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 ご 挨 拶

 三　輪　高　喜
 金沢医科大学医学部耳鼻咽喉科学

　この度、第 30 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となり、大変
光栄に存じます。また、吉原俊雄理事長をはじめ、学会役員の皆様ならびに会員の皆様に深く感謝申し上
げます。

　金沢での開催は、友田幸一教授が開催されました第 15 回大会以来、15 年ぶりとなりますが、この間に
金沢の街は大きく変化を遂げました。久しぶりに来られる皆様は、さぞかし驚かれることと存じます。学
会はその変化の中心とも言える金沢駅の目の前にあるホテル日航金沢で開催いたします。金沢の街の変化
と同様、口腔・咽頭科学もこの 15 年で大きな変貌を遂げました。IgG4 関連疾患、経口的癌切除術、癌の
分子標的治療など新たな疾患概念および治療法が生まれるとともに、味覚分野では味覚受容体が次々と発
見されました。また、嚥下障害、睡眠関連呼吸障害は社会での取り上げられ方が急速に拡大しており、口
腔・咽頭科疾患を扱う医師、研究者に課せられるものはより広範にかつ深くなっています。

　そこで、今回は第 30 回という節目の大会でもありますので、「口腔・咽頭科学の過去、現在、未来」と
時間の縦軸に沿ったテーマに加えて、「QOLの向上は口腔・咽頭から」と横軸のテーマを交えて、２つの
テーマを掲げさせていただきました。口腔・咽頭科領域のQOLといえば、おいしく食べること、快適に眠
ることでありますので、味覚、睡眠、嚥下、癌の経口的切除の 4つのテーマをシンポジウムとして組ませ
ていただきました。これらのシンポジウムは、現在から未来に向けて発信していただきます。特に味覚障
害のシンポジウムでは「新たなる希望」と題して、これからの当領域を発展させていく若手中心のメンバ
ー構成となっています。味覚、睡眠につきましては、シンポジウム以外にも数多くの講演を組ませていた
だいており、大会初日を朝から夕刻まで学会場で過ごせば味覚のすべてを、二日目は睡眠のすべてを知る
ことができるような構成となっています。二日目のプログラム終了後には、昨年と同様、サテライトシン
ポジウムとしまして「Sleep surgery 研究会」が金沢市アートホールにて開催されます。

　特別企画としましては、第 30 回を記念しまして、山下敏夫日本口腔・咽頭科学会前理事長に記念講演を
賜ります。また特別講演としまして、味覚研究の国際的第一人者であります二ノ宮裕三教授に、味覚受容
体の発見と、急速に解明が進められています、口腔以外の全身諸臓器における味覚受容体発現とその意義
についてお話しいただきます。また、海外招聘講演としまして、睡眠に関して台湾での第一人者でありま
すHsueh-Yu Li 教授に睡眠時無呼吸症候群に対する外科治療についてお話しいただきます。招待講演は、
当初、私の学生時代からの友人であり、今春まで石川県医師会でともに理事として活躍しておりました西
村元一先生に、外科医ががん患者となり思うことそして行動したことをお話しいただく予定でしたが、5月
末に無念にも旅立たれ、叶わぬこととなってしまいました。西村先生にも無念な気持ちが残らぬように
と、薬師寺管主であります村上大胤氏に急遽ご依頼しましたところ、ご縁があり、ご講演いただける運び
となりました。村上管主様には「身心安楽（しんじんあんらく）」と題してお話しいただきます。その意味
するところはご講演によりご理解いただけますが、お聞きの皆様に身心安楽を得ていただきますととも
に、医師として皆様の患者さんにも身心安楽を与えていただければ、医療倫理講習としての役割は果たせ
るものと信じております。
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　教育セミナーは、上咽頭炎とその処置、口蓋裂など旧来から耳鼻咽喉科医が扱ってきた疾患から、IgG4
関連疾患、口腔・咽頭癌とウイルスなど新たな疾患概念まで 7つのテーマを組ませていただきました。い
ずれのセミナーとも複数名の講師で構成されており、１つのテーマに対して異なる視点からお話しいただ
くことにより、皆様により一層、理解を深めていただきたいという趣旨を込めました。ランチョンセミナ
ー、イブニングセミナー、モーニングセミナーも各領域のスペシャリストにご講演をお引き受けいただけ
ました。また、何よりも学会の華は一般演題での活発な討論であります。今回も 175 題と多数の演題をご
応募いただきました。熱い討論により、学問と学会の発展に貢献していただけますことを期待し、すべて
の演題を口演とさせていただきました。そのため、特別企画も含め、かなりタイトなスケジュールとなり
ましたが、会長の欲張りな性格に免じてご容赦いただけましたら幸いに存じます。

　9月の金沢は夏と秋、両方の食材が揃う贅沢な時期であります。学会の合間あるいは終了後には、これ
らの北陸の山海の幸や地酒を堪能していただきますとともに、兼六園、茶屋街などの観光地や、少し足を
延ばして温泉も楽しんでいただけましたら幸いです。マンパワーの少ない教室ではありますが、一同、心
をこめておもてなしさせていただきますので、多数の皆様に金沢までお越しいただけますことを、心より
お願い申し上げます。

 平成 29 年 7 月
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ご 案 内

 1．会期・会場
　　・会　期：2017 年 9 月 7 日（木）～ 8日（金）
　　・会　場：ホテル日航金沢・金沢市アートホール
　　　　　　　〒920-0853　石川県金沢市本町 2-15-1　JR 金沢駅兼六園口前

 2．参加登録受付
　　・日　時：9月 7日（木）8：00 ～
　　　　　　　9月 8日（金）7：30 ～
　　・場　所：ホテル日航金沢　4階ホワイエ
　　・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）」
を専門医受付（ホテル日航金沢　4階ホワイエ）にご提出ください。

　　【受付時間】
 　　　9月 7日（木）8：00 ～ 17：00（プログラム終了 2時間前）
 　　　9月 8日（金）7：30 ～ 15：00（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。
　　　〒135-0033　東京都江東区深川 2-4-11
　　　　　　　　　一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内　日本口腔・咽頭科学会 事務局

 4．耳鼻咽喉科領域講習・専門医共通講習（医療倫理）
 　　　9月 7日（木）11：10～12：10　【耳鼻咽喉科領域講習 1】
 　　　　　　教育セミナー 3　「IgG4関連疾患　耳鼻咽喉科と内科の立場から」　（第 1会場）
 　　　9月 8日（金）16：00～17：00　【耳鼻咽喉科領域講習 2】
 　　　　　　教育セミナー 7　「口腔・咽頭癌とウイルス」　（第 1会場）
 　　　9月 7日（木）17：50～18：50　【専門医共通講習：医療倫理】
 　　　　　　招待講演　「身心安楽」　（第 1会場）
　　  　取得単位：各 1単位（本学会参加による 2単位に加えて取得できます）専門医受付時に専門医証（ID

カード）の受付で「耳鼻咽喉科領域講習引換券」、「専門医共通講習引換券」をお受け取りください。講習会
場退出時に、引換券と引き換えに受講証明書を配布いたします。開始 5分以降の入場はできません。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
　　　ホテル日航金沢　4階ホワイエに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。

 6．機器展示・ドリンクコーナー
　　  　ホテル日航金沢　4階ホワイエで行います。

 7．書籍展示・販売
　　　ホテル日航金沢　4階ホワイエで行います。

 8．総会
　　・日　時：9月 7日（木）13：20～13：50
　　・場　所：第 1会場（4階鶴の間 1）

 9．会員懇親会
　　・日　時：9月 7日（木）19：00～21：00
　　・場　所：ホテル日航金沢　3階 孔雀の間
　　参加費は無料です。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。

11．役員会
　　理事会
　　・日　時：9月 6日（水）15：00～17：00
　　・場　所：ホテル日航金沢（4階鶴の間）

　　評議員会
　　・日　時：9月 6日（水）17：00～18：00
　　・場　所：ホテル日航金沢（4階鶴の間）

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。
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【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】
　　・  第 1 会場～第 3会場での発表スライドはホテル日航金沢 4階ホワイエの PC受付をご利用ください。
　　・  第4会場での発表スライドはポルテ金沢6階　金沢市アートホール　ホワイエのPC受付をご利用ください。

 　　　　9月 7日（木）8：00 ～ 18：50
 　　　　9月 8日（金）7：30 ～ 15：30

 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

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　金沢太郎の場合「100・金沢太郎.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。
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　　・  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】
　　　金沢医科大学医学部耳鼻咽喉科学
　　　〒920-0293　石川県河北郡内灘町大学 1-1
　　　TEL：076-286-2211（内線：3423）
　　　FAX：076-286-5566
　　　E-Mail：jssp30@kyodo-cs.com

【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：jssp30@kyodo-cs.com
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交 通 案 内
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交 通 案 内
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会 場 案 内
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第1日目 9月7日（木）日程表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
4階鶴の間1 4階鶴の間2 4階鶴の間3 6階金沢市アートホール

開会の辞

教育セミナー 1
「慢性上咽頭炎と上咽頭処置を再
考する」
司会：原渕 保明（旭川医科大）
演者：田中 亜矢樹（田中耳鼻咽喉科） 

堀田 修（堀田修クリニック） 
伊藤 真人（自治医科大）

第1群
唾液腺炎・IgG4関連疾患 
（O1～O6）
座長：髙橋 晴雄（長崎大） 

武田 憲昭（徳島大）

第5群
味覚（O26～O32）
座長：大島 猛史（日本大） 

將積 日出夫（富山大）

第11群
口腔咽頭潰瘍（O60～O64）
座長：池田 勝久（順天堂大） 

土井 勝美（近畿大）

第12群
口腔腫瘍・悪性1（O65～O71）
座長：塚原 清彰（東京医科大） 

花井 信広（愛知県がんセンター中央
病院）

第2群
唾液腺内視鏡手術（O7～O12）
座長：太田 伸男（東北医科薬科大） 

齋藤 康一郎（杏林大）

教育セミナー 2
「唇裂・口蓋裂と耳鼻咽喉科」
司会：友田 幸一（関西医科大）
演者：川上 重彦（金沢医科大形成外科） 

宮澤 徹（金沢医科大）、經田 香織
（金沢医科大心身機能回復技術部門リハ
ビリチーム）

第6群
咽頭腫瘍・悪性1（O33～O37）
座長：井口 広義（大阪市立大） 

松浦 一登（宮城県立がんセンター）

第3群
唾液腺腫瘍・良性 
（O13～O19）
座長：飯田 政弘（東海大） 

東野 哲也（宮崎大）

第7群
咽頭腫瘍・悪性2（O38～O44）
座長：岡本 美孝（千葉大） 

門田 伸也（四国がんセンター）

第13群
口腔腫瘍・悪性2（O72～O78）
座長：平川 勝洋（広島大） 

朝蔭 孝宏（東京医科歯科大）

［領域講習］教育セミナー 3
「IgG4関連疾患　耳鼻咽喉科と
内科の立場から」
司会：吉原 俊雄（東都文京病院）
演者：氷見 徹夫（札幌医科大）、正木 康史

（金沢医科大・血液免疫内科学）

ランチョンセミナー 1
「味覚障害の診断と治療」
司会：内藤 健晴（藤田保健衛生大）
演者：任 智美（兵庫医科大）

ランチョンセミナー 2
「アレルゲン免疫療法の実際と対応」
司会：黒野 祐一（鹿児島大）
演者：朝子 幹也（関西医科大学総合医療セン

ター）、増田 佐和子（国立病院機構三
重病院）

総会

学会奨励賞授賞式・講演

特別講演
「味センサーの多機能性と味シグ
ナルの口腔脳腸連関による食調
節」

シンポジウム1
「耳鼻咽喉科の味覚障害治療―新
たなる希望―」
司会：阪上 雅史（兵庫医科大） 

小林 正佳（三重大）
演者：前田 英美（兵庫医科大）、西田 幸平

（三重大）、田中 真琴（日本大）、山本 
純平（金沢医科大）

シンポジウム2
「嚥下障害診療　Up to date」
司会：兵頭 政光（高知大） 

香取 幸夫（東北大）
演者：今泉 光雅（福島県立医科大）、稲本 

陽子（藤田保健衛生大リハビリテーシ
ョン学科）、熊井 良彦（熊本大）、
木村 百合香（荏原病院）、益田 慎
（県立広島病院）

第8群
咽頭腫瘍・悪性3（O45～O48）
座長：倉富 勇一郎（佐賀大）

第14群
唾液腺腫瘍・診断治療 
（O79～O82）
座長：脇坂 尚宏（金沢大）

第9群
咽頭腫瘍・悪性4（O49～O53）
座長：増山 敬祐（山梨大） 

菅澤 正（埼玉医科大国際医療センター）

第15群
唾液腺腫瘍・悪性1 
（O83～O88）
座長：福田 諭（北海道医療大） 

山下 裕司（山口大）
イブニングセミナー
「上気道アレルギーと生育・生活
環境」
司会：市村 恵一（石橋総合病院）
演者：近藤 健二（東京大）

第4群
嚥下障害等1（O20～O25）
座長：大森 孝一（京都大） 

堀井 新（新潟大）

第10群
咽頭腫瘍・悪性5（O54～O59）
座長：鈴木 幹男（琉球大） 

折田 頼尚（熊本大）

第16群
口腔咽頭症例（O89～O93）
座長：宇佐美 真一（信州大） 

春名 眞一（獨協医科大）

［共通講習］招待講演
「身心安楽」
司会：久 育男（京都学園大）
演者：村上 太胤（薬師寺管主）

［共通講習］招待講演
「身心安楽」中継

司会：三輪 高喜（金沢医科大）
演者：二ノ宮 裕三（九州大 

味覚嗅覚センサー研究開発センター）

会員懇親会（3階孔雀の間）

9:00 10:10 9:00 10:00 9:00 10:10 9:00 9:50

9:50 11:00
10:00 11:00

10:10 11:10 10:10 11:00

11:00 12:10 11:00 12:10 11:00 12:10
11:10 12:10

12:20 13:20 12:20 13:20

13:20 13:50

13:50 14:20

14:20 15:10

15:20 16:50 15:20 16:50 15:20 16:00 15:20 16:00

16:00 16:50 16:00 17:00

16:50 17:50 16:50 17:50 16:50 17:50
17:00 17:50

17:50 18:50



8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00
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第2日目 9月8日（金）日程表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
4階鶴の間1 4階鶴の間2 4階鶴の間3 6階金沢市アートホール

モーニングセミナー 1
「日常診療に役立つ口腔アレルギー
症候群のトピックス」
司会：大久保 公裕（日本医科大）
演者：矢上 晶子（藤田保健衛生大坂文種報德

會病院総合アレルギー科）

モーニングセミナー 2
「覚醒と行動を支えるオレキシン
の機能」
司会：古川 仭（金沢大学名誉教授）
演者：櫻井 武（筑波大・国際統合睡眠医科学

研究機構）

第17群
新規診察機器（O94～O96）
座長：鈴鹿 有子（関西医科大）

第18群
上気道免疫・ウィルス 
（O97～O100）
座長：清水 猛史（滋賀医科大）

第23群
感染症1（O121～O124）
座長：保富 宗城（和歌山県立医科大）

第30群
唾液腺腫瘍・悪性2 
（O148～O154）
座長：星川 広史（香川大） 

山下 拓（北里大）

教育セミナー 4
「口腔・咽頭疾患の超音波検査」
司会：湯本 英二（朝日野総合病院）
演者：古川まどか（神奈川県立がんセンター）

下出 祐造（金沢医科大）

第19群
嚥下障害2（O101～O104）
座長：平野 滋（京都府立医科大）

第24群
感染症2（O125～O128）
座長：肥塚 泉（聖マリアンナ医科大） 第31群

唾液腺腫瘍・悪性3 
（O155～O159）
座長：峯田 周幸（浜松医科大） 

櫻井 一生（藤田保健衛生大）

シンポジウム3
「Precision medicine in Sleep 
medicine & Surgery」
司会：中田 誠一（藤田保健衛生大坂文種報

德會病院）、千葉 伸太郎（太田睡眠科
学センター）

演者：相澤 直孝（新潟大地域医療教育センタ
ー）、北村 拓朗（産業医科大若松病
院）、酒井 あや（金沢医科大） 
恩田 信人（東京慈恵会医科大）

シンポジウム4
「中・下咽頭癌に対する経口的切
除の適応と限界」
司会：梅野 博仁（久留米大） 

塩谷 彰浩（防衛医科大）
演者：千年 俊一（久留米大）、冨藤 雅之

（防衛医科大）、藤本 保志（名古屋大）
楯谷 一郎（京都大）、大上 研二（東
海大）

第25群
病巣疾患（O129～O133）
座長：竹内 裕美（鳥取大） 

赤木 博文（国立南岡山医療センター） 第32群
唾液腺腫瘍・悪性4 
（O160～O163）
座長：室野 重之（福島県立医科大）

第26群
上咽頭炎（O134～O137）
座長：竹内 万彦（三重大）

ランチョンセミナー 3
「移動型Cone beam CTを用い
た術中画像診断」
司会：峯田 周幸（浜松医科大）
演者：楯谷 一郎（京都大）

ランチョンセミナー 4
「手術の質とコスト削減に貢献す
るエネルギーデバイスの活用」
司会：庄司 和彦（天理よろづ記念病院）
演者：片山 明公（札幌徳洲会病院） 

堀 龍介（天理よろづ記念病院）

30周年記念講演
「日本口腔・咽頭科学会
30年のあゆみ」
海外招待講演
「Intrapharyngeal surgery and 
integrated treatment for OSA」

教育セミナー 5
「耳下腺腫瘍の治療」
司会：志賀 清人（岩手医科大）
演者：河田 了（大阪医科大） 

岩井 大（関西医科大）

第20群
口腔腫瘍・悪性3 
（O105～O109）
座長：近松 一朗（群馬大） 

山田 武千代（秋田大）

第27群
感染症3（O138～O141）
座長：藤枝 重治（福井大）

第33群
睡眠障害・小児（O164～O170）
座長：曾根 三千彦（名古屋大） 

原 浩貴（川崎医科大）
第28群
アレルギー（O142～O144）
座長：松原 篤（弘前大）

教育セミナー 6
「副咽頭間隙腫瘍の手術」
司会：丹生 健一（神戸大）
演者：辻 裕之（金沢医科大） 

三浦 弘規（国際医療福祉大三田病院）

第21群
尋常性天疱瘡（O110～O113）
座長：西﨑 和則（岡山大）

第29群
外傷・異物（O145～O147）
座長：原田 保（旭川荘療育・医療センター）

第34群
睡眠障害・成人（O171～O175）
座長：鈴木 雅明（帝京大ちば総合医療セン

ター） 
中山 明峰（名古屋市立大）第22群

扁桃摘出術（O114～O120）
座長：中川 尚志（九州大） 

小林 一女（昭和大）

［領域講習］教育セミナー 7
「口腔・咽頭癌とウイルス」
司会：村上 信五（名古屋市立大）
演者：吉崎 智一（金沢大） 

折舘 伸彦（横浜市立大）

閉会の辞

司会：川内 秀之（島根大）
演者：Prof. Hsueh-Yu Li 

（Chang Gung University, Taiwan）

司会：吉原 俊雄（日本口腔・咽頭科学会理事長）
演者：山下 敏夫（日本口腔・咽頭科学会前理事長）

8:00-8:50 8:00-8:50

9:00-9:30 9:00-9:40 9:00-9:40 9:00-10:10

9:30-10:20
9:40-10:20 9:40-10:20

10:10-11:00
10:20-11:50 10:20-11:50 10:20-11:10

11:00-11:40
11:10-11:50

12:00-13:00 12:00-13:00

13:10-13:40

13:40-14:20

14:20-15:10 14:20-15:10 14:20-15:00 14:20-15:30

15:00-15:30
15:10-16:00 15:10-15:50

15:30-16:00 15:30-16:20

15:50-17:00
16:00-17:00
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第 1日 9月 7日（木）
第 1会場（4F鶴の間 1）

　　
教育セミナー 1　　　（ 9 ：00〜10：10）
 司会　　原　渕　保　明（旭川医科大学）
　「慢性上咽頭炎と上咽頭処置を再考する」
 1．内視鏡下上咽頭擦過療法の実践と効果
 田中亜矢樹（田中耳鼻咽喉科）
 2．慢性上咽頭炎の関連が示唆される多彩な病態と上咽頭擦過療法に関する考察
 堀田　　修（堀田修クリニック）
 3．小児急性中耳炎に対する上咽頭処置　上咽頭細菌叢に及ぼす影響
 伊藤　真人（自治医科大学小児耳鼻咽喉科）

教育セミナー 2　　　（10：10〜11：10）
 司会　　友　田　幸　一（関西医科大学）
　「唇裂・口蓋裂と耳鼻咽喉科」
 1．口唇口蓋裂のチーム医療
 川上　重彦（金沢医科大学形成外科）
 2．口蓋裂児に対する鼓膜換気チューブ留置
 宮澤　　徹（金沢医科大学耳鼻咽喉科）
 3．口蓋裂の言語治療
 經田　香織（金沢医科大学病院心身機能回復技術部門リハビリチーム）

教育セミナー 3　　　（11：10〜12：10）　　　【耳鼻咽喉科領域講習 1】
 司会　　吉　原　俊　雄（東都文京病院）
　「IgG4関連疾患　耳鼻咽喉科と内科の立場から」
 1．耳鼻咽喉科の立場から
 氷見　徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
 2．内科の立場から
 正木　康史（金沢医科大学血液免疫内科）

ランチョンセミナー 1　　　（12：20〜13：20）
 司会　　内　藤　健　晴　（藤田保健衛生大学）
　「味覚障害の診断と治療」
 任　　智美（兵庫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　　　（14：20〜15：10）
 司会　　三　輪　高　喜（金沢医科大学）
　「味センサーの多機能性と味シグナルの口腔脳腸連関による食調節」
 二ノ宮裕三（九州大学味覚嗅覚センサ研究開発センター感覚生理学部門、米国モネル化学感覚センター）

シンポジウム 1　　　（15：20〜16：50）
 司会　　阪　上　雅　史（ 兵庫医科大学）
 　　　　小　林　正　佳（ 三重大学）
　「耳鼻咽喉科の味覚障害治療―新たなる希望―」
 1．味覚障害の治療
 前田　英美（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 2．味覚障害診断の問題点と『みらい』への提言
 西田　幸平（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）
 3．味覚障害に対する栄養学的アプローチ
 田中　真琴（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
 4．頭頸部癌に対する放射線治療と味覚障害
 山本　純平、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）

イブニングセミナー　　　（16：50〜17：50）
 司会　　市　村　恵　一（石橋総合病院）
　「上気道アレルギーと生育・生活環境」
 近藤　健二（東京大学医学部耳鼻咽喉科）
　
招待講演　　　（17：50〜18：50）　　【専門医共通講習（医療倫理）】　
 司会　　久　　　育　男（京都学園大学）
　「身心安楽」
 村上　太胤（薬師寺管主）
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第 1日 9月 7日（木）
第 2会場（4F鶴の間 2）

　　
第 1群　唾液腺炎・IgG4関連疾患　　　（ 9 ：00〜10：00）
 座長　　髙　橋　晴　雄（長崎大学）
 　　　　武　田　憲　昭（徳島大学）
O1． 耳下腺唾石症に壊死性筋膜炎を併発した一例

古家　裕巳、平川　勝洋、竹野　幸夫、井門謙太郎（広島大学耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学）
O2．20 年前に顎下腺摘出した後に唾石再発し、頸部膿瘍を形成した顎下腺唾石の一例

濱島　有喜（耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科はまじまクリニック、名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
江崎　伸一、村上　信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O3．当科で経験した線維素性唾液管炎の 10 症例
立川麻也子、山村　幸江、野中　　学（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）

O4．唾液過多症例の臨床的検討
山村　幸江、立川麻也子、野中　　学（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）

O5．IgG4 関連涙腺唾液腺炎のステロイド治療前後での血液機能性リンパ球サブセットの動態
亀倉　隆太、伊藤　史恵
（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科、札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
高野　賢一、氷見　徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
一宮　慎吾（札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）

O6． IgG4 関連唾液腺炎の診断における PET/CT検査の有用性
高野　賢一、矢島　諒人、亀倉　隆太、大國　　毅、黒瀬　　誠、伊藤　史恵、坪松ちえ子、
氷見　徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

第 2群　唾液腺内視鏡手術　　　（10：00〜11：00）
 座長　　太　田　伸　男（東北医科薬科大学）
 　　　　齋　藤　康一郎（杏林大学）
O7．耳下腺唾石に対する術式選択について

松延　　毅、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）
O8．唾液腺内視鏡を用いた顎下腺唾石摘出術の検討

阿部　尚央、松原　　篤（弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科）
O9．当科における唾液腺内視鏡を用いた顎下腺唾石摘出術

齋藤　陽元（熊本大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
湯本　英二（医療法人朝日野会朝日野総合病院耳鼻咽喉科）

O10．唾液腺内視鏡下でのレーザーを用いた顎下腺唾石破砕術
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）

O11．顎下腺唾石に対する唾液腺内視鏡手術の導入とその課題
大塚雄一郎（千葉市立海浜病院耳鼻咽喉科）
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）

O12．唾液腺管内視鏡を用いた顎下腺唾石手術症例の検討
鈴木　貴博、東海林　史、野口　直哉、角田梨紗子、太田　伸男（東北医科薬科大学耳鼻咽喉科）
小倉　正樹（仙台市立病院耳鼻いんこう科）
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第 3群　唾液腺腫瘍・良性　　　（11：00〜12：10）
 座長　　飯　田　政　弘（東海大学）
 　　　　東　野　哲　也（ 宮崎大学）
O13． 当科における小唾液腺腫瘍再発症例の検討

藤澤　琢郎、八木　正夫、鈴木　健介、阪上　智史、清水　皆貴、岩井　　大
（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O14．当科における耳下腺良性腫瘍の検討
寺田小百合、鎌田　恭平、千葉　真人、倉上　和也、千田　邦明、野田　大介、欠畑　誠治
（山形大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O15．咬筋内多形腺腫の一例
細萱　理花、杉本　　晃、鈴木　雅明（帝京大学ちば総合医療センター）

O16．両側多房性に発生した巨大リンパ上皮性嚢胞の 1例
相原　勇介、岡本　伊作、佐藤　宏樹、塚原　清彰（東京医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
勝部　泰彰（東京医科大学八王子医療センター）

O17． 経口法で摘出した副耳下腺基底細胞腺腫の 1手術例
嘉陽　祐紀、真栄田裕行、上里　　迅、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）

O18．両側耳下腺乳児血管腫を合併した多発奇形の小児例
松島　可奈（千葉大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
仲野　敦子、有本　友季子（千葉県こども病院）

O19．口腔小唾液腺腫瘍 11 例の検討
江川　峻哉、北嶋　達也、池谷　洋一、櫛橋　幸民
（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）
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、昭和大学歯学部口

腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門）

ランチョンセミナー 2　　　（12：20〜13：20）
 司会　　黒　野　祐　一　（ 鹿児島大学）
　「アレルゲン免疫療法の実際と対応」
 1．アレルゲン免疫療法の実際と対応―成人を中心に―
 朝子　幹也（関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 濱田　聡子（関西医科大学附属香里病院耳鼻咽喉科）
 2．アレルゲン免疫療法の実際と対応―小児を中心に―
 増田佐和子（国立病院機構三重病院耳鼻咽喉科）
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シンポジウム 2　　　（15：20〜16：50）
 司会　　兵　頭　政　光（高知大学）
 　　　　香　取　幸　夫（東北大学）
　「嚥下障害診療　Up to date」
 1．超高齢社会における嚥下障害の早期発見―高齢者施設における誤嚥検診の有用性―
 今泉　光雅（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
 2．嚥下 CTによる嚥下の形態・運動学的解析
 稲本　陽子（藤田保健生大学医療科学部リハビリテーション学科）
 才藤　栄一、青柳陽一郎、加賀谷　斉、柴田　斉子
 （藤田保健生大学医学部リハビリテーション医学Ⅰ講座）
 Palmer Jeffrey（Johns Hopkins University Department of Physical Medecine and Rehabilitation）
 3．高解像度マノメトリー検査による嚥下機能評価
 熊井　良彦（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 4．高齢者の嚥下障害への対応
 木村百合香（東京都保健医療公社荏原病院耳鼻咽喉科、昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
 5．乳幼児の摂食嚥下障碍への対応
 益田　　慎、長嶺　尚代（県立広島病院小児感覚器科）
 鈴木　淳司、大原　　紫、村田　享加（すずき歯科小児歯科）
 太刀掛銘子、新里　法子、林　　文子、香西　克之（広島大学病院小児歯科）
 梶岡早弥佳、遠藤優有美、福田　純男、天野　純子
 （医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院）
 木村　浩彰（広島大学病院リハビリテーション科）

第 4群　嚥下障害１　　　（16：50〜17：50）
 座長　　大　森　孝　一（ 京都大学）
 　　　　堀　井　　　新（ 新潟大学）
O20．嚥下内視鏡検査における動画のフレーム数の違いによる視覚認識の比較

岩橋　利彦、小川　　真、猪原　秀典（大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
O21．喉頭中央部切除術を施行した 2症例

脇坂　尚宏、吉崎　智一（金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O22．誤嚥防止術後の瘻孔に対する対応

鮫島　靖浩（熊本大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O23．輪状咽頭筋切断術後の胃食道逆流とその予防

津田　豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター）
O24．GETS（The Glasgow Ed inburgh Throat Scale）日本語版を用いた咽喉頭異常感の評価

高橋　奈央、馬場　洋徳、森　　香織、堀井　　新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O25． 演題取り下げ
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第 1日 9月 7日（木）
第 3会場（4F鶴の間 3）

　　
第 5群　味覚　　　（ 9 ：00〜10：10）
 座長　　大　島　猛　史（日本大学）
 　　　　將　積　日出夫（ 富山大学）
O26． 濾紙ディスク法と全口腔法の臨床的味覚検査に差異を認める症例の検討

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）
田中　真琴、岸田　杏子、野村　泰之、鴫原俊太郎、大島　猛史
（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O27． 量的味覚異常と質的味覚異常の比較検討
西井　智子、任　　智美、梅本　匡則、前田　英美、阪上　雅史
（兵庫医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O28． 中耳手術前における鼓索神経機能の比較検討
任　　智美、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）
福永　明子（大阪みなと病院耳鼻咽喉科）

O29． 中耳手術後の味覚症状に関する検討
前田　英美、任　　智美、西井　智子、阪上　雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O30． 味覚障害を示す低亜鉛血症患者のノベルジンⓇ投与による血清亜鉛値の変化
岸田　杏子、田中　真琴、野村　泰之、鴫原俊太郎、大島　猛史
（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
根本　純江（ 日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野、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）
O31．食事へのグルタミン酸Na添加が化学療法による舌の味覚受容体遺伝子発現に与える影響

庄野　仁志、武田　憲昭（徳島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
合田　正和（屋島総合病院耳鼻咽喉科）
堤　　理恵、阪上　　浩（徳島大学大学院医師薬学研究部代謝栄養学分野）

O32． フラビン蛋白蛍光法を用いたマウス大脳皮質味覚野の同定
馬場　洋徳、小木　　学、森　　香織、高橋　奈央、堀井　　新
（新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
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第 6群　咽頭腫瘍・悪性１　　　（10：10〜11：00）
 座長　　井　口　広　義（ 大阪市立大学）
 　　　　松　浦　一　登（宮城県立がんセンター）
O33． 中・下咽頭癌に対する経口的手術術後合併症および治療成績の検討

笠井　理行、小松　正規、畠山　博充（横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科）
折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科）

O34． TOVS 術後の瘢痕拘縮、狭窄予防に対するステロイド局注の検討
宇野　光祐、冨藤　雅之、荒木　幸仁、塩谷　彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）

O35． 中・下咽頭癌に対する化学放射線同時併用療法後遅発性嚥下障害の検討
清野　由輩、岡本　旅人、加納　孝一、山下　　拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O36． 化学放射線治療後の喉頭摘出術における咽頭瘻に対する対策
大峡　慎一、藤巻　充寿、小島　雅貴、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）

O37． 扁桃癌経口的切除前後のQOL評価と嚥下機能評価
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）

第 7群　咽頭腫瘍・悪性２　　　（11：00〜12：10）
 座長　　岡　本　美　孝（千葉大学）
 　　　　門　田　伸　也（四国がんセンター）
O38． 舌根部悪性黒色腫に対するニボルマブの使用経験

森　　茂彰、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）
O39． 上咽頭癌に対するTPF療法同時併用放射線治療―後化学療法についての考察も含めて―

小松　正規（横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科）
折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O40．導入化学療法を行った口腔・咽頭癌におけるGlas gow Prog nostic Score の有用性
芦澤　　圭、松岡　伴和、荒井　秀寿、増山　敬祐（山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O41． Salvage ELPS の有効性の検討
川嵜　洋平、辻　　正博、山田武千代（秋田大学医学部附属病院感覚器学講座耳鼻咽喉科頭頸部外科）

O42． 当科における経口的中咽頭側壁切除術症例の経験
川上　　理、能田　拓也、下出　祐造、辻　　裕之（金沢医科大学頭頸部・甲状腺外科）
三輪　高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

O43． 経口腔的咽喉頭部分切除術（TOVS）にて切除した咽頭アミロイドーシスの 1例
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）

O44． 先端可変型硬性内視鏡を用いた経口的咽喉頭手術について
堀　　健志、沖中　洋介、山下　裕司（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）
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第 8群　咽頭腫瘍・悪性３　　　（15：20〜16：00）
 座長　　倉　富　勇一郎（ 佐賀大学）
O45．当院における中咽頭癌症例のUICC/AJCC 第 8 版 TNM分類を用いた臨床病理学的検討

加納　孝一、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）
O46． 下咽頭癌・口腔癌における新しいTNM分類（UICC第 8版）cN3b pN3b についての検討

岡村　　純、山田　智史、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）
O47． 当科における中咽頭癌症例の検討

安倍　伸幸、平野　　隆、立山　香織、鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）
駄阿　　勉（大分大学医学部診断病理学）

O48． 多重免疫染色・イメージサイトメトリーを用いた中咽頭癌における PD-L1 発現解析
辻川　敬裕、大村　　学、新井　啓仁、中野　　宏、平野　　滋
（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

第 9群　咽頭腫瘍・悪性４　　　（16：00〜16：50）
 座長　　増　山　敬　祐（ 山梨大学）
 　　　　菅　澤　　　正（ 埼玉医科大学国際医療センター）
O49． 下咽頭癌にて食道再建に気管食道吻合を用いた 1例

菊地　大介（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座、太田西ノ内病院）
佐藤　和則（太田西ノ内病院）
室野　重之（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

O50． 遊離空腸再建術後の腸間膜リンパ節に転移をきたした 1症例
安原　一夫（竹田綜合病院耳鼻咽喉科）

O51． 下咽頭類基底細胞癌の 6例
山田　智史、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）

O52． Modified Killian 法を用いて診断した下咽頭 Spindle cell lipoma の一例
岸田　拓磨（東京医科大学初期研修医）
佐藤　宏樹、岡本　伊作、清水　　顕、勝部　泰彰、相原　勇介、塚原　清彰
（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

O53． 鼻腔、口腔、咽頭、喉頭と広範囲に扁平上皮癌を認めた 1症例
榎本　卓朗、小谷　宏子（松江市立病院耳鼻咽喉科）
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第 10群　咽頭腫瘍・悪性５　　　（16：50〜17：50）
 座長　　鈴　木　幹　男（琉球大学）
 　　　　折　田　頼　尚（ 熊本大学）
O54． 上咽頭明細胞癌の 1例

鎌田　恭平、寺田小百合、千葉　真人、倉上　和也、千田　邦明、野田　大介、欠畑　誠治
（山形大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

O55．口蓋扁桃肥大を契機に発見された急性白血病の 1例
保立　裕史（旭川厚生病院耳鼻咽喉科、旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
長門　利純、岸部　　幹、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）

O56． 習慣性扁桃炎を契機に診断が得られたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1例
野田　和洋、関　　敦郎（JA静岡厚生連遠州病院耳鼻咽喉科）

O57．当科で経験した副咽頭間隙腫瘍 7例の検討
淵脇　貴史、森倉　一朗、清水　保彦、青井　典明、川内　秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

O58．咽頭へ転移した乳腺血管肉腫の一例
北川　典子（高岡市民病院）
吉崎　智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

O59．上咽頭筋上皮癌の一例
上野　貴雄、近藤　　悟、脇坂　尚宏、吉崎　智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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第 1日 9月 7日（木）
第 4会場（6F金沢市アートホール）

第 11群　口腔咽頭潰瘍　　　（ 9 ：00〜 9 ：50）
 座長　　池　田　勝　久（順天堂大学）
 　　　　土　井　勝　美（近畿大学）
O60． 難治性口腔咽頭潰瘍 7例の検討

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

O61． ベーチェット病の口腔粘膜病変の検討
山本　祐三（耳鼻咽喉科・アレルギー科山本医院）

O62．不全型ベーチェット病として治療した難治性口内炎の一例
桂　　裕紀、濱口　清海（独立行政法人静岡市立静岡病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O63． EBVによると考えられた難治性咽頭潰瘍の 2症例
津曲　省吾（国立病院機構都城医療センター）
東野　哲也（宮崎大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

O64． 口腔咽喉頭の単純ヘルペスウイルス初感染確実 19 例の検討
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）

第 12群　口腔腫瘍・悪性１　　　（ 9 ：50〜11：00）
 座長　　塚　原　清　彰（東京医科大学）
 　　　　花　井　信　広（ 愛知県がんセンター中央病院）
O65． 局所進行口腔癌に対する導入化学療法による縮小手術の可能性

平野　　滋、新井　啓仁、中野　　宏（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O66． EXTREME regimen が著効した初診時M1舌癌症例

飯島　宏章、戎本　浩史、大上　研二、飯田　政弘（東海大学専門診療学系耳鼻咽喉科）
O67． 切除不能局所進行口腔癌に対する Induction EPF は根治性を高められるか？

森　　照茂、星川　広史（香川大学医学部耳鼻咽喉科学）
O68． 耳下腺リンパ腺腫の 2例

牧野　琢丸、橘　　智靖（姫路赤十字病院耳鼻咽喉科）
O69． 広頸筋皮弁再建と上頸部郭清術を同時に行った頬粘膜癌の 1例

笠倉奈津子、佐藤　　大、加藤　泰奈、松田　昌之、茂木　　翼、小野　修平、尾川　昌孝、
茂呂　順久、齋藤康一郎
（杏林大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸科）

O70． 口腔癌 cT2N0 症例に対する予防的頸部郭清術と術中迅速診断
野呂　恵起、西川　周治、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）

O71． 口腔咽頭再建におけるV-Loc クロージャーデバイスの有用性
黒瀬　　誠、近藤　　敦、高野　賢一、大國　　毅、小幡　和史、氷見　徹夫
（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 13群　口腔腫瘍・悪性２　　　（11：00〜12：10）
 座長　　平　川　勝　洋（ 広島大学）
 　　　　朝　蔭　孝　宏（東京医科歯科大学）
O72． 慢性 GVHD患者に発症した多発口腔癌の 1例

小林　徹郎、室野　重之（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）
O73． 舌に発生した放射線誘発性未分化多型肉腫の 1例

大熊　雄介、佐々木慶太、佐々原　剛（千葉県がんセンター）
O74． 高齢初発の口腔咽頭感染で見つかったリンパ腫の 2例

長谷川文雄、伊藤　真文（西尾市民病院耳鼻咽喉科）
O75． 舌に発生した神経鞘腫の一例

加藤　泰奈、佐藤　　大、笠倉奈津子、齋藤康一郎（杏林大学医学部付属病院耳鼻咽喉科）
O76． 睡眠時無呼吸症候群を潜在的に合併していた軟口蓋神経鞘腫の一症例

佐田　直子、角田　篤信（順天堂大学医学部附属練馬病院耳鼻咽喉・頭頸科）
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）

O77． 舌根部に発生した神経鞘腫の 1症例
佐藤　有記、島津倫太郎、倉富勇一郎（佐賀大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

O78． 翼口蓋窩に進展した角化嚢胞性歯原性腫瘍の一例
清川　佑介、野村　文敬、朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）

第 14群　唾液腺腫瘍・診断治療　　　（15：20〜16：00）
 座長　　脇　坂　尚　宏（ 金沢大学）
O79． 耳下腺手術における神経刺激装置と術後顔面神経麻痺

東野　正明、野呂　恵起、西川　周治、寺田　哲也、河田　　了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O80． 耳下腺浅葉多形腺腫に対する耳下腺部分切除術
中谷　宏章（国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科、栃木県立がんセンター）
福島　　慶、田口大藏（国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科）
榎本　康治（栃木県立がんセンター）

O81． 耳下腺前方腫瘍の病態および手術手技と治療上の問題点
大村　修士（大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
河田　　了、寺田　哲也、東野　正明（大阪医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O82．当科における唾液腺の Core needle biopsy 症例の検討
前田　泰規、葛西　　崇、高畑　淳子、松原　　篤（弘前大学医学部耳鼻咽喉科）



23

第 15群　唾液腺腫瘍・悪性１　　　（16：00〜17：00）
 座長　　福　田　　　諭（北海道医療大学）
 　　　　山　下　裕　司（ 山口大学）
O83．耳下腺癌の予後に対する免疫組織学的検討

西角　　章（洛和会音羽病院耳鼻咽喉科）
西川　周治、東野　正明、寺田　哲也、河田　　了（大阪医科大学付属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

O84． 当科にて加療を行った Sal ivary duct carcinoma の臨床病理学的検討
川野　利明、平野　　隆、赤嶺　苑佳、鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O85．術前に良性と診断された耳下腺癌症例の検討
西川　周治、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）

O86． 耳下腺房細胞癌と診断されていた乳腺相似分泌癌（MASC）症例の検討
寺田　哲也、西川　周治、東野　正明、河田　　了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O87． 唾液腺原発悪性リンパ腫症例の検討
大國　　毅、白崎　英明、近藤　　敦、黒瀬　　誠、高野　賢一、亀倉　隆太、伊藤　史恵
氷見　徹夫（札幌医科大学医学部医学科耳鼻咽喉科）

O88． 唾液腺癌に対する予後予測と分子標的薬の治療経験
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 16群　口腔咽頭症例　　　（17：00〜17：50）
 座長　　宇佐美　　真一（信州大学）
 　　　　春　名　眞　一（獨協医科大学）
O89． 血液疾患に合併した上顎骨壊死 2症例の検討

野村　文敬、清川　佑介、朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）
O90． デノスマブによる顎骨壊死の 1症例

太田　伸男、鈴木　貴博、角田梨紗子、野口　直哉、東海林　史（東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科）
O91． 悪性腫瘍との鑑別を要した薬剤性歯肉増殖症の一例

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）
O92． 石灰沈着性頸長筋腱炎の一例

清水　啓成、篠原　　宏、吉田沙絵子、青木　由香、菱村　祐介（河北総合病院耳鼻咽喉科）
O93． 乳幼児輪状後部静脈叢隆起の 1例

高木　太郎（愛媛県立新居浜病院）



24

第 2日 9月 8日（金）
第 1会場（4F鶴の間 1）

モーニングセミナー 1　　　（ 8 ：00〜 8 ：50）
 司会　　大久保　公　裕（ 日本医科大学）
　「日常診療に役立つ口腔アレルギー症候群のトピックス」
 矢上　晶子（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院総合アレルギー科）
　　
第 17群　新規診察機器　　　（ 9 ：00〜 9 ：30）
 座長　　鈴　鹿　有　子（関西医科大学）
O94．新開発「口腔咽頭内視鏡」の実際の使用経験

角田　晃一（独立行政法人国立病院機構東京医療センター人工臓器・機器開発研究部）
三澤　逸人（国立病院機構名古屋医療センター）

O95． 日常診療で容易に撮影可能な口腔内撮影用リングライトシステムの開発
野上兼一郎（野上耳鼻咽喉科医院）
倉富勇一郎（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O96． 口腔咽頭手術教育におけるVITOMカメラシステムの効果の検討
吉見　龍二、渡邊　　毅、高橋　晴雄（長崎大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

教育セミナー 4　　　（ 9 ：30〜10：20）
 司会　　湯　本　英　二（朝日野総合病院）
　「口腔・咽頭疾患の超音波検査」
 1．口腔咽頭悪性腫瘍プライマリケアにおける超音波検査
 古川まどか（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）
 2．口腔・咽頭疾患の超音波検査〜検査の流れ〜
 下出　祐造（金沢医科大学頭頸部外科）

シンポジウム 3　　　（10：20〜11：50）
 司会　　中　田　誠　一（ 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院）
 　　　　千　葉　伸太郎（太田睡眠科学センター）
　「Precision medicine in Sleep medicine & Surgery」
 1．成人 OSAにおいて CPAPは本当に第一選択なのか？
     Pros. CPAPは成人治療の第一選択である
 相澤　直孝（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院）
 2．Cons. CPAPは成人治療の第一選択ではない
 北村　拓朗、鈴木　秀明（産業医科大学若松病院　耳鼻咽喉科）
 3．小児 OSAにおいて手術は本当に第一選択なのか？
    Pros. 手術は第一選択である
 酒井　あや（金沢医科大学耳鼻咽喉科）
 4．Cons. 手術は第一選択ではない
 恩田　信人（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）
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ランチョンセミナー 3　　　（12：00〜13：00）
 司会　　峯　田　周　幸（浜松医科大学）
　「移動型 Cone beam CTを用いた術中画像診断」
 楯谷　一郎（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

30周年記念講演　　　（13：10〜13：40）
 司会　　吉　原　俊　雄（日本口腔・咽頭科学会理事長）
　「日本口腔・咽頭科学会
　 30年のあゆみ」
 山下　敏夫（日本口腔・咽頭科学会前理事長）

海外招待講演　　　（13：40〜14：20）
 司会　　川　内　秀　之（島根大学）
　「Intrapharyngeal surgery and integrated treatment for OSA」
 Prof. Hsueh-Yu Li（Chang Gung University, Taiwan）

教育セミナー 5　　　（14：20〜15：10）
 司会　　志　賀　清　人（岩手医科大学）
　「耳下腺腫瘍の治療」
 1．耳下腺腫瘍の手術―耳下腺癌に対する手術の基本方針―
 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手技と工夫
 岩井　　大、八木　正夫、藤澤　琢郎、鈴木　健介（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

教育セミナー 6　　　（15：10〜16：00）
 司会　　丹　生　健　一（ 神戸大学）
　「副咽頭間隙腫瘍の手術」
 1．副咽頭間隙腫瘍の手術
 辻　　裕之（金沢医科大学頭頸部外科）
 2．副咽頭間隙腫瘍の手術
 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）

教育セミナー 7　　　（16：00〜17：00）　　　【耳鼻咽喉科領域講習 2】
 司会　　村　上　信　五（ 名古屋市立大学）
　「口腔・咽頭癌とウイルス」
 1．上咽頭癌と Epstein-Barrウイルス　発癌機構から臨床応用へ
 吉崎　智一（金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 2．ヒト乳頭腫ウイルス（HPV）
 折舘　伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 2日 9月 8日（金）
第 2会場（4F鶴の間 2）

モーニングセミナー 2　　　（ 8 ：00〜 8 ：50）
 司会　　古　川　　　仭（ 金沢大学名誉教授）
　「覚醒と行動を支えるオレキシンの機能」
 櫻井　　武（筑波大学医学医療系 /国際統合睡眠医科学研究機構）

第 18群　上気道免疫・ウィルス　　　（ 9 ：00〜 9 ：40）
 座長　　清　水　猛　史（滋賀医科大学）
O97． PspA点眼投与による上気道粘膜免疫応答の誘導

永野　広海、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）

O98． 加齢に伴う濾胞ヘルパーT細胞と濾胞制御性T細胞の機能変容
伊藤　史恵、亀倉　隆太
（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座、札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）
高野　賢一、氷見　徹夫（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
一宮　慎吾（札幌医科大学医学部フロンティア医学研究所免疫制御医学部門）

O99． 成人・小児の咽頭扁桃と口蓋扁桃におけるEBVの検出頻度
清島　典子、近藤　　悟、脇坂　尚宏、吉崎　智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

O100． 口蓋扁桃と咽頭扁桃からの擦過によるHPV検出の比較
室野　重之（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
吉崎　智一（金沢大学医薬保健研究域医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 19群　嚥下障害２　　　（ 9 ：40〜10：20）
 座長　　平　野　　　滋（ 京都府立医科大学）
O101．中耳炎を初発症状として軟口蓋閉鎖不全による嚥下障害を認めた小児の 1例

國井　美羽（白河厚生総合病院耳鼻咽喉科）
O102． セツキシマブ併用 IMRT施行後食道入口部閉鎖をきたした下咽頭癌 2例

北村　守正、楯谷　一郎、大森　孝一（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O103．下咽頭癌BRT後に咽頭完全閉塞を認めた 1例

西原美沙子、北野　睦三、藤原　良平、土井　勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科教室）
O104． 舌下神経麻痺を来たした dys arthria-clumsy hand syn dro me と Tapia 症候群の 2症例

浦口　健介（香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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）
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シンポジウム 4　　　（10：20〜11：50）
 司会　　梅　野　博　仁（ 久留米大学）
 　　　　塩　谷　彰　浩（防衛医科大学校）
　「中・下咽頭癌に対する経口的切除の適応と限界」
 1．下咽頭癌に対する CO2レーザーによる経口的切除術
 千年　俊一（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 2．下咽頭癌に対する TOVS（Transoral videolaryngoscopic surgery）の適応と限界
 冨藤　雅之、荒木　幸仁、宇野　光祐、田中　伸吾、塩谷　彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）
 3．進行中咽頭側壁癌治療における口内法切除の役割
 藤本　保志、丸尾　貴志（名古屋大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科）
 鬼塚　哲郎（静岡県がんセンター頭頸科）
 別府　　武（埼玉県立がんセンター頭頸部外科）
 吉田　昌史（東京大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科）
 林　　隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部腫瘍科）
 4．経口的ロボット支援手術
 楯谷　一郎（京都大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 5．中咽頭癌に対する低侵襲治療としての経口的切除術
 大上　研二（東海大学医学部耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 4　　　（12：00〜13：00）
 司会　　庄　司　和　彦　（天理よろづ相談所病院）
　「手術の質とコスト削減に貢献するエネルギーデバイスの活用」
 1．リユーザブルエナジーデバイスを用いた単独術者による低コスト内視鏡下甲状腺手術法
 片山　昭公（札幌徳洲会耳鼻科）
 野村研一郎、原渕　保明（旭川医科大耳鼻咽喉科頭頸部外科）
 2．エネルギーデバイスを用いた口腔・咽頭・頸部手術
 堀　　龍介（天理よろづ相談所病院）

第 20群　口腔腫瘍・悪性３　　　（14：20〜15：10）
 座長　　近　松　一　朗（ 群馬大学）
 　　　　山　田　武千代（秋田大学）
O105．舌扁平上皮癌における新しいTNM分類の有用性の検討

加納　里志、水町　貴諭、本間　明宏（北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
坂下　智博（ 北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、市立釧路総合病院耳鼻咽喉

科・頭頸部外科）
O106． 当科における舌扁平上皮癌T1、T2 症例の検討

北野　睦三、藤原　良平、西原美沙子、土井　勝美（近畿大学医学部医学科）
O107． 当科における口腔癌を含む多重癌の臨床的検討

吉田　真夏、兵頭　政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O108． PI3KCA/AKT3 シグナリングを介した舌癌制御の可能性

近松　一朗（群馬大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O109．口腔癌におけるGタンパク質共役受容体遺伝子のプロモーター領域のメチル化について

峯田　周幸、岡村　　純、今井　篤志（浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 21群　尋常性天疱瘡　　　（15：10〜15：50）
 座長　　西　﨑　和　則（ 岡山大学）
O110． 下咽頭に発症した尋常性天疱瘡の 1例

山口　慎人、小澤泰次郎、西村　聖一、竹本　直樹、氏原　健作、福島　諒奈
（豊橋市民病院耳鼻咽喉科）

O111．当科で経験した粘膜優位型尋常性天疱瘡の 1例
尾崎　大輔、中井　義紀、家根　旦有（近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科）

O112． 咽頭粘膜に初発した尋常性天疱瘡の一例
中島賢一朗、中村　陽祐、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）

O113． 当科を初診した尋常性天疱瘡症例
富吉　　圭、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）
野島　雄介（ 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院耳鼻咽喉科、横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉

科・頭頸部外科）
折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 22群　扁桃摘出術　　　（15：50〜17：00）
 座長　　中　川　尚　志（九州大学）
 　　　　小　林　一　女（昭和大学）
O114． 当科における口蓋扁桃摘出術症例の検討

浜本　真一、兵　　行義、原　　浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科学）
O115． シメチジン効果の有無から見た PFAPA症候群

角田　真弓、山口　宗太、守本　倫子（国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部耳鼻咽喉科）
O116． PFAPA症候群の 1症例

西前　徳繁、山田健太郎、八尾　　亨、三輪　高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）
O117． コブレーション扁摘における手技と術後管理の検討

杉田　　玄、河野　正充、戸川　彰久、保富　宗城
（和歌山県立医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O118．当科におけるCoblation Ton sillectomy の臨床検討
横川　泰三、坂下　智博（市立釧路総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O119． 咽喉頭手術後の出血に対して上部消化管内視鏡による止血術が有効であった 2症例
須藤　　敏（沖縄県立中部病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O120．口蓋扁桃摘出術における術後出血に関する検討
大江祐一郎、清水　猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）
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第 2日 9月 8日（金）
第 3会場（4F鶴の間 3）

第 23群　感染症 1 　　　（ 9 ：00〜 9 ：40）
 座長　　保　富　宗　城（和歌山県立医科大学）
O121．高齢者歯原性頸部・降下性縦隔膿瘍に対して複科合同低侵襲手術が奏功した一例

岸本真由子、小川　高生、岡本　啓希、小川　徹也、植田　広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）
沼波　宏樹（愛知医科大学呼吸器外科）

O122．Lemierre 症候群の一例
佐藤　里奈、小幡　和史、長屋　朋典、坪松ちえ子、近藤　　敦、氷見　徹夫
（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

O123． 非特異的な臨床像を呈した高齢発症の副咽頭間隙膿瘍の 1例
高畑　喜臣、久保田俊輝、葉山　奈々、両角　尚子、中野　光花、井上なつき、竹ノ谷亜希子、
穐山直太郎、吉川　　衛（東邦大学医療センター大橋病院耳鼻咽喉科）

O124．梨状陥凹瘻の治療法選択―化学焼灼による内瘻孔閉鎖術をどう扱うか―

市村　恵一（石橋総合病院）

第 24群　感染症 2　　　（ 9 ：40〜10：20）
 座長　　肥　塚　　　泉（聖マリアンナ医科大学）
O125． 咽後膿瘍が疑われた 16 例の検討

中村　陽祐、中島賢一朗、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）
平憲　吉郎（山陰労災病院耳鼻咽喉科）

O126．当院における扁桃周囲膿瘍の検討
宮本　康裕、肥塚　　泉（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科）

O127． 下極型扁桃周囲膿瘍の臨床的特徴
川畠　雅樹、馬越　瑞夫、松元　隼人、大堀純一郎、黒野　祐一
（鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O128． 治療までに長い経過をたどった扁桃周囲膿瘍の一例
宮澤　昌行、松浦　聖平、寺崎　雅子（小田原市立病院耳鼻いんこう科）
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）
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第 25群　病巣疾患　　　（10：20〜11：10）
 座長　　竹　内　裕　美（ 鳥取大学）
 　　　　赤　木　博　文（ 国立病院機構南岡山医療センター）
O129． IgA 腎症に対する口蓋扁桃摘出術ステロイドパルス療法前後における上咽頭所見の検討

谷水　弘毅、阪本　浩一、竹宮　由美、鈴木　章代、山本　祐輝、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）

O130． 当科における IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術の検討
荒井　秀寿、堀内貴和子、芦沢　　圭、増山　敬祐
（山梨大学大学院医学工学総合研究部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O131． IgA 腎症における口蓋扁桃、咽頭扁桃細菌叢の検討
江崎　伸一、濱島　有喜、佐藤慎太郎、有馬菜千枝、中山　明峰、村上　信五
（名古屋市立大学大学院医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

O132． 慢性腎不全 IgA腎症例に対する扁摘について
土井　　彰、福本　　晶、田村　耕三（高知医療センター耳鼻咽喉科）
出原　悠子、土山　芳徳（高知医療センター腎臓内科）
澁谷　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）

O133． 掌蹠膿疱症に対する扁桃摘出術の皮疹スコアリングによる客観的評価と予後因子の検討
熊井　琢美、林　　達哉
（旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学講座、旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
高原　　幹、長門　利純、片田　彰博、原渕　保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

第 26群　上咽頭炎　　　（11：10〜11：50）
 座長　　竹　内　万　彦（ 三重大学）
O134． 慢性上咽頭炎の内視鏡診断の試み

鈴木　章代、阪本　浩一、竹宮　由美、谷水　弘毅、山本　祐輝、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）

O135． 上咽頭炎に対する塩化亜鉛塗布療法の治療効果～鼻うがい等の併用療法を行ってみて～
大野　芳裕（大野耳鼻咽喉科）

O136． 慢性上咽頭炎患者におけるマイコプラズマ脂質抗原抗体測定の臨床的意義に関する検討
茂木立　学（もぎたて耳鼻咽喉科）
松田　和洋（エムバイオテック株式会社マイコプラズマ感染症研究センター）

O137． 後鼻漏症状のある上咽頭炎患者に対する塩化亜鉛溶液による上咽頭処置の効果の検討
金　　泰秀（きむ耳鼻咽喉科）
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）
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第 27群　感染症 3　　　（14：20〜15：00）
 座長　　藤　枝　重　治（ 福井大学）
O138． 慢性 EBV感染症から悪性リンパ腫を発症した原発性免疫不全・活性化 PIK3δ症候群

大塚雄一郎（千葉市立海浜病院耳鼻咽喉科）
井上祐三朗（東千葉メディカルセンター小児科、千葉大学大学院医学研究院総合医科学）
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）

O139．帯状疱疹ウイルス再活性化による舌咽・迷走神経麻痺を生じた症例
杉浦　　真、石濱　未緒（公立陶生病院耳鼻咽喉科）
曾根三千彦（名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

O140． 開口障害と嚥下困難を主訴に受診した破傷風の 2症例
谷口　怜子、大脇　成広、清水　猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座）

O141． ジフテリア症状を呈したコリネバクテリウムウルセランス感染症の 2症例
福家　智仁、山田　弘之、福喜多晃平、金児真美佳、澤　　允洋、上田　航毅、小林　大介
（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

第 28群　アレルギー　　　（15：00〜15：30）
 座長　　松　原　　　篤（ 弘前大学）
O142．花粉・食物アレルギー症候群の診断法の違い（粗抗原とコンポーネント測定の比較）

大澤　陽子、須長　　寛（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）
加藤　幸宣、藤枝　重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
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）

O143．福井大学における口腔アレルギー症候群の疫学調査
加藤　幸宣、坂下　雅文、徳永　貴広、藤枝　重治（福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
大澤　陽子（福井赤十字病院耳鼻咽喉科）

O144． スギ花粉飛散期におけるのど症状の出現率
兵　　行義、濱本　真一、原　　浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

第 29群　外傷・異物　　　（15：30〜16：00）
 座長　　原　田　　　保（旭川荘療育・医療センター）
O145． 縦隔気腫を生じた中咽頭外傷の一例

阿部　秀晴、石田　正幸、将積日出夫（富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
O146． 頸部への裁縫針による反復自傷の一例

城所　淑信、楠　　威志（順天堂大学医学部附属静岡病院耳鼻咽喉科）
池田　勝久（順天堂大学医学部附属順天堂醫院耳鼻咽喉・頭頸科）

O147． 当科における咽頭異物症例の検討
高橋　　郷、宮澤　昌行、川口顕一朗、寺崎　雅子（小田原市立病院耳鼻咽喉科）
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、昭和

大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
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第 2日 9月 8日（金）
第 4会場（6F金沢市アートホール）

第 30群　唾液腺腫瘍・悪性２　　　（ 9 ：00〜10：10）
 座長　　星　川　広　史（香川大学）
 　　　　山　下　　　拓（ 北里大学）
O148． 耳下腺癌症例の検討

千田　邦明、野田　大介、倉上　和也、寺田小百合、川合　　唯、鎌田　恭平、欠畑　誠治
（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）
那須　　隆（山形市立済生館耳鼻いんこう科）
小池　修治（山形県立中央病院耳鼻咽喉科）

O149． 当センターにおける耳下腺癌の検討
北嶋　達也（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）
江川　峻哉、櫛橋　幸民、嶋根　俊和
（ 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、昭和大学歯学部口腔外科学講座
口腔腫瘍外科学部門）
池谷　洋一、小林　一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

O150． 当科における耳下腺癌の臨床的検討
赤嶺　苑佳、川野　利明、平野　　隆、鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O151． 当科における耳下腺癌症例の臨床的検討
辻　　正博、山田武千代（秋田大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

O152． 当科の唾液腺悪性腫瘍症例の検討
片桐　克則、池田　　文、土田　宏大、志賀　清人（岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O153．頭頸部扁平上皮癌以外からの転移性耳下腺腫瘍例の検討
嶋村　晃宏、八木　正夫、藤澤　琢郎、鈴木　健介、岩井　　大
（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O154．小児・若年者耳下腺腫瘍の検討
野田　洋平、小野田友男、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、頭頸部がんセンター）

第 31群　唾液腺腫瘍・悪性３　　　（10：10〜11：00）
 座長　　峯　田　周　幸（ 浜松医科大学）
 　　　　櫻　井　一　生（藤田保健衛生大学）
O155． 耳下腺に発生した孤立性線維性腫瘍の 1例

藤原　良平、北野　睦三、西原美沙子、土井　勝美（近畿大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
O156．当科で経験した孤立性線維性腫瘍 Solitary Fibrous Tu mor（SFT）3例の病理学的検討

比嘉　朋代、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）
O157．パクリタキセル単剤療法にて長期生存を得た耳下腺癌多発肺転移の一例

花北　朋哉、戎本　浩史、大上　研二（東海大学医学部耳鼻咽喉科）
O158． 中咽頭原発腺房細胞癌症例

近藤　　敦、黒瀬　　誠、高野　賢一、大國　　毅、小幡　和史、氷見　徹夫
（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

O159．耳下腺嚢胞腺癌の 1例
荒木　大輔、熊井　琢美、上田　征吾、高原　　幹、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 32群　唾液腺腫瘍・悪性４　　　（11：00〜11：40）
 座長　　室　野　重　之（福島県立医科大学）
O160． 化学放射線治療を選択した口腔・咽頭癌への口腔ケア介入の実態

森　圭市郎、山田　弘之、福家　智仁、福喜多晃平、金児真美佳、澤　　允洋、上田　航毅、
小林　大介（伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

O161．下顎骨合併切除を要した若年者舌下腺癌の 1例
池田　　文、片桐　克則、土田　宏大、宮口　　潤、志賀　清人
（岩手医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O162． 耳下腺原発扁平上皮癌の一例
沖中　洋介、堀　　健志、山下　裕司（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

O163． 耳下腺内リンパ節転移で発見された原発不明悪性黒色腫の 1例
青柳　　圭、中川　尚志
（九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 33群　睡眠障害・小児　　　（14：20〜15：30）
 座長　　曾　根　三千彦（名古屋大学）
 　　　　原　　　浩　貴（川崎医科大学）
O164． 小児睡眠時無呼吸症における手術直前・直後の努力性呼吸解析

岡　晋一郎、横田　　陽、森　健太郎、工　　　穣、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）
O165．小児睡眠時無呼吸症における重症度別の治療成績

坪松ちえ子、高野　賢一、氷見　徹夫（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）

O166．小児睡眠無呼吸症診断における簡易モニターの診断精度に関わる因子の検討
井坂　奈央、恩田　信人、澤井　理華、安藤　裕史、渡邊　統星、森脇　宏人、太田　史一
（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）

O167． アデノイド切除術後の代償性耳管扁桃肥大症の治療経験
工　　　穣、杉山健二郎、鬼頭　良輔、宇佐美真一（信州大学医学部耳鼻咽喉科）

O168． 小児閉塞型睡眠時無呼吸に対するNasal high flow の使用について
源馬　亜希、三浦　正寛、岡田　晋一、太田　史一（太田総合病院耳鼻咽喉科）
千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所付属診療所太田睡眠科学センター）

O169． 未就学児の睡眠時呼吸障害に対する咽頭手術の効果
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）

O170．小児睡眠時無呼吸に対する睡眠改善手術が閉塞性・中枢性の各要素に及ぼす影響の検討
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科・頭頸部外科学教室、名古屋市立大学病院睡眠医療センター）
江崎　伸一、村上　信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）



34

第 34群　睡眠障害・成人　　　（15：30〜16：20）
 座長　　鈴　木　雅　明（ 帝京大学ちば総合医療センター）
 　　　　中　山　明　峰（ 名古屋市立大学）
O171． 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、松崎　洋海、牧山　　清（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O172．睡眠関連呼吸障害に対する Suture technique（CWICK）の経験例について
三浦　正寛、源馬　亜希、岡田　晋一、太田　史一（太田総合病院耳鼻咽喉科）
千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所付属診療所太田睡眠科学センター）

O173．50 歳以上の睡眠呼吸障害改善手術についての検討
佐藤慎太郎、中山　明峰、有馬菜千枝
（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、名古屋市立大学病院睡眠医療センター）
江崎　伸一、村上　信五（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

O174． 終夜睡眠ポリグラフ検査をした患者の主訴と睡眠時無呼吸症との関連性についての検討
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、岩田　　昇（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）

O175． 当科におけるCPAPアドヒアランスの検討
中島　逸男、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）
平林　秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
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SLEEP SURGERY研究会
テーマ　OSAに対する skeletal surgery の実際

日　時　2017 年 9 月 8 日（金）　17：15～20：15
会　場　金沢市アートホール（ポルテ金沢 6階）
参加費　無料

教育講演
	 「sleep	surgery-now	and	the	future」		30 分
  司会　中島　正巳　先生
  Professor	Hsueh-Yu	Li	
   （Chairman and Professor, Otolaryngology, Chang Gung Memorial Hospital, 
      Chang Gung University）

パネルディスカッション
	 「Phase	1	surgery	から　Phase	2	Surgery	へ　―その適応と実際―」　90分
  司会　北村　剛一　先生　　千葉伸太郎　先生
 
 1．OSA診療に必要な咽頭の形態診断～特にゆるみについて　15 分
  菊池医院　　菊池　　淳　先生

 2．Phase1 surgery でうまくいかなかった症例　―なぜうまくいかない？―（仮）　15 分
  東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科　松浦賢太郎　先生

 3．GAの適応と治療効果について　10 分
  医療法人北村耳鼻咽喉科医院／東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野　北村　剛一　先生

 4．MMAですべてが解決するか？　20 分
  東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科学分野教授　松尾　　朗　先生
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謝　辞
本大会の開催、運営にあたり、下記の団体ならびに企業より多大なるご支援を頂戴しました。 
ここに衷心より御礼申し上げます。
 第 30 回日本口腔・咽頭科学会総会学術講演会
 会長　三輪　高喜

 鳥居薬品株式会社
 ノーベルファーマ株式会社
 株式会社モリタ製作所
 株式会社アムコ
 杏林製薬株式会社
 大鵬薬品工業株式会社
 MSD株式会社
 株式会社池田模範堂
 オリンパス株式会社
 グラクソ・スミスクライン株式会社
 有限会社近藤研究所
 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社
 第一医科株式会社
 第一薬品産業株式会社
 永島医科器械株式会社
 ニールメッドファーマスーティカルズ株式会社
 フィリップス・レスピロニクス合同会社
 ブルームヒアリング株式会社
 HOYA株式会社
 株式会社メディアート
 アステラス製薬株式会社
 EAファーマ株式会社
 株式会社大塚製薬工場
 サノフィ株式会社
 塩野義製薬株式会社
 田辺三菱製薬株式会社
 株式会社ツムラ
 MeijiSeika ファルマ株式会社
 冨木医療機器株式会社
 理研産業株式会社金沢支店
 国際耳鼻咽喉科学振興会（SPIO）
 石川県耳鼻咽喉科医会
 金沢医科大学耳鼻咽喉科学頭頸部外科学同門会
 金沢医科大学
 石川県
 金沢市
 石川県医師会
 横山商事株式会社（ジャックビーンズ）
 株式会社協同コンベンションサービス
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