エキスパート・オピニオン ④睡眠呼
吸障害とその周辺領域アップデートの４題を企画しております。教育講演として、①咽頭癌とウイルス－分
子機構－ ②扁桃研究の歴史と今後の展望 ③味覚障害の診断と治療を企画しております。

ランチョンセミナーとしては、８日（木）、９日（金）に各々２題を予定しております。ラインアップだけ
簡単に紹介しておきますが、①口腔咽頭領域感染症の診断と治療 ②口腔咽頭領域の画像診断 ③スギ花粉
症に対する舌下免疫療法のすべて ④耳鼻咽喉科領域の細菌感染と抗菌薬の変遷を予定しており、ご案内さ
せていただきます。さらに、ご不便をおかけして、島根までご来駕いただく会員各位とくに若手の先生のため
に、９日（金）の朝にモーニングセミナーを企画しております。企画の内容は、①上咽頭の炎症を考えるで
す。

尚、今回は新専門医制度の導入に伴い、学会参加登録（日耳鼻会員 IDカードによる）による単位の取得な
らびに専門領域講習のため２つの講習時間（各１時間：各１単位）での単位取得の機会を設けました。講習の
内容は、①口腔咽頭領域の重症感染症対策の基本－症例から学ぶ－ ②口腔咽頭癌の診断と治療－症例から
学ぶ－の２コマであります。ご参加の皆様には、ご承知おきくださいますようお願いいたします。

また学会プログラム終了後になりますが９日（金）の夜に、今回特別にサテライトシンポジウム「睡眠呼吸
障害の update－New sleep surgery ; How should we learn?」を予定させていただきました。ご参加の先生に
は、９日の夜も宿泊をお願いする事になりますが、是非ともご参加の程、お願いいたします。詳細は後日ホー
ムページでご案内させていただきます。

以上、特別企画の内容を中心に紹介させていただきましたが、言うまでもなく、学術講演会の基本は一般演
題における発表と白熱した意見交換です。

９月の山陰は天候に恵まれる時期でもあり、秋の宍道湖の夕日は一年で最も美しいと言われております。
昨年松江城が国宝に指定され、例年にも増して観光客が訪れる時期でもあります。ご参加の先生方には、ぜひ
とも、早めの交通・宿泊の予約をしていただきますよう、お願い申し上げます。コンベンション発祥の地（神
在月）を自負する出雲大社を戴く当地におきましては、出雲の八百万の神々に祈願して、全国の耳鼻咽喉科医
の神々のご来光を歓迎いたします。会期中の学会活動はもちろんですが、日頃の疲れを癒すためにも、少々散
策などしていただければ幸いに存じます。

山海の豊富な食材や、地酒、暖かい温泉（松江宍道湖温泉、玉造温泉など）、さらに世界遺産となった石見
銀山、松江城・堀川めぐり、足立美術館などの観光スポットも皆様をお待ちしておりますので、ぜひとも島根
の地へお揃いでお運びくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

擱筆
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ご 案 内

1．会期・会場

・会 期：２０１６年９月８日（木）・９日（金）
・会 場：松江テルサ

〒６９０―０００３ 島根県松江市朝日町４７８―１８ JR松江駅前

2．参加登録受付

・日 時：９月８日（木）７：３０～
９月９日（金）７：３０～

・場 所：１階テルサホール前
・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、紛失され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（１階テルサホール前）にご提出ください。
【受付時間】
９月８日（木）７：３０～１７：００（プログラム終了２時間前）
９月９日（金）７：３０～１６：００（同上）
※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．耳鼻咽喉科領域講習

９月８日（木）７：４５～８：４５
「口腔咽頭癌の診断と治療－症例から学ぶ－」（第１会場）

９月９日（金）１６：５０～１７：５０
「口腔咽頭領域の重症感染症対策の基本－症例から学ぶ－」（第１会場）

取得単位：１単位（本学会参加による２単位に加えて取得できます）入室時にお渡しする「受講証明書
引換券」と引き換えに「受講証明書」を退出時に配布します。
講習開始以降に入場する場合は「受講証明書引換券」をお渡しできません。また、中途退出の場合は

「受講証明書」は配布できません。
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5．クローク

１階受付横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８日（木）７：３０～１９：００
９月９日（金）７：３０～１８：００もしくは１９：００

6．機器展示・ドリンクコーナー

１階アトリウム「シャラ」と４階で行います。
研修室２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８日（木）９：００～１８：３０
９月９日（金）９：００～１６：００

7．書籍展示・販売

４階研修室２で行います。
【開設時間】
９月８日（木）９：００～１８：３０
９月９日（金）９：００～１６：００

8．総 会

・日 時：９月８日（木）１３：２０～１３：５０
・場 所：第１会場（１階テルサホール）

9．会員懇親会

・日 時：９月８日（木）１９：００～２１：００
・場 所：松江エクセルホテル東急
参加費は無料です。ネームカードをご着用してお越しください。

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。
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11．役員会

理 事 会
・日 時：９月７日（水）１５：３０～１７：３０
・場 所：玉湯町玉造温泉 佳翠苑「皆美」（1F 玉光の間）

評議員会
・日 時：９月７日（水）１７：３０～１８：３０
・場 所：玉湯町玉造温泉 佳翠苑「皆美」（1F 玉光の間）

12．その他

会場内では携帯電話をマナーモードに設定し、ご使用はお控えください。
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。

【一般演題（口演）を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】
・１階テルサホール前
９月８日（木）７：３０～
９月９日（金）７：３０～１５：３０
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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 島根太郎の場合 「１００・島根太郎.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】

島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座
〒６９３―８５０１ 島根県出雲市塩冶町８９―１
TEL：０８５３―２０―２２７３ FAX：０８５３―２０―２２７１
E―mail : otolaryn@med.shimane―u.ac.jp

【運営事務局】

株式会社 協同コンベンションサービス
〒１６０―００２３ 東京都新宿区西新宿７―２―６西新宿Ｋ―１ビル４階 ４０３
E―mail : jssp29@kyodo―cs.com
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【一般演題（ポスター）を発表される先生方へ】

1．講演時間、進行

⑴ 発表３分、討論２分です。（座長の指示に従って、ポスターの前で講演をしてください。）
⑵ 座長は、ご担当セッション開始１５分前までに、ポスター会場の座長受付までお越しください。
⑶ 座長の進行のもと、時間厳守でお願いします。

2．演者の方へ

⑴ ポスターパネルは、右図の要領（横 90cm×縦 200cm）で準
備いたします。

⑵ 演題番号は、事務局にてポスターパネルに貼付表示いたしま
す。
演題名・所属・演者名は各自で用意してください。
（横 70cm×縦 20cm）

⑶ 掲示、発表に必要な備品は事務局で用意いたします。

3．貼付・閲覧・撤去

一般演題（ポスター）は、すべて下記の日時で貼付・撤去して
ください。
貼付：９月８日（木曜日） ９：００～１２：００
閲覧：９月８日（木曜日） １２：００～

９月９日（金曜日） １３：００
撤去：９月９日（金曜日） １３：００～１７：００
※指定時間内に各自で撤去してください。
※撤去時刻を過ぎても掲示してあるポスターは、事務局にて処
分いたしますので、あらかじめご了承ください。
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
1F ホール 4F 大会議室 4F 中会議室 4F 研修室1

開会の辞

理事長講演

口腔・咽頭科学の重要性

専門領域講習1
口腔咽頭癌の診断と治療
―症例から学ぶ―
司会： 原田 保　 （川崎医科大）
講師： 川内 秀之 （島根大）

司会： 友田 幸一 （関西医科大）
演者： 吉原 俊雄 （東都文京病院）

第1群
IgA腎症 （O1～O5）
座長： 市村 恵一 （石橋総合病院）
　　 赤木 博文 （南岡山医療センター）

第7群
口腔癌・手術 （O28～O33）
座長： 鈴木 光也 （東邦大）
　　 保富 宗城 （和歌山県立医科大）

第5群
口腔咽頭・症例1 （O18～O23）
座長： 平川 勝洋 （広島大）
　　 大島 猛史 （日本大）

第8群
睡眠時無呼吸症候群1
 （O34～O38）
座長： 池田 勝久 （順天堂大）
　　 東野 哲也 （宮崎大）

第10群
睡眠時無呼吸症候群・手術
 （O44～O48）
座長： 三輪 高喜 （金沢医科大）
　　 山下 裕司 （山口大）

第11群
深頸部 （O49～O51）

座長： 梅野 博仁 （久留米大）
　　 中溝 宗永 （日本医科大）

第9群
睡眠時無呼吸症候群2
 （O39～O43）
座長： 北原 糺　 （奈良県立医科大）
　　 鵜久森 徹 （愛媛大）

第6群
口腔咽頭・症例2 （O24～O27）
座長： 山本 昌彦 （東邦大）
　　 小林 一女 （昭和大）

第2群
口腔アレルギー （O6～O9）
座長： 久 育男　 （京都学園大）
　　 藤枝 重治 （福井大）

第3群
耳下腺1 （O10～O13）
座長： 増山 敬祐 （山梨大）
　　 鈴木 幹男 （琉球大）

第4群
耳下腺2 （O14～O17）
座長： 菅澤 正 （埼玉医科大）
　　 岩井 大 （関西医科大）

教育講演2
味覚の基礎と臨床
司会： 阪上 雅史 （兵庫医科大）
演者： 任 智美　 （兵庫医科大）

ランチョンセミナー2
口腔・咽頭・喉頭領域の画像診断

シンポジウム1

招待講演

唾液腺悪性腫瘍の分子病理から
見た治療法の展望―予後向上を
目的とした新たな展開を中心に―

免疫学の魅力と
後輩に伝えたいこと

ランチョンセミナー1

総  会

学会奨励賞受賞式・講演

耳鼻咽喉科領域の細菌感染と
抗菌薬の変遷

司会： 河田 了　 （大阪医科大）
　　 近松 一朗 （群馬大）

司会： 山中 昇　 （和歌山県立医科大）
演者： 保富 宗城 （和歌山県立医科大）

司会： 村上 信五 （名古屋市立大）
演者： 兵頭 政光 （高知大）

司会： 西﨑 和則 （岡山大）
演者： 原渕 保明 （旭川医科大）

司会： 吉原 俊雄 （東都文京病院）
演者： 奥村 康　 （順天堂大）

特別講演
好きなことを続ければ夢はかなう
司会： 市川 銀一郎 （順天堂大）
演者： 澄川 喜一　 （東京芸術大）

シンポジウム2
粘膜免疫の臨床応用―鼻咽腔、
口腔、腸管の粘膜を利用した
炎症性疾患の制御機構の理解―
司会： 太田 伸男 （東北医科薬科大）
　　 岡野 光博 （岡山大）
追加発言： 吉原 晋太郎 （東京大）

イブニングレクチャー
粘膜免疫の最新情報と
炎症性疾患の制御に向けた
経粘膜的治療戦略
司会： 氷見 徹夫 （札幌医科大）
演者： 清野 宏　 （東京大）
追加発言： 川内 秀之 （島根大）

教育講演1
「扁桃の謎」を解明しよう！
扁桃研究の歴史と今後の展開

9:00-9:10

9:10-9:30

9:30-10:50

11:10-12:10

12:10-13:10

13:20-13:50

13:50-14:20

14:20-15:20

15:20-16:40

16:40-18:00

18:00-18:50 18:00-18:50

16:00-16:40

15:20-16:00

12:10-13:10

10:20-11:00

9:30-10:20 9:30-10:30 9:30-10:20

10:30-11:10

10:20-11:10

15:20-16:20 15:20-16:10

16:10-16:40

7:45-8:45

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00
18:50

懇親会 19:00～21:00　（会場　松江エクセルホテル東急）

第1日目 9月8日（木） 日程表
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
1F ホール 4F 大会議室 4F 中会議室 4F 研修室1

教育講演3
咽頭癌とウイルス―分子機構―
司会： 福田 諭　 （北海道大）
演者： 吉山 裕規 （島根大）

司会： 内藤 健晴 （藤田保健衛生大）
演者： 近藤 健二 （東京大）

ランチョンセミナー3
スギ花粉症およびダニアレルギー性
鼻炎に対する舌下免疫療法のすべて
司会： 岡本 美孝　 （千葉大）
演者： 大久保 公裕 （日本医科大）

海外招聘講演1
Robotic Surgery in Oropharyngeal Space
― Targeting Sleep Apnea Syndrome ―
司会： 湯本 英二 （朝日野総合病院）
演者： J. Scott Magnuson
             （Florida Hospital, Florida, USA）

海外招聘講演2
Robotic Surgery in Korea ― Targeting
Oropharyngeal Space Malignancy ―
司会： 楯谷 一郎 （京都大）
演者： Prof. Se-Heon Kim
           （Yonsei University, Seoul, Korea）

専門領域講習2
口腔咽頭領域の
重症感染症の取り扱い
司会： 荻野 敏　 （大阪大）
講師： 片岡 真吾 （松阪中央総合病院）

ランチョンセミナー4
扁桃に関する最近の話題

司会： 鈴木 賢二 （ヨナハ総合病院）
演者： 黒野 祐一 （鹿児島大）

第12群
唾石 （O52～O56）
座長： 小川 郁 （慶應義塾大）
　　 堀井 新 （新潟大）

第14群
上咽頭・良性 （O60～O63）
座長： 猪原 秀典 （大阪大）
　　 藤本 保志 （名古屋大）

第15群
耳下腺3 （O64～O67）
座長： 吉崎 智一 （金沢大）
　　 青井 典明 （島根大）

第16群
耳下腺4 （O68～O70）

第13群
中咽頭癌・症例 （O57～O59）

第17群
口腔潰瘍 （O71～O74）
座長： 折舘 伸彦 （横浜市立大）
　　 香取 幸夫 （東北大）

第20群
下咽頭・梨状陥凹 （O85～O88）
座長： 清水 猛史 （滋賀医科大）
　　 本田 耕平 （秋田大）

第18群
味覚 （O75～O78）
座長： 竹内 万彦 （三重大）
　　 中川 尚志 （九州大）

第21群
咽頭・臨床 （O89～O92）
座長： 星川 広史 （香川大）
　　 志賀 英明 （金沢医科大）

第19群
上・中咽頭癌 （O79～O84）
座長： 竹内 裕美 （鳥取大）
　　 井口 広義 （大阪市立大）

第22群
下咽頭癌 （O93～O96）
座長： 倉富 勇一郎 （佐賀大）
　　 片岡 真吾　 （松阪中央総合病院）

第23群
嚥下・GERD （O97～O100）
座長： 平野 滋 （京都府立医科大）
　　 原 浩貴 （山口大）

シンポジウム4

閉　会　式

睡眠呼吸障害と
その周辺領域アップデート

司会： 鈴木 賢二　 （ヨナハ総合病院）
　　 宮崎 総一郎 （中部大）

モーニングセミナー
アレルギー性鼻炎と咽頭症状
―生活環境汚染・後鼻漏を中心に―

シンポジウム3
口腔・咽頭癌のマネージメント
―治療の変遷と予後評価を中心に―
エキスパート・オピニオン
司会： 岸本 誠司 （亀田総合病院）
　　 鈴木 正志 （大分大）

座長： 志賀 清人 （岩手医科大）
　　 朝蔭 孝宏 （東京医科歯科大）

座長： 工田 昌也 （広島大）
　　 家根 旦有 （近畿大）

8:00-9:00

9:00-10:20

11:20-12:10

12:10-13:10

13:20-14:20

14:20-15:20

15:20-16:40

16:40-16:50

16:50-17:50

16:00-16:30

15:20-16:00

12:10-13:10

11:20-12:00

9:50-10:20

9:00-9:50 9:00-9:40 9:00-9:40

9:40-10:20 9:40-10:20

15:20-16:20 15:20-16:00

16:00-16:40

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第2日目 9月9日（金） 日程表
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ポスター会場
7F ポスター会場

P-1
耳下腺1 （P1～P4）
座長： 辻 裕之 （金沢医科大）
　　 鮫島 靖浩　 （熊本大）

P-2
耳下腺2 （P5～P9）
座長： 白崎 英明
　　　　　　 （札幌医科大）
　　 古川 まどか
　　　　 （神奈川県立
　　　　　　がんセンター）

P-3
口腔癌 （P10～P14）
座長： 三浦 弘規
　　　 （国際医療福祉大）
　　 宮口 衛
　　　 （東大阪市立病院）

P-4
口腔・嚢胞
 （P15～P18）
座長： 將積 日出夫 （富山大）

P-5
扁桃癌 （P19～P22）
座長： 原渕 保明 （旭川医大）
　　 松原 篤　　 （弘前大）

P-6
咽頭癌 （P23～P26）
座長： 峯田 周幸
　　　 （浜松医科大）
　　 秋定 健
　　　 （川崎医科大）

P-7
口腔アレルギー
 （P27～P30）
座長： 土井 勝美 （近畿大）
　　 橋口 一弘
　　　  （ふたばクリニック）

P-8
MTX関連リンパ節
増殖性疾患
 （P31～P33）
座長： 山下 拓 （北里大）

P-9
睡眠時無呼吸症候群
 （P34～P40）
座長： 春名 眞一
　　　　 （獨協医科大）
　　 中山 明峰
　　　 （名古屋市立大）

P-10
咽頭・嚥下
 （P41～P44）
座長： 平林 秀樹
　　　 （獨協医科大）
　　 塚原 清彰
　　　 （東京医科大）

P-11
深頸部 （P45～P50）
座長： 三輪 正人
　　　　　 （日本医科大）
　　 櫻井 一生
　　　 （藤田保健衛生大）

P-12
手術管理・道具
 （P51～P54）
座長： 齋藤 康一郎 （杏林大）

10:20-10:40

10:40-11:05

10:20-10:45

10:45-11:05

10:20-10:40

10:40-10:5510:40-11:00

10:20-10:40 10:20-10:55 10:20-10:50

10:55-11:15

10:50-11:10

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

ポスター演題　閲覧時間
9月8日（木曜日）12:00～9月9日（金曜日）13:00

第2日目 9月9日（金） 日程表
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第 1日 9月 8日（木）
第 1会場（1Fホール）

専門領域講習 1 （ 7：45～ 8：45）
司会 原 田 保（川崎医科大学）

「口腔・咽頭癌の診断と治療－症例から学ぶ－」
川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

開会の辞 （ 9：00～ 9：10）

理事長講演 （ 9：10～ 9：30）
司会 友 田 幸 一（関西医科大学）

「口腔・咽頭科学の重要性」
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）

シンポジウム 1 （ 9：30～10：50）
司会 河 田 了（大阪医科大学）

近 松 一 朗（群馬大学）
「唾液腺悪性腫瘍の分子病理から見た治療法の展望－予後向上を目的とした新たな展開を中心に－」

1．唾液腺悪性腫瘍に対する診断と新たな治療法の可能性
東野 正明、西角 章、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2．耳下腺悪性腫瘍に対する重粒子線治療
高安 幸弘（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

3．手術治療を主とした耳下腺悪性腫瘍の予後に関わる問題点
中溝 宗永、横島 一彦、稲井 俊太、酒主 敦子、坂井 梓、加藤 大星、大久保公裕
（日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
大橋 隆治（日本医科大学病理診断科）

4．唾液腺悪性腫瘍の分子病理学から見た治療法の展望
青井 典明、川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

招待講演 （11：10～12：10）
司会 吉 原 俊 雄（東都文京病院）

「免疫学の魅力と後輩に伝えたいこと」
奥村 康（順天堂大学医学部免疫学特任教授）

ランチョンセミナー 1 （12：10～13：10）
司会 山 中 昇（和歌山県立医科大学）

「耳鼻咽喉科領域の細菌感染と抗菌薬の変遷」
保富 宗城（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

総会 （13：20～13：50）

学会奨励賞授賞式・講演 （13：50～14：20）
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特別講演 （14：20～15：20）
司会 市 川 銀一郎（順天堂大学）

「好きなことを続ければ夢はかなう」
澄川 喜一（東京芸術大学）

シンポジウム 2 （15：20～16：40）
司会 太 田 伸 男（東北医科薬科大学）

岡 野 光 博（岡山大学）
「粘膜免疫の臨床応用－鼻咽腔、口腔、腸管の粘膜を利用した炎症性疾患の制御機構の理解－」

1．粘膜免疫の特殊性－予防・治療戦略
寺田 哲也、河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2．口腔における免疫寛容誘導作用：口腔液の関与について
春名 威範、岡野 光博、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．経鼻粘膜ワクチンの開発
大堀純一郎（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）

4．経口型アレルギーワクチン“スギ花粉症治療米”の有効性
高岩 文雄（農業食品産業技術総合研究機構生物機能利用部門）

追加発言 免疫細胞による粘膜上皮細胞糖鎖修飾制御と炎症性腸疾患の関わり
吉原晋太郎（東京大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、東京大学医科学研究所炎症免疫学分野）

イブニングレクチャー （16：40～18：00）
司会 氷 見 徹 夫（札幌医科大学）

「粘膜免疫の最新情報と炎症性疾患の制御に向けた経粘膜的治療戦略」
清野 宏（東京大学医科学研究所炎症免疫学分野）

追加発言 川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

教育講演 1 （18：00～18：50）
司会 西 﨑 和 則（岡山大学）

「「扁桃の謎」を解明しよう！扁桃研究の歴史と今後の展開」
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 1日 9月 8日（木）
第 2会場（4F大会議室）

第 1群 IgA腎症 （ 9：30～10：20）
座長 市 村 恵 一（石橋総合病院）

赤 木 博 文（南岡山医療センター）
O1．IgA腎症における上咽頭細菌叢の解析

江崎 伸一、濱島 有喜、伊地知 圭（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
永井 世里（名古屋第二赤十字病院耳鼻咽喉科）
村上 信五（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O2．当院における IgA腎症に対する扁桃摘出の現状と今後の課題
谷水 弘毅、阪本 浩一、山本 祐輝（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）
神田 裕樹、後藤 孝和（大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科）
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）

O3．当院における IgA腎症患者の両側口蓋扁桃摘出術の効果
茂木 香織（島根大学医学部卒後臨床研修センター）
堀田優希江、淵脇 貴史、清水香奈子、清水 保彦、森倉 一朗、青井 典明、川内 秀之
（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

O4．IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術とステロイドパルス併用療法の有用性
齋藤雄太郎（山形市立病院済生館耳鼻咽喉科）
太田 伸男（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）

O5．高知医療センターにおける掌蹠膿疱症例
土井 彰、田村 耕三、福本 晶、小桜 謙一（高知医療センター耳鼻咽喉科）
高野 浩章、中須賀彩香（高知医療センター皮膚科）
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）

第 2群 口腔アレルギー （10：20～11：00）
座長 久 育 男（京都学園大学）

藤 枝 重 治（福井大学）
O6．口腔アレルギー症候群マウスモデルの検討

加藤 幸宣（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
大澤 陽子（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）

O7．咽喉頭病変を初発症状に来した、Stevens―Johnson症候群の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科学講座）

O8．口腔底及び咽喉頭の浮腫を繰り返した症例に対しトラネキサム酸内服が著効を示した１例
山本 馨、鈴木 一雅、森 義明（横須賀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）

O9．食物誘発口腔症状と Profilinの関係
大澤 陽子（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）
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学教室）
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ランチョンセミナー 2 （12：10～13：10）
司会 村 上 信 五（名古屋市立大学）

「口腔・咽頭・喉頭領域の画像診断」
兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）

第 3群 耳下腺 1 （15：20～16：00）
座長 増 山 敬 祐（山梨大学）

鈴 木 幹 男（琉球大学）
O10．当科における耳下腺癌症例の臨床的検討

近藤 敦、黒瀬 誠、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
O11．当科における耳下腺腫瘍の検討

岸本 和大（金沢医科大学頭頸部外科学）
能田 拓也（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）

O12．当科における耳下腺多形腺腫再発症例の検討
栗山 達朗、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）

O13．当科における耳下腺腺房細胞癌１８例の検討
大村 修士、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）

第 4群 耳下腺 2 （16：00～16：40）
座長 菅 澤 正（埼玉医科大学国際医療センター）

岩 井 大（関西医科大学）
O14．耳下腺悪性リンパ腫例の臨床的検討

八木 正夫、鈴木 健介、藤澤 琢郎（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
阪上 智史（医仁会武田総合病院耳鼻咽喉科）
岩井 大（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

O15．当科における耳下腺基底細胞腺腫の検討
鈴木 倫雄、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）

O16．耳下腺内顔面神経本幹に発生した神経鞘腫摘出におけるビーバーメスの使用経験
真栄田裕行、喜友名朝則、杉田早知子、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）

O17．顎下腺摘出時の顔面神経下顎縁枝の取扱いについて
菊岡 祐介、東野 正明、鈴木 倫雄、寺田 哲也、河田 了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

教育講演 2 （18：00～18：50）
司会 阪 上 雅 史（兵庫医科大学）

「味覚の基礎と臨床」
任 智美（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 1日 9月 8日（木）
第 3会場（4F中会議室）

第 5群 口腔咽頭・症例 1 （ 9：30～10：30）
座長 平 川 勝 洋（広島大学）

大 島 猛 史（日本大学）
O18．急速かつ特異的な転移様式を呈した舌癌

小林 大介、山田 弘之、福家 智仁、上田 航毅、澤 允洋
（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

O19．咽頭乳頭腫の検討
松﨑 洋海、浅居 僚平（日本大学病院耳鼻咽喉科）
平井 良治（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
牧山 清（日本大学病院耳鼻咽喉科）
大島 猛史（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O20．舌根部に生じた内視鏡下に摘出した巨大 Oncocytomaの１例
川嵜 洋平（秋田大学医学部耳鼻咽喉科）

O21．ナビゲーションシステムを用いて摘出した口蓋腫瘍の１例
江川 峻哉（昭和大学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）
櫛橋 幸民、池田賢一郎（昭和大学頭頸部腫瘍センター、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
小林 一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
嶋根 俊和（昭和大学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学部門）

O22．咽頭に生じた嚢胞性腫瘤の１例
永井 浩巳（大和市立病院耳鼻いんこう科）
清野 由輩、山下 拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O23．初診時舌腫瘍を疑った舌放線菌症の１例
三谷 壮平、中田 貴大、羽藤 直人（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

第 6群 口腔咽頭・症例 2 （10：30～11：10）
座長 山 本 昌 彦（東邦大学医療センター佐倉病院）

小 林 一 女（昭和大学）
O24．ガマ腫に対する OK―432局所注入療法 コツと落とし穴

太田 伸男（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）
鈴木 祐輔（山形大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科）
鈴木 貴博（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）
齋藤雄太郎（山形市立病院済生館耳鼻いんこう科）
欠畑 誠治（山形大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科）

O25．茎状突起過長症の１例
槇 大輔、戎本 浩史、大上 研二（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）

O26．先天性中耳真珠腫の合併が判明した第一鰓裂由来の側頸瘻の小児例
有本友季子、仲野 敦子（千葉県こども病院耳鼻咽喉科）
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）

O27．頬粘膜下にみられた海綿状血管腫の１例
鯨井 桂子、佐藤えみり（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）
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第 7群 口腔癌・手術 （15：20～16：20）
座長 鈴 木 光 也（東邦大学医療センター佐倉病院）

保 富 宗 城（和歌山県立医科大学）
O28．口腔・咽頭癌頸部リンパ節転移診断に関する検討

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）

O29．舌根部の粘表皮癌に対して舌正中離断アプローチで腫瘍を摘出した１例
内山美智子、石丸 純子、岸本 誠司（亀田総合病院耳鼻咽喉科）

O30．間接的アプローチによる側頭窩腫瘍摘出を行った１症例
永澤 昌（市立三次中央病院耳鼻咽喉科）

O31．口腔底癌術後の組織欠損に対し鎖骨上動脈島状皮弁（SCAIF）で再建を行った１例
佐藤 大、齋藤康一郎（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

O32．脳性麻痺患者の流涎症に対する顎下腺管移動術を施行した１例
加藤 久幸、日江井裕介、平井恵美子、田邉 陽介、長坂 聡、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）

O33．超高齢者における頭頸部癌治療の検討
木下 慎吾、中島 正己、原 睦子、大崎 政海（上尾中央総合病院耳鼻咽喉科）
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第 1日 9月 8日（木）
第 4会場（4F研修室 1）

第 8群 睡眠時無呼吸症候群 1 （ 9：30～10：20）
座長 池 田 勝 久（順天堂大学）

東 野 哲 也（宮崎大学）
O34．小児閉塞性睡眠時無呼吸症の成長段階別性差の検討

井下 綾子、松岡 理奈、池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
O35．小児睡眠時無呼吸症候群と成長障害について～血中 IGF―1と骨年齢を用いた検討～

吉岡 友真、佐藤 一樹、石田麻里子、山口 智（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）

O36．努力性呼吸解析による小児睡眠時無呼吸症の治療前後評価
工 穣、小林 正史、北野 友裕、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

O37．睡眠時呼吸障害に対する口腔内装置の長期成績
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）

O38．成人術後結果としての無呼吸低呼吸指数が示す意義について
中山 明峰、佐藤慎太郎、有馬菜千枝（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科＆睡眠医療センター）
村上 信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第 9群 睡眠時無呼吸症候群 2 （10：20～11：10）
座長 北 原 糺（奈良県立医科大学）

鵜久森 徹（愛媛大学）
O39．小児閉塞性睡眠時無呼吸におけるアデノイド・口蓋扁桃所見と重症度の検討

坪松ちえ子、高野 賢一（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）

O40．当科における小児睡眠時無呼吸症の治療成績
酒井 あや、木下 裕子、志賀 英明、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

O41．小児睡眠時無呼吸症患者の口蓋扁桃の病理組織学検討
原 浩貴、樽本 俊介、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）

O42．小児睡眠医療におけるキアリ奇形について
三浦 正寛（太田総合病院耳鼻咽喉科）
千葉伸太郎
（太田総合病院耳鼻咽喉科、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）
岡田 晋一、太田 史一（太田総合病院耳鼻咽喉科）

O43．一側口蓋扁桃肥大を伴った OSA例
近藤 農（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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）
柏木 隆志、春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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第10群 睡眠時無呼吸症候群・手術 （15：20～16：10）
座長 三 輪 高 喜（金沢医科大学）

山 下 裕 司（山口大学）
O44．Laser Assisted Uvloplasty（LAUP）後の瘢痕狭窄に対する咽頭形成術

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、
太田総合病院耳鼻咽喉科、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
岡田 晋一、三浦 正寛（太田総合病院耳鼻咽喉科、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）
太田 史一（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、
太田総合病院耳鼻咽喉科、東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

O45．OSAに対する軟口蓋部と舌根部の閉塞に対するコンビネーション手術の治療効果の検討
北村 剛一（北村耳鼻咽喉科医院、東京医科大学耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学分野）
岡吉 洋平、服部 和裕（東京医科大学耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学分野）
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）
塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学分野）

O46．コブレーションを用いる UPPPの重症睡眠時無呼吸症候群に対する効果
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、松﨑 洋海、髙根 智之、平井 良治
（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O47．鼻科手術における周術期経皮的酸素飽和度測定結果の検討
柳原 健一、安藤 裕史（地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院耳鼻咽喉科）

O48．小児閉塞性睡眠時無呼吸症候群での咽頭手術に鼻手術治療付加の有効性についての検討
中田 誠一、岩田 昇、西村 洋一、平田 正敏（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（ヨナハ総合病院耳鼻咽喉科）

第11群 深頸部 （16：10～16：40）
座長 梅 野 博 仁（久留米大学）

中 溝 宗 永（日本医科大学）
O49．気管切開による気道確保を要した扁桃周囲膿瘍

上田 航毅、小林 大介、澤 允洋、福家 智仁、山田 弘之
（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

O50．急性喉頭蓋炎で初発した成人発症川崎病の１例
村上 大地、戸川 彰久、杉田 玄、平岡 政信、保富 宗城
（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O51．頸椎前方固定術後晩期合併症の２例
戎本 浩史、大上 研二、槇 大輔（東海大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）
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第 2日 9月 9日（金）
第 1会場（1Fホール）

モーニングセミナー （ 8：00～ 9：00）
司会 内 藤 健 晴（藤田保健衛生大学）

「アレルギー性鼻炎と咽頭症状－生活環境汚染・後鼻漏を中心に－」
近藤 健二（東京大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学教室）

シンポジウム 3 （ 9：00～10：20）
司会 岸 本 誠 司（亀田総合病院）

鈴 木 正 志（大分大学）
「口腔・咽頭癌のマネージメント－治療の変遷と予後評価を中心に－エキスパート・オピニオン」

1．上咽頭癌治療の現状と将来
杉本 太郎
（がん・感染症センター都立駒込病院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科、東京医科歯科大学頭頸部外科）
岡田 隆平、朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）
岸本 誠司（東京医科歯科大学頭頸部外科、亀田総合病院頭頸部外科）

2．中咽頭癌治療の現状とこれから
松浦 一登、今井 隆之、浅田 行紀、森田 真吉、西條 聡、大久保淳一、若森 隼
（宮城県立がんセンター頭頸部外科）

3．舌・口腔底癌に対する外科的治療の考え方
門田 伸也（四国がんセンター頭頸科）

4．下咽頭癌における治療と予後
平野 隆、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）

教育講演 3 （11：20～12：10）
司会 福 田 諭（北海道大学）

「咽頭癌とウイルス－分子機構－」
吉山 裕規（島根大学）

ランチョンセミナー 3 （12：10～13：10）
司会 岡 本 美 孝（千葉大学）

「スギ花粉症およびダニアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法のすべて」
大久保公裕（日本医科大学大学院医学研究科頭頸部感覚器科学分野）

海外招聘講演 1 （13：20～14：20）
司会 湯 本 英 二（朝日野総合病院）

「Robotic Surgery in Oropharyngeal Space－Targeting Sleep Apnea Syndrome－」
J. Scott Magnuson（Florida Hospital）

海外招聘講演 2 （14：20～15：20）
司会 楯 谷 一 郎（京都大学）

「Robotic Surgery in Korea－Targeting Oropharyngeal Space Malignancy－」
Se―Heon Kim（Department of Otorhinolaryngology, Yonsei University College of Medicine）
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シンポジウム 4 （15：20～16：40）
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（中部大学生命健康科学研究所睡眠学講座）
「睡眠呼吸障害とその周辺領域アップデート」

1．閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者の周術期管理
稲垣 喜三（鳥取大学医学部器官制御外科学講座麻酔・集中治療医学分野）

2．睡眠呼吸障害と鼻腔
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）

3．睡眠関連呼吸障害と口腔咽頭
千葉伸太郎（医療法人愛仁会太田総合病院耳鼻咽喉科睡眠障害センター）

4．睡眠呼吸障害と認知機能障害
北村 拓朗（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
宮崎総一郎（中部大学生命健康科学研究所睡眠学講座）
鈴木 秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

閉会の辞 （16：40～16：50）

専門領域講習 2 （16：50～17：50）
司会 荻 野 敏（大阪大学）

「口腔咽頭領域の重症感染症の取り扱い」
片岡 真吾（松阪中央総合病院耳鼻咽喉科）
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第 2日 9月 9日（金）
第 2会場（4F大会議室）

第12群 唾石 （ 9：00～ 9：50）
座長 小 川 郁（慶應義塾大学）

堀 井 新（新潟大学）
O52．唾石患者における生活習慣（咀嚼）の影響、唾液分泌能の検討

濱島 有喜、江崎 伸一、村上 信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
O53．口内より摘出した顎下腺移行部唾石の検討

大塚雄一郎（千葉市立海浜病院耳鼻咽喉科）
根本 俊光（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）
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・頭頸腫瘍学教室）

O54．内視鏡を併用して摘出した巨大な耳下腺管唾石症の１例
高橋 奈央、馬場 洋徳、窪田 和、堀井 新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

O55．当科における唾液腺内視鏡を用いた顎下腺唾石摘出術の検討
高原 幹、上田 征吾、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）

O56．唾液腺内視鏡補助下唾石摘出術の合併症について
松延 毅、奥 雄介（医療法人社団誠馨会新東京病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第13群 中咽頭癌・症例 （ 9：50～10：20）
座長 志 賀 清 人（岩手医科大学）

朝 蔭 孝 宏（東京医科歯科大学）
O57．硬口蓋粘表皮癌１例の診療経験

吉岡 邦暁、中溝 宗永、横島 一彦、稲井 俊太、酒主 敦子、加藤 大星、坂井 梓
（日本医科大学耳鼻咽喉科）
佐藤 一樹（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）

O58．舌根部腺様嚢胞癌の１例
宮口 潤、片桐 克則、志賀 清人（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O59．ELPSが有用であった舌根部神経鞘腫の１例
清川 佑介（東京医科歯科大学頭頸部外科）
野村 文敬（東京医科歯科大学耳鼻咽喉科）
杉本 太郎（がん・感染症センター都立駒込病院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科）
朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）

24



第14群 上咽頭・良性 （11：20～12：00）
座長 猪 原 秀 典（大阪大学）

藤 本 保 志（名古屋大学）
O60．上咽頭腫瘍を契機に発見された閉塞型睡眠時無呼吸障害の１例

岡田 晋一、三浦 正寛（太田総合病院耳鼻咽喉科）
千葉伸太郎
（太田総合病院耳鼻咽喉科、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）
太田 史一（太田総合病院耳鼻咽喉科）

O61．耳管から発生した上咽頭軟骨腫の１例
山口 航、渡邊 統星（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター耳鼻咽喉科）

O62．神経繊維腫症Ⅰ型に合併した上咽頭動静脈奇形の１例
原渕 翔平、上田 征吾、野村研一郎、高原 幹、林 達哉、原渕 保明
（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O63．急性上咽頭炎に対するＢスポット療法の効果
西田 吉直（にしだ耳鼻咽喉科）
塩見 洋作（しおみ耳鼻咽喉科クリニック）
金 泰秀（きむ耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 4 （12：10～13：10）
司会 鈴 木 賢 二（医療法人尚徳会ヨナハ総合病院）

「扁桃に関する最近の話題」
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15群 耳下腺 3 （15：20～16：00）
座長 吉 崎 智 一（金沢大学）

青 井 典 明（島根大学）
O64．IgG4関連疾患における線維化関連因子の検討

高野 賢一、矢島 諒人、亀倉 隆太、坪松ちえ子、氷見 徹夫（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
O65．IgG4関連疾患の唾液腺外合併症は予測できるか？

太田 伸男、鈴木 貴博（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）
齋藤雄太郎（山形市立病院済生館耳鼻いんこう科）
欠畑 誠治（山形大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科）

O66．当科における唾液腺腺様嚢胞癌症例の臨床病理学的検討－Ki―67と予後との関係を中心に－
清水 保彦、森倉 一朗、堀田優希江、淵脇 貴史、清水香奈子、青井 典明、川内 秀之
（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

O67．耳下腺内に発生した顔面神経鞘腫の１例
嶋根 俊和（昭和大学頭頸部腫瘍センター、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座、
昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門）
江川 峻哉、池田賢一郎、櫛橋 幸民、池谷 洋一
（昭和大学頭頸部腫瘍センター、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
高橋 郷、川口顕一朗、石橋 淳、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 耳下腺 4 （16：00～16：30）
座長 工 田 昌 也（広島大学）

家 根 旦 有（近畿大学奈良病院）
O68．悪性腫瘍との鑑別が困難であった耳下腺膿瘍の１例

上野 春菜、吉崎 智一（金沢大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O69．皮膚自壊を伴う耳下腺ワルチン腫瘍の１例

齋藤 陽元、鮫島 靖浩（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O70．小児の線維素性唾液管炎の１例

大塚雄一郎（千葉市立海浜病院耳鼻咽喉科）
根本 俊光（成田赤十字病院耳鼻咽喉科）
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・頭頸腫瘍学教室）
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第 2日 9月 9日（金）
第 3会場（4F中会議室）

第17群 口腔潰瘍 （ 9：00～ 9：40）
座長 折 舘 伸 彦（横浜市立大学）

香 取 幸 夫（東北大学）
O71．当科を初診したベーチェット病症例

野島 雄介、生駒 亮、松浦 省己（国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院耳鼻咽喉科）
長岡 章平、長田 侑（国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院膠原病リウマチ内科）
折舘 伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O72．当院で経験した咽頭梅毒の３症例
橋口 一弘（ふたばクリニック）

O73．当科で経験した口腔・咽頭梅毒の臨床所見
余田 敬子（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）

O74．難治性の口腔病変を呈した梅毒症例
樽本 俊介、津田 潤子、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分野）

第18群 味覚 （ 9：40～10：20）
座長 竹 内 万 彦（三重大学）

中 川 尚 志（九州大学）
O75．味覚専門外来受診患者の常用薬の検討

田中 真琴、三浦 怜央、池田 篤生、平井 良治、大島 猛史
（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O76．当科味覚外来を受診した２，２９６例の検討
西井 智子、任 智美、梅本 匡則、前田 英美（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耳鼻咽喉科）
阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O77．嗅覚味覚障害合併例における当帰芍薬散の味覚障害に対する効果の検討
西田 幸平、小林 正佳、竹内 万彦（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O78．味覚異常を呈した Cronkheit―Canada症候群の４症例
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（大阪みなと中央病院耳鼻咽喉科）
前田 英美、西井 智子、阪上 雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第19群 上・中咽頭癌 （15：20～16：20）
座長 竹 内 裕 美（鳥取大学）

井 口 広 義（大阪市立大学）
O79．中下咽頭癌 CR例に対する iNKT細胞アジュバント療法の有効性に関するランダム化試験

國井 直樹、山崎 一樹、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）

O80．最近経験した嚢胞状リンパ節転移を有する中咽頭癌の３症例
藤巻 充寿、大峡 慎一、池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

O81．当科における１０年間の中咽頭癌治療成績
徳永 貴広、菅野 真史、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）

O82．上咽頭癌に対する化学放射線治療１９年後に重篤な咽頭喉頭壊死を生じた１症例
田中 光一、黒田 優美、芦澤 圭、松岡 伴和、増山 敬祐
（山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O83．上咽頭に発生した硝子化明細胞癌の１例
山本 祐輝、阪本 浩一、井口 広義、谷水 弘毅（大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学）
神田 裕樹、後藤 孝和（大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科）

O84．口蓋扁桃原発濾胞樹状細胞肉腫の１例
白倉 真之、香取 幸夫（東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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第 2日 9月 9日（金）
第 4会場（4F研修室 1）

第20群 下咽頭・梨状陥凹 （ 9：00～ 9：40）
座長 清 水 猛 史（滋賀医科大学）

本 田 耕 平（秋田大学）
O85．下咽頭梨状陥凹瘻の２症例

小林 正史、工 穣、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）
O86．下咽頭梨状陥凹瘻に対して経口的瘻管摘出術を行った２例

犬塚 義亮、冨藤 雅之、荒木 幸仁、田中 伸吾、中森祐里和、塩谷 彰浩
（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

O87．喉頭軟弱症を伴った舌根部甲状舌管嚢胞症例
須藤 敏、親川 仁貴（沖縄県立中部病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O88．咽頭食道憩室（Zenker憩室）の３例
馬場 洋徳、高橋 奈央、堀井 新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

第21群 咽頭・臨床 （ 9：40～10：20）
座長 星 川 広 史（香川大学）

志 賀 英 明（金沢医科大学）
O89．咽頭から頸部皮下まで刺入した歯ブラシ外傷の１例

松井 祐興（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
野田 大介（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科、山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
岡崎 雅（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O90．診断に苦慮した軟口蓋穿孔の１例
中田 貴大、山田 啓之、三谷 壮平、羽藤 直人（愛媛大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

O91．難治性舌根部潰瘍病変を呈したメトトレキセート関連リンパ増殖性疾患例
入川 直矢（公立甲賀病院耳鼻咽喉科）
清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

O92．メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の２例
安岡（竹澤）公美子、清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

第22群 下咽頭癌 （15：20～16：00）
座長 倉 富 勇一郎（佐賀大学）

片 岡 真 吾（松阪中央総合病院）
O93．下咽頭表在癌として治療された T3相当癌の予後について

渡邉 昭仁（恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科、頭頸部外科）
O94．Laryngotracheal Flapによる下咽頭癌術後再建

脇坂 尚宏、室野 重之、吉崎 智一（金沢大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O95．セツキシマブ再投与にて infusion reactionを認めた下咽頭癌の１例

古家 裕巳、杉本 一郎、井門謙太郎、竹野 幸夫、平川 勝洋
（広島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O96．下咽頭に発生した顆粒細胞腫の１例
吉田沙絵子、篠原 宏、清水 啓成（河北総合病院耳鼻いんこう科）
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第23群 嚥下・GERD （16：00～16：40）
座長 平 野 滋（京都府立医科大学）

原 浩 貴（山口大学）
O97．真性唾液分泌過多症の治療経験

山村 幸江、草間 薫、鯨井 桂子、瀬尾友佳子、立川麻也子（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）

O98．胃食道逆流症（GERD）と口腔疾患の関連性の検討－動物モデルを用いて－
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）

O99．口腔機能障害を伴う重度嚥下障害症例に対する嚥下機能改善手術
二藤 隆春、山岨 達也（東京大学医学部耳鼻咽喉科）

O100．熊本大学病院における「嚥下障害診療センター」の活動
鮫島 靖浩（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
湯本 英二（熊本大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科、朝日野総合病院耳鼻咽喉科）
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第 2日目 9月 9日（金）
7F ポスター会場

P ―第 1群 耳下腺 1 （10：20～10：40）
座長 辻 裕 之（金沢医科大学）

鮫 島 靖 浩（熊本大学）
P1．耳下腺に発生した Oncocytomaの１症例

藤田 祥典（川崎医科大学耳鼻咽喉科）
福辻 賢治（川崎医科大学附属川崎病院耳鼻咽喉科）
兵 行義（川崎医科大学耳鼻咽喉科）
秋定 健（川崎医科大学附属川崎病院耳鼻咽喉科）
原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

P2．顎下腺オンコサイト癌の１例
西川 周治、吉田 恵、東川 雅彦（大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科）
綾仁 悠介（市立ひらかた病院耳鼻咽喉科）

P3．HER2陽性唾液腺導管癌に対するトラスツズマブ・ドセタキセル併用療法
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）
高橋 秀聡（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
三浦 弘規、増淵 達夫、伏見 千宙、松木 崇、岡田 拓朗
（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

P4．唾液腺原発悪性リンパ腫の検討
兵 行義、田所 宏章、藤田 祥典、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

P ―第 2群 耳下腺 2 （10：40～11：05）
座長 白 崎 英 明（札幌医科大学）

古 川 まどか（神奈川県立がんセンター）
P5．マウス顎下腺ナチュラルキラー細胞の遺伝子発現解析

岡田 和也（日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科）
P6．IgG4関連涙腺唾液腺炎における活性化濾胞ヘルパーＴ細胞の IgG4産生への関与

亀倉 隆太（札幌医科大学耳鼻咽喉科、札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
高野 賢一、長屋 朋典（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
實川 純人、伊藤 史恵
（札幌医科大学耳鼻咽喉科、札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
坪松ちえ子（札幌医科大学耳鼻咽喉科）
一宮 慎吾（札幌医科大学医学部附属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）

P7．IgG4関連疾患における IL―18の発現
小森 岳（福井県済生会病院耳鼻咽喉科頭頸部外科、金沢大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
吉崎 智一（金沢大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

P8．診断に苦慮した深在性真菌症による慢性耳下腺炎の１例の１例
蓑原 潔、欄 真一郎（JA愛知厚生連江南厚生病院耳鼻咽喉科）
濱島 有喜、村上 信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

P9．手術歴のない両側多発耳下腺多型腺腫症例
永尾 光、吉村佳奈子、神谷 透、豊田健一郎（京都市立病院耳鼻咽喉科）
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P ―第 3群 口腔癌 （10：20～10：45）
座長 三 浦 弘 規（国際医療福祉大学）

宮 口 衛（東大阪市立病院）
P10．長期間経過して再発した小唾液腺由来の腺様嚢胞癌の症例

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）
P11．再発転移頭頸部扁平上皮癌における、セツキシマブとパクリタキセルの検討

伏見 千宙、多田雄一郎、増淵 達夫、松木 崇、岡田 拓朗、丹羽 一友、三浦 弘規
（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

P12．骨髄移植後 GVHD経過中に発症した口腔癌例
大脇 成広、清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

P13．舌癌 N0症例における予防的頸部郭清術の役割と潜在的頸部転移陽性率に関する検討
坂下 智博、本間 明宏（北海道大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
対馬那由多、福田 諭（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

P14．血管シーリングシステムの口腔がん再建手術への応用
増淵 達夫、三浦 弘規、多田雄一郎、伏見 千宙、松木 崇、岡田 拓朗、丹羽 一友
（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）

P ―第 4群 口腔・嚢胞 （10：45～11：05）
座長 將 積 日出夫（富山大学）

P15．頬粘膜下に発生した比較的大きな粘液嚢胞の１例
野田 和洋、関 敦郎（JA静岡厚生連遠州病院耳鼻咽喉科）

P16．Angina bullosa haemorrhagicaの１例
中里 瑛、阿部 秀晴、將積日出夫（富山大学医学部耳鼻咽喉科）

P17．睡眠中の舌打ちが発症要因と考えられた硬口蓋白斑症の１例
佐藤慎太郎、有馬菜千枝、中山 明峰
（名古屋市立大学病院睡眠医療センター、名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
村上 信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

P18．当院における口腔底嚢胞性疾患の３例
今井 篤志、岡村 純、細川 誠二、峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P ―第 5群 扁桃癌 （10：20～10：40）
座長 原 渕 保 明（旭川医大学）

松 原 篤（弘前大学）
P19．即時膿瘍扁摘の有用性についての検討－待機膿瘍扁摘との比較－

原田みずえ、馬越 瑞夫、川畠 雅樹、大堀純一郎、黒野 祐一
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻感覚器病学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

P20．口蓋扁桃摘出術における術後出血の検討
西谷 友里、野村 彩美、武田 育子、松原 篤
（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）

P21．扁桃由来悪性リンパ腫の検討
田所 宏章、兵 行義、藤田 祥典、原田 保（川崎医科大学耳鼻咽喉科学教室）

P22．扁桃周囲炎様の症状を呈した急性骨髄性白血病の１例
津曲 省吾、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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P ―第 6群 咽頭癌 （10：40～11：00）
座長 峯 田 周 幸（浜松医科大学）

秋 定 健（川崎医科大学）
P23．再照射後に頭蓋底骨壊死・咽頭脱落をきたした上咽頭癌の１例

岡村 純、今井 篤志、細川 誠二、峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
P24．認知症を併存する進行下咽頭癌１症例の治療経験

佐藤 一樹、中溝 宗永、横島 一彦、稲井 俊太、酒主 敦子、加藤 大星、坂井 梓、吉岡 邦暁、
大久保公裕（日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P25．佐藤式彎曲型喉頭鏡を用いて治療した下咽頭梨状窩瘻の１例
坂本ひかり（東京医科大学初期研修医）
岡本 伊作、塚原 清彰、稲垣 太郎（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

P26．当科における下咽頭癌治療における検討
平野 隆、立山 香織、安倍 伸幸、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P ―第 7群 口腔アレルギー （10：20～10：40）
座長 土 井 勝 美（近畿大学）

橋 口 一 弘（ふたばクリニック）
P27．当科で経験した口腔内天疱瘡の３症例

阪上 智史（医仁会武田総合病院耳鼻咽喉科）
八木 正夫、岩井 大（関西医科大学耳鼻咽喉科）

P28．マウスウォッシュ（洗口液）が誘因と考えられた血管性浮腫の集団罹患例
藤原 良平、北野 睦三、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）

P29．乳癌に合併した皮膚筋炎による口腔底・喉頭浮腫を生じた１例
山本 純平（浅ノ川総合病院耳鼻咽喉科）
道輪 良男（浅ノ川総合病院外科）
松下 貴史（金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学）
三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）

P30．難治性口腔咽頭潰瘍にコルヒチンが著効した１例
杉田早知子（浦添総合病院耳鼻咽喉科）
真栄田裕行、喜瀬 乗基、鈴木 幹男（琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

P ―第 8群 MTX関連リンパ節増殖性疾患 （10：40～10：55）
座長 山 下 拓（北里大学）

P31．中咽頭に発生した EBウイルス感染を伴うメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患例
永野 広海、原田みずえ、大堀純一郎、黒野 祐一
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻感覚器病学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

P32．血痰・咽頭痛を契機に診断されたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の１例
清野 由輩、岡本 旅人、山下 拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P33．咽頭病変精査中に消化管穿孔を認めたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の１例
日比谷怜美、伊藤 伸、池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
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P ―第 9群 睡眠時無呼吸症候群 （10：20～10：55）
座長 春 名 眞 一（獨協医科大学）

中 山 明 峰（名古屋市立大学）
P34．当院小児睡眠時無呼吸症候群患者における術前後の睡眠構築と症状の変化

西村 洋一（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院耳鼻咽喉科）
平田 正敏（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院臨床検査部）
稲田 紘也、岩田 昇、中田 誠一（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院耳鼻咽喉科）

P35．小児の閉塞性睡眠時無呼吸症に対する治療効果の検討
岡吉 洋平（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）
北村 剛一（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野、北村耳鼻咽喉科医院）
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、塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

P36．OSAS患者における鼻腔 NOの有用性についての検討
河内 理咲・小林 良樹（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
大岡 久司（大岡医院稲荷診療所）
神田 晃、岩井 大、友田 幸一（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
安場 広高（三菱京都病院呼吸器・アレルギー内科）

P37．小児睡眠時無呼吸症候群に対する PSGとパルスオキシメーターの比較
森實 理恵（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（ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリニック）
竹内 裕美（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）

P38．持続陽圧呼吸により高ヘマトクリット血症が改善した睡眠時無呼吸症候群の１例
森 義明、山本 馨、鈴木 一雅（横須賀共済病院耳鼻咽喉科）

P39．非常にまれな睡眠時舌鳴らしの１症例
有馬菜千枝、佐藤慎太郎、中山 明峰
（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科、名古屋市立大学病院睡眠医療センター）
村上 信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

P40．終夜睡眠ポリグラフにて睡眠時無呼吸症候群を否定された患者群における咽頭形態の検討
平田 正敏（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院臨床検査部）
中田 誠一、稲田 紘也、西村 洋一、岩田 昇
（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）
鈴木 賢二（ヨナハ総合病院耳鼻咽喉科）

P ―第10群 咽頭・嚥下 （10：55～11：15）
座長 平 林 秀 樹（獨協医科大学）

塚 原 清 彰（東京医科大学）
P41．難治性口腔咽頭潰瘍１５症例の検討

芦澤 圭、松岡 伴和、田中 光一、増山 敬祐（山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
P42．口腔用ステロイド・グリセリン混合含嗽液が奏功した粘膜優位型尋常性天疱瘡の１例

波多野瑛太、清野 由輩、山下 拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
P43．超音波凝固切開装置および血管マイクロクリップを用いて切除した頸動脈小体の１例

相原 勇介、佐藤 宏樹、岡本 伊作、清水 顕、高瀬聡一郎、平澤 一浩、塚原 清彰
（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

P44．硝酸イソソルビドと芍薬甘草湯が奏功した食道機能異常による嚥下障害例
吉田 真夏、兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科）
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P ―第11群 深頸部 （10：20～10：50）
座長 三 輪 正 人（日本医科大学）

櫻 井 一 生（藤田保健衛生大学）
P45．歯科治療により発生した顔面・頸部・縦隔気腫の１例

熊井 理美、平場 友子、山田健太郎、三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）
P46．咽後膿瘍との鑑別を要した３例

清水香奈子、淵脇 貴史、堀田優希江、清水 保彦、森倉 一朗、青井 典明、川内 秀之
（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

P47．頸部劇症型溶血性連鎖球菌感染症の１例
黄川田乃威、服部 和裕、塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

P48．咽後膿瘍類似の所見を呈した川崎病の４例
北野 睦三、藤原 良平、土井 勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科）

P49．頸椎硬膜外膿瘍を伴った深頸部膿瘍の１例
中村 雄、津曲 省吾、東野 哲也（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

P50．胃管チューブの長期留置による咽頭穿孔から化膿性脊椎炎を発症した１例
川野 利明、平野 隆、岩崎 太郎、鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P ―第12群 手術管理・道具 （10：50～11：10）
座長 齋 藤 康一郎（杏林大学）

P51．当院における周術期管理外来での口腔衛生評価の取り組み
池田 哲也、甲能 直幸、横井 秀格、齋藤康一郎（杏林大学医学部耳鼻咽喉科・顎口腔科）

P52．超音波メスを用いた口蓋扁桃摘出術術後の後期出血とトラネキサム酸投与による抑制効果
内田 哲郎、永井 裕之（松波総合病院耳鼻咽喉科）

P53．成人口蓋扁桃摘出術後の IVPCAの有効性の検討
石丸 純子、内山美智子、岸本 誠司（亀田総合病院耳鼻咽喉科）

P54．咽頭領域の手術における VITOMⓇ システムの有用性について
野村 彩美、武田 育子、西谷 友里（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）
三浦 智也（大館市立総合病院耳鼻咽喉科）
工藤 直美、松原 篤（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座）
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