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　第 32 回日本口腔・咽頭科学会総会ならびに学術講演会を私共大分大学医学部耳鼻咽喉科学教室が担当さ
せていただくことになり，教室員一同誠に光栄に存じます．会長にご指名いただきました吉原俊雄前理事
長，そして学会準備にあたりご指導・ご支援賜りました三輪高喜理事長をはじめ学会役員の皆様および会
員の皆様に心より感謝申し上げます．
　さて本学会が大分県で開催されるのは，平成 7年に前任の茂木五郎教授が別府市で第 8回を担当して以
来 2回目 24 年ぶりのことになります．その時私は医局長を務めており学会の事務局を任され，多くの皆様
のご参加を得て活発なご討議がなされ，無事に会が終了した時に安堵したことを思い出します．今回も参
加される皆様にとりまして実り多い学会となるよう，また滞りなく学会が成功裏に終えられるよう，これ
まで多くの先生方のご協力を仰ぎ鋭意準備して参りました．
　今回のテーマは「生命維持とQOL向上に貢献する口腔・咽頭科診療」としましたが，日本耳鼻咽喉科学
会の関連する学会としての本学会の重要性を鑑みると，むしろこれは学会のキャッチコピーに相応しいの
かもしれません．この認識にたってプログラムの作成・構成を行なったつもりではありますが，内容につ
きましては皆様のご批評を仰ぎたいと存じます．口腔・咽頭は飲食の出発点であります．特別講演 1では
三和酒類（株）の古屋浩二氏に「土地が育むワインの楽しさ～日本一への道のり～」と題してワインの楽
しさ・素晴らしさについて語っていただき，特別講演 2では順天堂大学の竹田和由先生に「身体を守る免
疫の話：乳酸菌とNK細胞」と題して乳酸菌飲料の有用性や魅力に触れていただけるものと思います．頭
頸部領域では，ロボット支援手術でご高名な米国アリゾナ大学の Steven J. Wang 先生に海外招聘講演
「Trans-Oral Robotic Surgery : Indications, Practical Tips, and Future Applications」をお願いしました．
また口腔・咽頭癌でも大きく重要性を増しつつある化学療法に焦点を当て，国立がん研究センター東病院
の田原　信先生に司会をお願いし「口腔・咽頭癌に対するがん薬物療法の現在と今後の展望」を企画しまし
た．パネルディスカッション 1では，本学会の柱の 1つである睡眠に関して「睡眠医療の新展開～耳鼻咽喉
科疾患における新たな可能性～」というテーマで睡眠医療の広がりを期待しつつ，司会を三輪高喜理事
長，名古屋市立大学の中山明峰先生にお願いしました．またパネルディスカッション 2では，これもまた
本学会の外せない領域である嚥下に関し「嚥下障害の診断から治療へのプロセス」というテーマを設定
し，高知大学の兵頭政光先生に嚥下治療の流れがよく理解できるように司会をお願いしました．イブニン
グセミナーでは，日本医科大学の松延　毅先生に「唾液腺管内視鏡の登場とこれからの唾液腺疾患診療」
を担当していただきます．教育セミナーでは，大分大学診断病理学の駄阿　勉先生に「唾液腺腫瘍の病理
診断」，国立成育医療研究センターの守本倫子先生に「小児の口腔咽頭疾患」，旭川医科大学の高原　幹先
生に「扁桃病巣疾患の最近のトピックス」をそれぞれお話しいただきます．そして専門医共通講習「医療
安全管理の実際」を大分大学医療安全管理医学の平松和史先生にお願いしています．その他にランチョン
セミナーを 4題企画しました．以上の特別企画により会員の先生方に口腔・咽頭科学についての最新の知
見，臨床，研究に有用な情報を提供できることを切に願っております．しかし，学会の学術講演会におい
ては会員による一般演題が主役であることは申すまでもありません．したがって，今回は限られた時間の
中で可能な限り特別企画と一般演題が重複しないように致しました．
　ポスターにある写真は大分市にある西洋医術発祥記念像です．大友宗麟時代，イエズス会宣教師であっ
たポルトガル人ルイス・デ・アルメイダは私財を投じて乳児院や総合病院を建てました．これが日本初の
育児施設や病院であり，西洋医学が初めて導入された記念の像です．この大分の地で再び本学会が開催で
きることは意義深いことと思っています．大分は古くは「豊のくに」と呼ばれ，豊富な山海の食材，多く
の温泉に恵まれています．9月の大分市は残暑と台風が若干心配されますが，大分の豊かさを是非満喫し
ていただければと思います．どうぞ，万障お繰り合わせの上，ご参加下さいますようお願い申し上げます．

ご 挨 拶

 会 長　鈴　木　正　志
 大分大学医学部耳鼻咽喉科学講座
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ご 案 内

 1．会期・会場
　　・会　期：2019 年 9 月 12 日（木）・13 日（金）
　　・会　場：ホテル日航大分　オアシスタワー
　　　　　　　〒 870-0029　大分県大分市高砂町 2-48　TEL 097-533-4411

 2．参加登録受付
　　・日　時：9月 12 日（木）07：30～19：00
　　　　　　　9月 13 日（金）07：30～14：00
　　・場　所：5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．
　　※事前登録は行いません．
　　※ネームカードの再発行は行いませんので，紛失なさらないようご注意ください．
　　※  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
　　Ⅰ．登録システム
　　　　  2019 年より学会参加登録と専門医講習受講登録に会員情報新システムが導入されました．2018 年 11

月末に全日耳鼻会員に郵送されました「日本耳鼻咽喉科学会会員カード（ICカード）」を持参してく
ださい．「日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医証（旧カード）」は使用できません．これらの登
録は専門医が対象です．

　　　　　　　　　　　　　　　　ICカード　　　　　　　　　　　　　　　　　  旧カード

　　　　 1）「IC カード」による登録が必要な時
　　　　　　①学会参加登録：学会会場に来場時
　　　　　　②専門医講習受講登録：耳鼻咽喉科専門医領域講習，専門医共通講習の受講の入退室時
　　　　　　なお，②にはまず①の登録が必要です．
　　　　 2）「IC カード」の使用方法
　　　　　　  カードリーダー上にカードを置くと，接続されたコンピュータ上に名前が表示されますので， 

コンピュータ画面を確認してからカードを取ってください．
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　　　　 3）「IC カード」を忘れた時
　　　　　　ICカードをお忘れになった場合は，学会参加登録は総合受付横の専門医受付でお申し出ください．
　　　　　　  また，専門医講習受講は入退時に会場前の IC カードサポート窓口にて，入場退場の個別対応を

させていただきますので，必ずお越しください．

　　Ⅱ．学会参加登録
　　　　本学会への参加・登録によって 2単位取得できます．

　　Ⅲ．専門医講習受講登録
　　　　本学術講演会では
　　　　・耳鼻咽喉科専門医領域講習を 3セッション開催します
　　　　　（1セッション 1単位，上限 2単位まで取得可能）．
　　　　・専門医共通講習は 1セッション開催します
　　　　　（1単位取得可能）．
　　　　※専門医講習受講前に必ず学会参加登録を済ませてください．
　　　　※講習開始 5分以降の入退場はできません．

　　　　 1）耳鼻咽喉科専門医領域講習
　　　　　　・9月 12 日（木）11：30～12：30　第 1会場
　　　　　　　海外招聘講演：「Trans-Oral Robotic Surgery：Indications, Practical Tips, and Future Applications」
　　　　　　　演者：Steven J Wang（University of Arizona）
　　　　　　・9月 12 日（木）18：20～19：20　第 5会場
　　　　　　　イブニングセミナー：「唾液腺管内視鏡の登場とこれからの唾液腺疾患診療」
　　　　　　　演者：松延　毅（日本医科大学）
　　　　　　・9月 13 日（金）10：45～11：45　第 1会場
　　　　　　　特別講演 2：「身体を守る免疫の話：乳酸菌とNK細胞」
　　　　　　　演者：竹田和由（順天堂大学）
　　　　 2）専門医共通講習（医療安全）
　　　　　　・9月 13 日（金）15：55～16：55　第 1会場
　　　　　　　専門医共通講習：「医療安全管理の実際」
　　　　　　　演者：平松和史（大分大学）

 4．クローク
　　3階，5階，21 階のホテルのクロークをご利用ください．
　　貴重品につきましては，各自お持ちいただきますようお願いいたします．
　　【開設時間】
　　　9月 12 日（木）07：30～21：30
　　　9月 13 日（金）07：30～18：00

 5．企業展示・書籍展示・ドリンクコーナー
　　3階 月・花で行います．
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　　【開設時間】
　　　9月 12 日（木）08：00～21：30
　　　9月 13 日（金）08：00～16：00

 6．総会
　　・日　時：9月 12 日（木）13：50～14：20
　　・場　所：第 1会場（5階 孔雀）

 7．会員懇親会
　　・日　時：9月 12 日（木）19：30～21：00
　　・場　所：5階 孔雀
　　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．

 8．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．

 9．役員会
　　理事会
　　・日　時：9月 11 日（水）15：00～17：00
　　・場　所：5階 孔雀
　　評議員会
　　・日　時：9月 11 日（水）17：00～18：00
　　・場　所：5階 孔雀

10．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 10 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．
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 3．データ受付時間
　　　ご発表の 20 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】
　　　3階 ホワイエ
　　　9月 12 日（木）07：30～18：00
　　　9月 13 日（金）07：30～15：00

 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 口腔太郎の場合「100・口腔太郎 .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Windows10 です．
　　　・対応可能なアプリケーションソフトはWindows Microsoft Power Point 2007，2010，2013，2016です．
　　　 ・  フォントはWindows 標準フォント（MSゴシック，MS明朝等）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（MPEG4 形式）で再生できるもので作成ください．
　　　・  MPEG-2 の場合は圧縮形式によっては再生できない場合があります．また容量の大きい（30M以上）

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

【学会事務局】
　　　大分大学医学部耳鼻咽喉科学講座
　　　〒 879-5593　大分県由布市挾間町医ヶ丘 1-1
　　　TEL：097-586-5913　FAX：097-549-0762
　　　E-mail：jssp32@kyodo-cs.com，oita-orlhns@oita-u.ac.jp
　　　事務局長：渡辺　哲生
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第1日目 9月12日（木）日程表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
5階 孔雀 5階 孔雀 3階 紅梅 3階 紅梅 21階 エトワール

開会の辞

教育セミナー 1
唾液腺腫瘍の病理診断
司会：河田 了（大阪医大）
演者：駄阿 勉（大分大診断病理学）

第1群
嚥下障害（1～5）
座長：土井 勝美 （近畿大） 

平野 滋（京都府立医大）

第3群
扁桃摘出術（10～14）
座長：原渕 保明（旭川医大） 

保富 宗城（和歌山県立医大）

第7群
免疫アレルギー 1（25～29）
座長：竹内 裕美（鳥取大） 

藤枝 重治（福井大）

第10群
味覚（39～41）
座長：山村 幸江（東京女子医大）

第11群
味覚障害（42～46）
座長：大島 猛史（日本大） 

將積 日出夫（富山大）

教育セミナー 2
小児の口腔咽頭疾患
司会：岩井 大（関西医大）
演者：守本 倫子（国立成育医療研究センター）

第2群
咽後膿瘍鑑別疾患（6～9）
座長：山下 裕司（山口大）

第4群
膿瘍（15～18）
座長：大堀 純一郎（鹿児島大）

第8群
免疫アレルギー 2（30～32）
座長：近松 一朗（群馬大）

パネルディスカッション1
睡眠医療の新展開 
～耳鼻咽喉科疾患における
新たな可能性～
司会：中山 明峰（名古屋市立大） 

三輪 高喜（金沢医大）

［領域講習］海外招聘講演
Trans-Oral Robotic Surgery:  Indications, 
Practical Tips, and Future Applications
司会：三輪 高喜（金沢医大）
演者：Steven J Wang（University 

of Arizona）

ランチョンセミナー 1
頭頸部癌免疫治療のアート
とサイエンス
司会：丹生 健一（神戸大）
演者：益田 宗幸（九州がんセンター）

ランチョンセミナー 2
アレルギー性鼻炎と咽頭症状
司会：村上 信五（名古屋市立東部 

医療センター）
演者：黒野 祐一（鹿児島大）

総会

学会奨励賞授賞式・講演

シンポジウム
口腔・咽頭癌に対する 
がん薬物療法の現在と 
今後の展望
司会：田原 信（国立がん研究センター

東病院）

特別講演1
土地が育むワインの楽しさ 
～日本一への道のり～
司会：吉原 俊雄（東都文京病院）
演者：古屋 浩二（三和酒類株式会社 

安心院葡萄酒工房工房長）

第5群
睡眠時呼吸障害1（19～21）
座長：鈴木 雅明（帝京大学ちば総合医療センター）

第9群
感染症（33～38）
座長：小林 一女（昭和大） 

余田 敬子（東京女子医大東医
療センター）

第12群
免疫アレルギー 3（47～50）
座長：清水 猛史（滋賀医大） 

武田 憲昭（徳島大）第6群
睡眠時呼吸障害2（22～24）
座長：鈴木 秀明（産業医大）

［領域講習］イブニングセミナー
唾液腺管内視鏡の登場と 
これからの唾液腺疾患診療
司会：黒野 祐一（鹿児島大）
演者：松延 毅（日本医大）

懇　親　会
時間：19：30〜21：00／会場：5階孔雀

8:10-8:20
8:20-9:05 8:20-9:10 8:20-9:10 8:20-9:10 8:20-8:50

8:50-9:40

9:05-9:50
9:10-9:50 9:10-9:50 9:10-9:40

9:50-11:20

11:30-12:30

12:40-13:40 12:40-13:40

13:50-14:20

14:20-14:50

14:50-16:20

16:20-17:20

17:20-17:50 17:20-18:20 17:20-18:00

17:50-18:20

18:20-19:20



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13日（金）日程表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場
5階 孔雀 5階 孔雀 3階 紅梅 3階 紅梅 21階 エトワール

教育セミナー 3
扁桃病巣疾患の最近のトピックス
司会：中田 誠一（藤田医大ばんたね病院）
演者：高原 幹（旭川医大）

第16群
咽頭腫瘍（67～70）
座長：星川 広史 （香川大）

第21群
口腔癌1（85～88）
座長：小林 斉（昭和大藤が丘病院）

第26群
口腔（105～108）
座長：岡野 光博 （国際医療福祉大） 

春名 眞一 （獨協医大）

第30群
耳下腺腫瘍 （124～127）
座長：高野 賢一 （札幌医大）

パネルディスカッション2
嚥下障害の診断から 
治療へのプロセス
司会：兵頭 政光（高知大）

［領域講習］特別講演2
身体を守る免疫の話： 
乳酸菌とNK細胞
司会：香取 幸夫（東北大）
演者：竹田 和由（順天堂大細胞機能研究室）

ランチョンセミナー 3
頭頸部癌に対する癌薬物療法の位置
付け―頭頸部外科医の立場から―
司会：川内 秀之（島根大）
演者：中島 寅彦（九州医療センター）

ランチョンセミナー 4
口腔の不定愁訴への対応
司会：友田 幸一（関西医大）
演者：任 智美（兵庫医大）

第13群
睡眠時呼吸障害3（51～56）
座長：佐藤 慎太郎（名古屋市立大学

病院睡眠医療センター） 
千葉 伸太郎（太田総合病院）

第17群
上咽頭癌（71～73）
座長：吉崎 智一（金沢大）

第22群
口腔癌2（89～91）
座長：生駒 亮（横浜南共済病院）

第27群
口腔咽頭潰瘍（109～111）
座長：池田 勝久（順天堂大）

第31群
耳下腺悪性腫瘍 
（128～134）
座長：塚原 清彰（東京医大） 

寺田 哲也（大阪医大）

第18群
中咽頭癌（74～76）
座長：猪原 秀典（大阪大）

第23群
口腔悪性腫瘍（92～94）
座長：飯田 政弘（東海大）

第28群
頸部（112～116）
座長：東野 哲也（宮崎大） 

西﨑 和則（岡山大）第14群
睡眠時呼吸障害4（57～61）
座長：和田 弘太（東邦大学医療セン

ター大森病院）

第19群
下咽頭癌・咽頭癌（77～81）
座長：塩谷 彰浩（防衛医大） 

山下 拓（北里大）

第24群
顎下腺腫瘍 （95～97） 
座長：鈴木 幹男（琉球大）

第32群
耳下腺良性腫瘍（135～137）
座長：鈴鹿 有子（関西医大）第29群

異物，検査診断，その他
（117～123）
座長：太田 伸男（東北医科薬科大） 

渡辺 哲生（大分大）

第25群
唾石症（98～104）
座長：竹野 幸夫（広島大） 

出島 健司（京都第二赤十字病院）

第33群
唾液腺腫瘍 （138～141）
座長：中川 尚志（九州大）

第15群
中咽頭腫瘍（62～66）
座長：折田 頼尚（熊本大） 

室野 重之（福島県立医大）

第20群
血管病変（82～84）
座長：平野 隆（大分大）

［医療安全］専門医共通講習
医療安全管理の実際
司会：市村 恵一（石橋総合病院）
演者：平松 和史（大分大医療安全管

理医学）

8:20-9:05 8:20-9:00 8:20-9:00 8:20-9:00 8:20-9:00

9:05-10:35

10:45-11:45

11:55-12:55 11:55-12:55

13:05-14:05 13:05-13:35 13:05-13:35 13:05-13:35 13:05-14:15

13:35-14:05 13:35-14:05 13:35-14:25

14:05-14:55 14:05-14:55 14:05-14:35
14:15-14:45

14:25-15:35
14:35-15:45

14:45-15:25
14:55-15:45 14:55-15:25

15:55-16:55
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第 1日 9月 12日（木）
第 1会場（5階 孔雀）

教育セミナー 1　　　（8：20〜9：05）
 司会　　河　田　　　了（大阪医科大学）
　「唾液腺腫瘍の病理診断」
 駄阿　　勉（大分大学医学部診断病理学講座）

教育セミナー 2　　　（9：05〜9：50）
 司会　　岩　井　　　大（関西医科大学）
　「小児の口腔咽頭疾患」
 守本　倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）

パネルディスカッション 1　　　（9：50〜11：20）
 司会　　中　山　明　峰（名古屋市立大学）
 　　　　三　輪　高　喜（金沢医科大学）
　「睡眠医療の新展開〜耳鼻咽喉科疾患における新たな可能性〜」
 1．めまい疾患における睡眠障害の関与
 許斐　氏元
 （声とめまいのクリニック二子玉川耳鼻咽喉科，東京医大耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）
 2．睡眠とめまいの関連性を追求する
 中山　明峰（名古屋市立大学耳鼻咽喉科＆睡眠医療センター）
 3．耳鼻咽喉科における睡眠と耳鳴の関連性
 藤永　真希，鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 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）
 4．A Preliminary study on the correlation between OSAHS and Chronic tinnitus
 劉　　秀麗（ The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Department of Otolaryngology,  

Vertigo Clinic Treatment Center）
 Hong Zhijun（ Department of Otolaryngology Shangdong provincial Western Hospital, Jinan, 25000, 

China）
 中山　明峰（名古屋市立大学耳鼻咽喉科＆睡眠医療センター）
 5．鼻科手術と睡眠の質についての検討
 高林　宏輔（旭川赤十字病院耳鼻咽喉科）
 6．睡眠から鼻呼吸を考える
 和田　弘太（東邦大学医学部耳鼻咽喉科）

海外招聘講演　　　（11：30〜12：30）【領域講習】
 司会　　三　輪　高　喜（金沢医科大学）
　「Trans-Oral Robotic Surgery: Indications, Practical Tips, and Future Applications」
 Steven J Wang, MD
 （Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Arizona, USA）
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ランチョンセミナー 1　　　（12：40〜13：40）
 司会　　丹　生　健　一（神戸大学大学院）
　「頭頸部癌免疫治療のアートとサイエンス」
 益田　宗幸（国立病院機構九州がんセンター）

シンポジウム　　　（14：50〜16：20）
 司会　　田　原　　　信（国立がん研究センター東病院）
　「口腔・咽頭癌に対するがん薬物療法の現在と今後の展望」
 1．集学的治療の中のがん薬物療法の位置づけ：術前術後補助療法
 中島　寅彦（国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）
 2．集学的治療の中のがん薬物療法の位置づけ：導入化学療法
 若杉　哲郎，伊藤　有紀，北村　拓朗，鈴木　秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
 3．放射線療法との併用療法
 古平　　毅（愛知県がんセンター放射線治療部）
 4．今後期待されるがん薬物療法
 伊東　和恵，上田　百合，藤澤　孝夫，岡野　　晋，田原　　信
 （国立がん研究センター東病院頭頸部内科）

特別講演 1　　　（16：20〜17：20）
 司会　　吉　原　俊　雄（東都文京病院）
　「土地が育むワインの楽しさ〜日本一への道のり〜」
 古屋　浩二（三和酒類株式会社安心院葡萄酒工房工房長）
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第 1日 9月 12日（木）
第 2会場（5階 孔雀）

　　
第 1群　嚥下障害　　　（8：20〜9：10）
 座長　　土　井　勝　美（近畿大学）
 　　　　平　野　　　滋（京都府立医科大学）

1．当科にて 1年間に施行した嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査の検討
草場　雄基，増田　聖子（熊本労災病院）

2．当科における最近 5年間の誤嚥防止術の検討
坂本　めい，津田　潤子，堀　　健志，樽本　俊介，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）
原　　浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科学）

3．当科における誤嚥防止術の術後合併症の検討
津田　潤子，坂本　めい，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）
原　　浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科学）

4．球症状単独の高齢発症重症筋無力症の一例
新井　佐和，藤居　直和，平野康次郎，小林　一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
木村百合香，工藤　建人（東京都保健医療公社荏原病院耳鼻咽喉科）
江川　峻哉，櫛橋　幸民
（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座，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学部門）

5．心原性ショックによる呼吸器管理後に抜管できず経鼻胃管症候群の関与を疑った 1例
工藤　建人，新井　佐和，小林　一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
江川　峻哉，櫛橋　幸民（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学教室，昭和大学頭頸部腫瘍センター）
木村百合香（東京都保健医療公社荏原病院）

第 2群　咽後膿瘍鑑別疾患　　　（9：10〜9：50）
 座長　　山　下　裕　司（山口大学）

6．咽後膿瘍と鑑別を要した石灰沈着性頸長筋腱炎
羽田　華練，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）
折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

7．当科で経験した石灰沈着性頸長筋腱炎の 1例
安藤いづみ，松浦　聖平，滝口　修平，池谷　洋一，小林　　斉（昭和大学藤が丘病院）

8．咽後膿瘍との鑑別を要した川崎病の症例
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）

9．咽後膿瘍との鑑別を要した不全型川崎病の 1例
中澤　良太，明石　　健，岸本　誠司（亀田総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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ランチョンセミナー 2　　　（12：40〜13：40）
 司会　　村　上　信　五（名古屋市立東部医療センター）
　「アレルギー性鼻炎と咽頭症状」
 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）
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第 1日 9月 12日（木）
第 3会場（3階 紅梅）

第 3群　扁桃摘出術　　　（8：20〜9：10）
 座長　　原　渕　保　明（旭川医科大学）
 　　　　保　富　宗　城（和歌山県立医科大学）
10．扁桃摘出手術におけるORBEYEの使用経験

寺邑　尭信，浜田　昌史，大上　研二，飯田　政弘（東海大学医学部付属病院耳鼻咽喉科）
11．当院におけるコブレーション口蓋扁桃摘出術の現況

小山田匠吾（国際医療福祉大学病院臨床研修センター）
岡野　光博，野口　佳裕，中川　雅文（国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科）

12．口蓋扁桃摘出術の習熟
久保　佑介，四戸　達也，中村　　学，瀬尾　　徹（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
肥塚　　泉（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科）

13．フォンタン術後患者における口蓋扁桃摘出術について
橋本亜矢子（静岡県立こども病院）
峯田　周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

14．当科における口蓋扁桃摘出後出血症例の検討
松浦　聖平，中筋　康太，安藤いづみ，池谷　洋一，滝口　修平，小林　　斉
（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座藤が丘病院）

第 4群　膿瘍　　　（9：10〜9：50）
 座長　　大 堀 純 一 郎（鹿児島大学）
15．扁桃周囲膿瘍に対する排膿手技の選択

菱村　祐介，清水　啓成，篠原　　宏，中野　光花（河北総合病院耳鼻咽喉科）
16．当科における即時膿瘍扁桃摘出術の現状

樋口　雄將，矢部　健介（東京都立広尾病院耳鼻咽喉科）
17．膿瘍扁摘が深頸部膿瘍の排膿にも有効であった扁桃周囲膿瘍の 1例

谷野　絵美，余田　敬子（東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科）
18．当科における頸部膿瘍症例の検討

阪上　智史，阪本　大樹，清水　皆貴，鈴木　健介，藤澤　琢郎，八木　正夫，日高　浩史，
岩井　　大（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 5群　睡眠時呼吸障害 1　　　（17：20〜17：50）
 座長　　鈴　木　雅　明（帝京大学ちば総合医療センター）
19．某地方公共交通機関所属運転手に対する睡眠時無呼吸検診に関する報告

佐々木　淳，古家　裕巳，竹野　幸夫（広島大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
20．咽頭形態とOSAの関連性についての再検討

三原　丈直，佐藤慎太郎，有馬菜千枝，中山　明峰（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
21．下咽頭・喉頭癌患者の治療前後の閉塞性睡眠時無呼吸発症の検討

佐田　直子，井下　綾子
（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科，
 順天堂大学医学部附属順天堂医院睡眠・呼吸障害センター）
松本　文彦，大峡　慎一，肥後隆三郎，池田　勝久
（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科）
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第 6群　睡眠時呼吸障害 2　　　（17：50〜18：20）
 座長　　鈴　木　秀　明（産業医科大学）

22．当院におけるCPAPアドヒアランスの検討
小黒　亮史，渡邊　統星，小島　博己（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

23．OSA患者に対する側臥位睡眠支援機器の効果
鈴木　雅明（帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科）
大場　俊彦（慶友銀座クリニック）

24．睡眠時無呼吸に対し日帰り手術施行後咽頭出血により救急受診した 1症例
波多野瑛太，宮下　圭一
（北里大学メディカルセンター耳鼻咽喉科，北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
大木　幹文（北里大学メディカルセンター耳鼻咽喉科）
山下　　拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 1日 9月 12 日（木）
第 4会場（3階 紅海）

第 7群　免疫アレルギー 1　　　（8：20〜9：10）
 座長　　竹　内　裕　美（鳥取大学）
 　　　　藤　枝　重　治（福井大学）
25．IgG4 関連涙腺・唾液腺炎の病変組織におけるB細胞サブセットの解析

村山　公介，亀倉　隆太
（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，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）
高野　賢一（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）

26．当院における IgG4 関連疾患患者の検討
清野　由輩，山下　　拓（北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
波多野瑛太（北里メディカルセンター耳鼻咽喉科）

27．スギ花粉症関連花粉・食物アレルギー症候群の検討
大澤　陽子（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・頭頸部外科）

28．モデルマウスを用いた花粉 -食物アレルギー症候群の基礎研究
加藤　幸宣，藤枝　重治（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）

29．春期花粉症におけるのど症状の出現
雜賀　太郎，兵　　行義，浜本　真一，三宅　宏徳，原　　浩貴
（川崎医科大学附属病院耳鼻咽喉科学教室）

第 8群　免疫アレルギー 2　　　（9：10〜9：40）
 座長　　近　松　一　朗（群馬大学）
30．喉頭浮腫を契機にに発見された遺伝性血管性浮腫（HAE）の一例

宮本　雄介，安松　隆治，中川　尚志（九州大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
宮城　司道（福岡徳洲会病院じびいんこう科）

31．トラネキサム酸予防的投与による長期管理が有効であった遺伝性血管浮腫症例
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，関西医科大学附属病院アレルギーセンター）
岩井　　大（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

32．皮疹を欠き，口腔・咽喉頭の粘膜病変を主訴とした Stevens-Johnson 症候群の 1例
菊岡　祐介，鈴木　　学（市立ひらかた病院）
河田　　了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第 9群　感染症　　　（17：20〜18：20）
 座長　　小　林　一　女（昭和大学）
 　　　　余　田　敬　子（東京女子医科大学東医療センター）

33．中咽頭側壁癌が疑われた咽頭梅毒
池田千枝莉（東京医科大学八王子医療センター卒後臨床研修センター）
近藤　貴仁，武田　淳雄，黄川田乃威，相原　勇介，千葉　裕人，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）
塚原　清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

34．当科で経験した第二期咽頭梅毒の 1例
岩井　玄樹（新潟医療生活協同組合木戸病院，新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
馬場　洋徳，堀井　　新（新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
高橋　奈央（新潟大学医歯学総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，長岡赤十字社長岡赤十字病院）

35．当科を受診したAIDS / HIV 感染症患者の臨床像
樋口　良太，中島　寅彦（九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

36．非結核性抗酸菌症による頸部リンパ節炎の 2例
大島　秀介（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科，新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
馬場　洋徳，岩井　玄樹，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）
土屋　昭夫（新潟県立中央病院耳鼻咽喉科）

37．当科における伝染性単核球症の臨床的検討
鳥居　直子，松井　和夫（聖隷横浜病院）

38．当院における顔面瘻孔を生じた歯性感染症例の検討
松本　祐磨，横井　秀格，池田　哲也，齋藤康一郎（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
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第 1日 9月 12 日（木）
第 5会場（21 階 エトワール）

第 10群　味覚　　　（8：20〜8：50）
 座長　　山　村　幸　江（東京女子医科大学）
39．シスプラチンによる舌粘膜の味覚受容体発現低下とグルタミン酸Naの食事への添加の効果

庄野　仁志（徳島赤十字病院耳鼻咽喉科）
堤　　理恵，阪上　　浩（徳島大学代謝栄養学分野）
合田　正和（屋島総合病院耳鼻咽喉科）
武田　憲昭（徳島大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

40．健常人における舌の感覚機能の年齢変動
任　　智美，西井　智子，梅本　匡則，前田　英美，阪上　雅史
（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

41．味覚定量検査（ろ紙ディスク法）の簡易化の試み
大木　洋佑，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（東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科心療・緩和医療学分野）

第 11群　味覚障害　　　（8：50〜9：40）
 座長　　大　島　猛　史（日本大学）
 　　　　將 積 日 出 夫（富山大学附属病院）
42．解離性味覚障害の 2例

勢井　洋史，羽藤　直人（愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
43．急性水銀中毒による味覚障害例

山本小百合，清水　猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）
44．難治性亜鉛欠乏性味覚障害患者に対するツイントース併用亜鉛補充療法の効果

武田　憲昭，松岡百百世，高岡　　司（徳島大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
堤　　理恵（徳島大学医学部代謝栄養学）
阪上　　浩（徳島大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科，徳島大学医学部代謝栄養学）

45．味覚障害例の臨床的検討
山村　幸江，草間　　薫，瀬尾友佳子，崎谷　恵理，立川麻也子，野中　　学
（東京女子医科大学耳鼻咽喉科）

46．抗結核薬による味覚障害の 1例
中田　貴大，勢井　洋史，麻生　沙和（愛媛大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 12群　免疫アレルギー 3　　　（17：20〜18：00）
 座長　　清　水　猛　史（滋賀医科大学）
 　　　　武　田　憲　昭（徳島大学）
47．IgA腎症における口蓋扁桃，咽頭扁桃細菌叢の検討

田中　伸和（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科，豊田厚生病院耳鼻いんこう科）
江崎　伸一（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
濱島　有喜
（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科，耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科はまじまクリニック）
村上　信五
（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科，名古屋市立東部医療センター耳鼻いんこう科）



19

48．移植腎 IgA腎症例に対する扁摘・パルス療法第 3報～10 年予後～
土井　　彰，小桜　謙一（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）

49．持続する発熱，頸部リンパ節腫脹を初発症状とした小児シェーグレン症候群の 1例
綱　由香里，大平　真也，松浦賢太郎，長舩　大士，和田　弘太
（東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科）

50．頬部腫脹をきたした好酸球性多発血管炎性肉芽腫症例
佐藤　遼介
（社会医療法人北斗北斗病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
上村　明寛，坂東　伸幸（社会医療法人北斗北斗病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
原渕　保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

イブニングセミナー　　　（18：20〜19：20）【領域講習】
 司会　　黒　野　祐　一（鹿児島大学大学院）
　「唾液腺管内視鏡の登場とこれからの唾液腺疾患診療」
 松延　　毅（日本医科大学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学）
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第 2日 9月 13 日（金）
第 1会場（5階 孔雀）

教育セミナー 3　　　（8：20〜9：05）
 司会　　中　田　誠　一（藤田医科大学ばんたね病院）
　「扁桃病巣疾患の最近のトピックス」
 高原　　幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

パネルディスカッション 2　　　（9：05〜10：35）
 司会　　兵　頭　政　光（高知大学）
　「嚥下障害の診断から治療へのプロセス」
 1．耳鼻咽喉科医に求められる嚥下障害の初期評価
 立山　香織，梅本　真吾，森山　宗仁，門脇　嘉宣，川野　利明，安倍　伸幸，平野　　隆，
 渡辺　哲生，鈴木　正志（大分大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）
 阿部世史美（大分大学医学部附属病院看護部）
 2．高解像度内圧計と多列面検出器型 CTによる最新の嚥下機能検査法と病態評価について
 上羽　瑠美，佐藤　　拓，後藤多嘉緒，山内　彰人，山岨　達也（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
 3．保存的治療の選択と効果
 唐帆　健浩（杏林大学医学部耳鼻咽喉科 /杏林大学摂食嚥下センター）
 4．外科的治療の適応判断と役割
 鮫島　靖浩（熊本機能病院耳鼻咽喉科）
 5．嚥下障害診療における地域連携
 田山　二朗（国立国際医療研究センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

特別講演 2　　　（10：45〜11：45）【領域講習】
 司会　　香　取　幸　夫（東北大学）
　「身体を守る免疫の話：乳酸菌と NK細胞」
 竹田　和由（順天堂大学大学院医学研究科研究基盤センター細胞機能研究室）

ランチョンセミナー 3　　　（11：55〜12：55）
 司会　　川　内　秀　之（島根大学）
　「頭頸部癌に対する癌薬物療法の位置付け―頭頸部外科医の立場から―」
 中島　寅彦（国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター）
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第 13群　睡眠時呼吸障害 3　　　（13：05〜14：05）
 座長　　佐 藤 慎 太 郎（名古屋市立大学病院睡眠医療センター）
 　　　　千 葉 伸 太 郎（医療法人愛仁会太田総合病院）
51．閉塞性睡眠時無呼吸に対する鼻腔手術・咽頭小形成術の同時併施法

佐藤慎太郎，有馬菜千枝，三原　丈直，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科・頭頸部外科学教室）
江崎　伸一（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

52．閉塞性睡眠時無呼吸症に対する Suture technique（CWICK）の手術手技の実際
千葉伸太郎（太田睡眠科学センター，慈恵医大耳鼻咽喉科学教室）
小島　博己（慈恵医大耳鼻咽喉科学教室）

53．閉塞性睡眠時無呼吸症に対する咽頭手術法（CWICKs）の牽引張力についての検討
井上　大介，源馬　亜希，近藤　　農
（医療法人愛仁会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）
千葉伸太郎（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室，医療法人愛仁会太田睡眠科学センター）

54．LAUP術後に咽頭の瘢痕狭窄が生じ，咽頭形成術（CWICKs）を用いて修正した 1例
近藤　　農，井上　大介
（医療法人愛仁会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）
千葉伸太郎（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室，医療法人愛仁会太田睡眠科学センター）
柳原　健一，井坂　奈央，池田このみ，渡邊　統星，小島　博己
（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

55．睡眠時無呼吸症候群における耳鼻咽喉科手術治療までの流れ
中石　　柾，関根　久遠，若山　　望，吉岡　友真，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（日本医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

56．Cadaver を用いた Sleep Surgery 研修会
中島　逸男，今井　貫太（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
春名　眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科，獨協医科大学睡眠医療センター）

第 14群　睡眠時呼吸障害 4　　　（14：05〜14：55）
 座長　　和　田　弘　太（東邦大学医療センター）

57．初診時経過観察にした 1歳睡眠時無呼吸患児の経過に関する検討
平田　正敏，二村美早紀（藤田医科大学ばんたね病院臨床検査部）
中田　誠一，木村　文美，稲田　紘也，岩田　　昇（藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学Ⅱ）
鈴木　賢二（ヨナハ総合病院耳鼻咽喉科）

58．小児閉塞性睡眠時無呼吸の診断における終夜経皮的二酸化炭素分圧測定
井下　綾子，佐田　直子，鈴木　　陽
（順天堂大学医学部附属順天堂医院耳鼻咽喉・頭頸科，
 順天堂大学医学部附属順天堂医院睡眠・呼吸障害センター）
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）

59．日本人小児睡眠時無呼吸症の手術成績と肥満の関連について
有馬菜千枝，佐藤慎太郎，三原　丈直，江崎　伸一，中山　明峰
（名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

60．若年で咽頭のゆるみを認めたOSA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）
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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61．Rubinstein Taybi 症候群に合併した睡眠時無呼吸症の治療経験
酒井　あや，西前　德繁，三輪　高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

第 15群　中咽頭腫瘍　　　（14：55〜15：45）
 座長　　折　田　頼　尚（熊本大学病院）
 　　　　室　野　重　之（福島県立医科大学）
62．TOVS にて摘出した舌根部異所性甲状腺腫の 1例

荒木　直人，野田　大介，岡崎　　雅，千田　邦明，天野真太郎，欠畑　誠治
（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）
冨藤　雅之（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）

63．舌根部神経鞘腫の 1例
梶山　泰平，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）

64．経皮的硬化療法が著効した巨大舌根静脈奇形の一例
江口　博孝，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）

65．異なるアプローチで摘出した軟口蓋裏面の良性腫瘍の 2例
沖中　洋介，堀　　健志，津田　潤子，山下　裕司（山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学）

66．乳児期に手術加療を行なった中咽頭奇形腫の一例
石川　和也，吉崎　智一（金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

専門医共通講習　　　（15：55〜16：55）【医療安全】
 司会　　市　村　恵　一（石橋総合病院）
　「医療安全管理の実際」
 平松　和史（大分大学医学部医療安全管理医学講座）
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第 2日 9月 13日（金）
第 2会場（5階 孔雀）

第 16群　咽頭腫瘍　　　（8：20〜9：00）
 座長　　星　川　広　史（香川大学）
67．上咽頭に発生したMelanotic oncocytic metaplasia の一例

永田ゆりの，多田　紘恵，近松　一朗（群馬大学医学部附属病院）
68．上部消化管内視鏡検査中に上気道閉塞を来した下咽頭脂肪肉腫の 1例

赤嶺　苑佳，渡辺　哲生，立山　香織，鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）
69．当院で経験した過誤腫の 2例

西口　達治，山本小百合，大脇　成広，清水　猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）
70．急性炎症が契機となって診断された副咽頭間隙悪性腫瘍の 1例

國井　美羽（白河厚生総合病院耳鼻咽喉科）

ランチョンセミナー 4　　　（11：55〜12：55）
 司会　　友　田　幸　一（関西医科大学）
　「口腔の不定愁訴への対応」
 任　　智美（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第 17群　上咽頭癌　　　（13：05〜13：35）
 座長　　吉　崎　智　一（金沢大学）

71．当科で加療した上咽頭癌の臨床的検討
松永　崇志，川野　利明，立山　香織，平野　隆，鈴木　正志
（大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

72．当科における上咽頭癌に対する治療成績
山木　英聖，高原　　幹，熊井　琢美，野村研一郎，岸部　　幹，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）

73．上咽頭明細胞癌の 1例
浜崎　龍平，牧野　琢丸，藤本　将平，津村　宗近，野田　洋平，假谷　　伸，西﨑　和則
（岡山大学大学院医歯薬総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第 18群　中咽頭癌　　　（13：35〜14：05）
 座長　　猪　原　秀　典（大阪大学大学院）

74．p16 陽性・陰性中咽頭癌症例の臨床的検討
江川　峻哉，櫛橋　幸民，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）
工藤　建人，新井　佐和，小林　一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）

75．中咽頭癌予後因子としてのmodified Glasgow prognostic score の有用性について
井内　寛之，川畠　雅樹，黒野　祐一（鹿児島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

76．中咽頭癌における旧・新分類からみた予後
鈴木　英佑，寺田　哲也，野呂　恵起，東野　正明，粟飯原輝人，河田　　了（大阪医科大学附属病院）
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第 19群　下咽頭癌・咽頭癌　　　（14：05〜14：55）
 座長　　塩　谷　彰　浩（防衛医科大学校）
 　　　　山　下　　　拓（北里大学）
77．再発下咽頭癌に対するニボルマブ療法後に化学療法を行った 1例

岡崎　慎一，野内　雄介（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
岡崎　　雅，天野　彰子（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

78．下咽頭癌放射線治療後再発の救済手術としてELPS と皮弁再建のHybrid 手術を行った 1例
吉田　重和，佐藤　宏樹，勝部　泰彰，清水　　顕，塚原　清彰
（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

79．診断・治療に苦慮した下咽頭癌　副咽頭間隙リンパ節転移の一例
蓑田　理彦，伊東山　舞，折田　頼尚（熊本大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

80．当院で治療した咽頭表在癌の臨床的検討
佐藤　満雄，北野　睦三，土井　勝美（近畿大学病院耳鼻咽喉科）

81．近年の当科における再発転移頭頸部癌患者に対する化学療法について
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）

第 20群　血管病変　　　（14：55〜15：25）
 座長　　平　野　　　隆（大分大学）
82．上行咽頭動脈仮性動脈瘤により上咽頭出血をきたした 1例

伊藤　有紀，北村　拓朗，鈴木　秀明（産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
83．舌梗塞の 1例

永尾　　光，木戸脇尚子（市立大津市民病院耳鼻咽喉科）
84．口腔咽頭腫瘤として出現した内頸動脈蛇行症例の検討

細川　誠二，曽根　大貴，山田　智史，峯田　周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
岡村　　純（聖隷浜松病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）  
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第 2日 9月 13 日（金）
第 3会場（3階 紅海）

第 21群　口腔癌 1　　　（8：20〜9：00）
 座長　　小　林　　　斉（昭和大学藤が丘病院）
85．口腔内NBI 観察の有用性―食道癌症例 2835 症例の検討から

渡邉　昭仁（恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
86．口腔多発癌症例の臨床的検討

益田　昌吾，安松　隆治，中川　尚志（九州大学医学部耳鼻咽喉科）
87．口腔癌症例の検討―深達度からみた旧分類と新分類の比較―

野呂　恵起，鈴木　英佑，東野　正明，粟飯原輝人，寺田　哲也，河田　　了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

88．当科における上歯肉癌の検討
藤澤　琢郎，阪上　智史，清水　皆貴，福井　研太，八木　正夫，岩井　　大（関西医科大学）

第 22群　口腔癌 2　　　（13：05〜13：35）
 座長　　生　駒　　　亮（横浜南共済病院）

89．頬脂肪体を用いて再建を行った口腔癌の 1症例
村上　　怜（京都第二赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道外科）

90．舌骨下筋皮弁による再建が有用であった口腔癌の 3症例
倉上　和也，小池　修治，鎌田　恭平，大澤　　悠（山形県立中央病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

91．当院での局所皮弁を用いた再建手術症例の後方視的検討
大澤　　悠，小池　修治，倉上　和也（山形県立中央病院頭頸部・耳鼻咽喉科）

第 23群　口腔悪性腫瘍　　　（13：35〜14：05）
 座長　　飯　田　政　弘（東海大学）

92．広範な静脈塞栓症を生じた舌癌後発リンパ節転移の 1例
岡崎　　雅，野田　大介，千田　邦明，荒木　直人，天野真太郎，欠畑　誠治
（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

93．軟口蓋粘膜下に転移した腎細胞癌の 1例
天野真太郎，野田　大介，岡崎　　雅，千田　邦明，荒木　直人，欠畑　誠治
（山形大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

94．頬部粘膜下に再発病変をきたした悪性リンパ腫の 1例を経験して
中里　　瑛，赤荻　勝一（富山赤十字病院耳鼻いんこう科）
將積日出夫（富山大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
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第 24群　顎下腺腫瘍　　　（14：05〜14：35）
 座長　　鈴　木　幹　男（琉球大学）
95．唾液腺導管癌の肺転移に対しパクリタキセル，セツキシマブ併用療法が著効した 1例

西　　秀昭（佐世保市総合医療センター耳鼻いんこう科）
96．下顎部に発生したGranular cell tumor の 1 例

飯沼　亮太，久世　文也，西堀　丈純，青木　光広（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科）
97．顎下腺腺様嚢胞癌肺転移に対するニボルマブの投与―心肺停止蘇生後における使用経験―

嘉陽　祐紀，真栄田裕行，上里　　迅，比嘉　朋代，杉田早知子，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）

第 25群　唾石症　　　（14：35〜15：45）
 座長　　竹　野　幸　夫（広島大学）
 　　　　出　島　健　司（京都第二赤十字病院）
98．超音波を用いたワルトン管内唾石の術中同定法

江崎　伸一，濱島　有喜（名古屋市立大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉頭頸部外科）
田中　伸和（豊田厚生病院耳鼻いんこう科）
丹羽　正樹（春日井市民病院耳鼻いんこう科）
村上　信五
（ 名古屋市立大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉頭頸部外科，名古屋市立東部医療センター耳鼻いんこう科）

99．エコー併用下に摘出した耳下腺唾石の 2例
鈴木　貴博，東海林　史，野口　直哉，齋藤雄太郎，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）

100．当科における唾液腺内視鏡を用いた唾石摘出術の検討
高原　　幹，山木　英聖，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）

101．当院における Sialoendoscopy を使用した耳下腺，顎下腺唾石症例
杉田　　玄，保富　宗城（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

102．小児顎下腺唾石症の 2例
野内　雄介，岡崎　愼一，小泉　　優（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

103．唾液瘻を伴った耳下腺唾石症の一例
丹羽　正樹（春日井市民病院耳鼻咽喉科，名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
江崎　伸一（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
濱島　有喜（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科，はまじまクリニック）
村上　信五（名古屋市立大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科，名古屋市立東部医療センター耳鼻いんこう科）

104．多数の石灰化物を伴った頬部小唾液腺唾石症の一例
橋本　英樹，室野　重之（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）
佐藤　和則（一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院耳鼻咽喉科）
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第 2日 9月 13 日（金）
第 4会場（3階 紅海）

第 26群　口腔　　　（8：20〜9：00）
 座長　　岡　野　光　博（国際医療福祉大学）
 　　　　春　名　眞　一（獨協医科大学）
105．ハイドロゲル創傷被覆・保護材（エピシル）を使用した症例の検討

古家　裕巳，佐々木　淳，竹野　幸夫（広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学）
106．頭頸部放射線療法や化学療法による口腔粘膜炎に対して，エピシルの使用経験

池田　哲也，横井　秀格，松本　祐磨，佐藤　　大，齋藤康一郎
（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室・顎口腔外科）

107．内視鏡下鼻副鼻腔手術を施行したARONJ の一例
尹　　泰貴（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，医仁会武田総合病院）
藤野　真琴（医仁会武田総合病院）
八木　正夫，朝子　幹也，岩井　　大（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

108．口腔底・頤下部に発生した類皮嚢胞の 2例
熊井　理美，三輪　高喜（金沢医科大学医学部耳鼻咽喉科）

第 27群　口腔咽頭潰瘍　　　（13：05〜13：35）
 座長　　池　田　勝　久（順天堂大学）
109．難治性口腔咽頭病変を呈したベーチェット病症例の検討

曽根　大貴，山田　智史，細川　誠二，峯田　周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
岡村　　純（聖隷浜松病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

110．難治性口腔咽頭潰瘍の 3例
小村さやか，岡田　和也，松田　信作（東京山手メディカルセンター耳鼻咽喉科）

111．診断に難渋した下咽頭潰瘍の一例
森　　照茂，星川　広史（香川大学医学部耳鼻咽喉科学）

第 28群　頸部　　　（13：35〜14：25）
 座長　　東　野　哲　也（宮崎大学）
 　　　　西　﨑　和　則（岡山大学大学院）
112．梨状陥凹瘻に対する化学焼灼療法

室野　重之，橋本　英樹（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科）
吉崎　智一（金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

113．超高齢者の顎下部多形型脂肪肉腫の一症例
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）

114．嚢胞開放術を行ったBaileyⅣ型鰓原性嚢胞の 1例
馬場　洋徳，高橋　奈央，岩井　玄樹，堀井　　新（新潟大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科）

115．新しいエナジーデバイス，アクロサージを用いた頸部郭清術
小山　哲史，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）

116．経口的に開窓術を行い，感染コントロールを得た副咽頭間隙嚢胞の症例
門脇　嘉宣，平野　　隆，梅本　真吾，藤永　真希，鈴木　正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科）
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第 29群　異物，検査診断，その他　　　（14：25〜15：35）
 座長　　太　田　伸　男（東北医科薬科大学）
 　　　　渡　辺　哲　生（大分大学）
117．ワルトン管内に迷入した魚骨異物の一例（症例報告）

土地　宏朋（富山県立中央病院耳鼻いんこう科）
古田　　康（手稲渓仁会病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

118．スキンステイプラーを指標に除去した舌迷入魚骨の 1例
林　　政男，塚原　清彰，白井　杏湖（東京医科大学病院）

119．口腔咽頭領域でのCT撮像の工夫
日江井裕介，吉岡　哲志，加藤　久幸，櫻井　一生，楯谷　一郎
（藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

120．声帯白斑病変における i-scan OE 機能による狭帯域光観察の有用性
森崎　剛史，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）

121．下咽頭食道多チャンネルインピーダンス検査により治療法を確定し得た喉頭肉芽腫 2症例
鈴木　猛司，黒川　友哉，米田　理葉，大木　雄示，櫻井　大樹，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）

122．気管傍領域に生じた浸潤性胸腺腫の 1例
新井　啓仁，大村　　学，辻川　敬裕，平野　　滋（京都府立医科大学）

123．ガマ腫に対する高濃度OK-432 局所注入療法
太田　伸男，鈴木　貴博（東北医科薬科大学耳鼻咽喉科）
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第 2日 9月 13 日（金）
第 5会場（21 階 エトワール）

第 30群　耳下腺腫瘍　　　（8：20〜9：00）
 座長　　高　野　賢　一（札幌医科大学）
124．当科における耳下腺腫瘍の臨床病理学的検討

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

125．耳下腺腫瘍におけるFNAの新しい分類案～OMC分類～
谷内　政崇（洛和会音羽病院）
鈴木　　学（市立ひらかた病院耳鼻咽喉科）
東野　正明，粟飯原輝人，寺田　哲也，河田　　了（大阪医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

126．PET-CT検査において集積を認めた耳下腺腫瘍症例の検討
福井　研太，八木　正夫，藤澤　琢郎，阪上　智史，鈴木　健介，清水　皆貴，岩井　　大
（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

127．耳下腺手術における術中神経モニタリングの検討
八木　正夫，藤澤　琢郎，鈴木　健介，清水　皆貴，福井　研太，岩井　　大
（関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科）

第 31群　耳下腺悪性腫瘍　　　（13：05〜14：15）
 座長　　塚　原　清　彰（東京医科大学）
 　　　　寺　田　哲　也（大阪医科大学）
128．耳下腺粘表皮癌の病理組織と臨床像の比較

東野　正明，木下　一太，粟飯原輝人，寺田　哲也，河田　　了
（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木　英佑，西川　周治（大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科）
谷内　政崇（洛和会音羽病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
和田　将輝，菊岡　祐介（市立ひらかた病院耳鼻咽喉科）

129．耳下腺癌における低 /中悪性癌の診断と治療の問題点
菊岡　祐介（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，市立ひらかた病院耳鼻咽喉科）
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）
粟飯原輝人（関西BNCT共同医療センター）

130．当科で加療した耳下腺房細胞癌と耳下腺分泌癌症例の検討
寺田　哲也，東野　正明，粟飯原輝人，河田　　了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

131．耳下腺拡大全摘術を施行した 16 例の検討
阪本　大樹，岩井　　大（関西医科大学香里病院）
八木　正夫，藤澤　琢郎，鈴木　健介，阪上　智史，清水　皆貴（関西医科大学附属病院）

132．進行耳下腺唾液腺導管癌に対する内分泌療法の経験
猿渡　英美，奥田　　匠，後藤　隆史，中村　　雄，東野　哲也
（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科）

133．再発耳下腺低分化癌に対するNivolumab の使用経験
欄　真一郎，竹内絵里香（JA愛知厚生連江南厚生病院）

134．耳下腺悪性リンパ腫の臨床的検討
川畠　雅樹，井内　寛之，黒野　祐一（鹿児島大学医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
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第 32群　耳下腺良性腫瘍　　　（14：15〜14：45）
 座長　　鈴　鹿　有　子（関西医科大学）
135．皮膚自壊を伴う耳下腺ワルチン腫瘍に対する局所麻酔下での手術経験

竹内絵里香，欄　真一郎（JA愛知厚生連江南厚生病院耳鼻咽喉科）
136．耳下腺良性腫瘍に対する皮膚切開線の検討

山本　圭佑，黒瀬　　誠，小幡　和史，大國　　毅，近藤　　敦，高野　賢一
（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

137．良性耳下腺腫瘍の術後一時的顔面神経麻痺の回復期間とその要因
木下　一太（大阪医科大学附属病院医療総合研修センター，大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
東野　正明，粟飯原輝人，寺田　哲也，河田　　了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鈴木　英佑，西川　周治（大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
谷内　政崇（洛和会音羽病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
和田　将輝，菊岡　祐介（市立ひらかた病院耳鼻咽喉科）

第 33群　唾液腺腫瘍　　　（14：45〜15：25）
 座長　　中　川　尚　志（九州大学）
138．当科で経験した大唾液腺腫瘍の術前診断に関する検討

大國　　毅，近藤　　敦，黒瀬　　誠，小幡　和史，山本　圭佑，高野　賢一
（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

139．当院における唾液腺導管癌の臨床的検討
青木　由宇，吉崎　智一（金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）

140．唾液腺腫瘍手術後の口蓋欠損に対して口蓋粘骨膜弁にて再建を行った 3症例
佐藤　　大，齋藤康一郎（杏林大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸科）

141．再発・転移唾液腺癌に対してニボルマブを使用した 3例
天野　彰子，岡崎　　雅（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）
岡崎　愼一（日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
多田雄一郎（国際医療福祉大学附属三田病院頭頸部腫瘍センター）




