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一般演題
第 1 日目
第1群

頭頸部手術

12 月 24 日（木） 9：00 ～ 9：40 第 4 会場
座長：庄司
朝蔭

1 内側から外側に行う頸部郭清術
本多 啓吾1)，三浦
誠1)，西村
大谷 俊陽1)，田村 啓一1)，池田

一成1)，暁
浩己1)2)

久美子1)，木村

和彦（天理よろづ相談所病院）
孝宏（東京医科歯科大学）

俊哉1)，森田

勲1)，

1）日本赤十字社和歌山医療センター耳鼻咽喉科
2）池田耳鼻いんこう科院（和歌山市）

2 副甲状腺腺腫の同定における赤外観察カメラシステムの有用性
浅井 拓也，三谷 健二
市立豊中病院耳鼻咽喉科

3 ワルトン管深部・移行部唾石の低侵襲手術―内視鏡手術と口内法手術の工夫―
久満美奈子
千葉市立海浜病院耳鼻いんこう科

4 Frey 症候群予防のための術式の工夫
大槻 周也，隈部 洋平，森田 武志，石川

正昭，初川

博厚，髙田

晋明

兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第2群

耳1

12 月 24 日（木） 9：50 ～ 10：50 第 4 会場
座長：内藤
萩森

泰（神戸市立医療センター中央市民病院）
伸一（大阪医科大学）

5 兵庫県における新生児聴覚スクリーニングの現状と課題
大津 雅秀
日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会福祉医療（乳幼児）委員会／兵庫県立こども病院耳鼻咽喉科

6 大阪府における新生児聴覚スクリーニングの現状と展望
阪本 浩一
大阪市立大学耳鼻咽喉科

7 京都における新生児聴覚スクリーニングの実施状況と問題点
兵庫美砂子1)2)，二之湯 弦1)，毛利 宏明1)，岡本 志央1)，瀧
平野
滋1)

正勝1)，末松

1）京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
2）小宮耳鼻咽喉科医院（京都市）
3）京都市立病院耳鼻咽喉科

8 補聴器印象材による中耳異物の 1 例
山﨑 有朋，濵田 昌史，小田桐恭子，山内
東海大学医学部耳鼻咽喉科

麻由，大上

研二，飯田

政弘

真弓3)，

耳鼻臨床

補155

13

9 診断に苦慮し脳膿瘍に進展した耳性硬膜外膿瘍の 1 例
大江 健吾1)，山崎 博司2)，田中 信三1)，平塚 康之1)，渡邉
北野 正之1)，中平 真衣1)

佳紀1)，吉田

尚生1)，

1）日本赤十字社大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科

10 手術待機中に小脳膿瘍をきたした弛緩部型真珠腫の 1 例
日高 浩史，酒井 祐紀，八木 正夫，岩井
大
関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第3群

耳2

12 月 24 日（木） 11：00 ～ 11：40 第 4 会場
座長：武田
岩崎

憲昭（徳島大学）
聡（国際医療福祉大学三田病院）

11 髄膜炎後高度難聴に対し両側同時人工内耳埋め込み手術を行った 1 例
三澤
建，武田 英彦
国家公務員共済組合連合会虎の門病院耳鼻咽喉科

12 内耳道に進展した真珠腫の対処法の検討
金井 理絵，金丸 眞一，山口 智也，北
原田 博之，前谷 俊樹

真一郎，三輪

徹，大坂

和士，吉田

季来，

公益財団法人田附興風会北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

13 良性発作性頭位めまい症の頭位変換眼振の疲労現象からの回復
今井 貴夫，太田 有美，佐藤
崇，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

14 三次元動作分析システムを用いた健常者の歩行動作の解析
三輪
徹1)2)
1）田附興風会医学研究所北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第4群

音声

12 月 24 日（木） 9：00 ～ 10：00 第 5 会場
座長：折舘
梅野

伸彦（横浜市立大学）
博仁（久留米大学）

15 Ejnell（エイネル）手術後の音声障害に対して甲状軟骨形成術 I 型を施行した 1 例
松島 康二，大平 真也，松井 秀仁，中澤
宝，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

16 iPhone アプリによる GRBAS 尺度を用いた病的音声の客観的評価
児嶋
剛1)，長谷部孝毅1)，藤村真太郎2)，岡上 雄介1)，鹿子島大貴1)，田口
山本 浩孝1)，堀
龍介1)
1）天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科
2）京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

敦士1)，

14

耳鼻臨床

17 3DCT 像による披裂軟骨脱臼の診断
森崎 剛史，福原 隆宏，平 憲吉郎，竹内
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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

18 慢性 DIC により止血に難渋した音声手術の 1 例
柳橋
賢1)，小出 暢章2)，髙橋 直人3)4)，高橋
朝蔭 孝宏2)

亮介2)，河邊

浩明2)，大野

十央2)，

20 術中持続神経モニタリングを用いた迷走神経鞘腫摘出例
下平 有希1)2)，今井 篤志2)，山口 裕貴2)，望月 大極2)，瀧澤
細川 誠二2)，峯田 周幸2)

義徳2)，三澤

清2)，

1）総合病院土浦協同病院耳鼻咽喉科
2）東京医科歯科大学頭頸部外科
3）みやはら耳鼻咽喉科（さいたま市）
4）東京医科歯科大学耳鼻咽喉科

19 Ejnell 法術後再狭窄症例の検討
川浪 孝介，高橋 邦行，堀井

新

新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

1）富士宮市立病院耳鼻咽喉科
2）浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第5群

鼻・副鼻腔 1

12 月 24 日（木） 10：10 ～ 11：10 第 5 会場
座長：菅澤
青井

21 二期的に ESS を行った鼻副鼻腔疾患の 2 症例
関根 基樹，齋藤 弘亮，金田 将治，山本
飯田 政弘，大上 研二

正（埼玉医科大学国際医療センター）
典明（島根大学）

光，山﨑

有朋，五島

史行，濵田

昌史，

22 MRI で診断をミスリードされた上顎洞悪性リンパ腫の 1 例
齋藤 弘亮，関根 基樹，山本
光，金田 将治，山﨑
大上 研二，飯田 政弘

有朋，五島

史行，濵田

昌史，

東海大学医学部耳鼻咽喉科

東海大学医学部耳鼻咽喉科

23 診断に苦慮した節外性 NK/T 細胞リンパ腫，鼻型 2 例
吉田 重和1)，太田 陽子2)，稲垣 太郎2)，矢富 正徳2)，白井
1）戸田中央総合病院耳鼻咽喉科
2）東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

24 鼻腔内原発の孤立性線維性腫瘍の 1 例
稲木 香苗1)，佐々木俊一1)，岡田 峻史1)，立之
1）足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
2）永寿総合病院耳鼻咽喉科

25 鼻腔原発の孤立性線維性腫瘍の 2 例
逆井
清1)，丹羽 一友1)，折舘

伸彦2)

1）独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院耳鼻咽喉科
2）横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

大智2)

杏湖2)，塚原

清彰2)
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26 若年者の鼻翼背面に発生した筋上皮腫の 1 例―整容面に配慮した術式の工夫―
柴原 早都，森崎 剛史，福原 隆宏，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

第6群

鼻・副鼻腔 2

12 月 24 日（木） 11：20 ～ 12：00 第 5 会場
座長：池田
小林

勝久（順天堂大学）
正佳（三重大学）

27 後鼻神経切断術の術後成績と accessory posterolateral nerves（APLN）の機能的役割
高原 大輔，竹野 幸夫，上田
勉，石野 岳志，濱本 隆夫，樽谷 貴之，河野
堀部裕一郎，園山
徹

崇志，

広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

28 当科鼻科手術におけるナビゲーションの現状
香中 優美1)，松根 彰志1)，大久保公裕2)
1）日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科
2）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

29 オスラー病の確定診断に至った 1 家系
辺土名 貢，和佐野浩一郎，山野邉義晴，橋本

陽介，伊藤

文展，南

修司郎

国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科

30 広島県におけるスギ・ヒノキ花粉の飛散状況と患者の抗原感作の経年的変化
―過去 23 年間の解析結果―
堀部裕一郎，伊藤
周，竹野 幸夫，高原 大輔，園山
徹，河野 崇志，樽谷
濱本 隆夫，石野 岳志，上田
勉

貴之，

広島大学大学院医系科学研究科耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

第 2 日目
第7群

頭頸部 1

12 月 25 日（金） 10：10 ～ 11：10 第 3 会場
座長：吉原
鈴木

俊雄（東都文京病院）
幹男（琉球大学）

31 救命しえた頸部刺創による総頸動脈分岐部の仮性動脈瘤破裂例
松岡 千尋，嶋村 晃宏，八木 正夫，岩井
大
関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

32 内視鏡補助下経口的摘出術を施行した副咽頭間隙内頸動脈瘤の 1 例
黒木
将，久世 文也，宇野女亜香里，石原 宏政，上田奈津子，大橋
西堀 丈純，青木 光広

敏充，林

岐阜大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

33 当科における内視鏡補助下頸部郭清の経験
牛呂 幸司，小紫 彩奈，宮部 祥悟，松本
滋賀県立総合病院耳鼻いんこう科

昌宏，扇田

秀章，藤野

清大

寿光，
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34 APS モニタリングを用いて摘出した両側巨大縦隔甲状腺腫の 1 例
浅井 久貴，岡本 啓希，山中 俊平，佐野
塁，小川 徹也，植田

補155

広海

愛知医科大学耳鼻咽喉科

35 術中持続神経モニタリング（Continuous Intraoperative Neuromonitoring: C-IONM）を用いた
甲状腺全摘術の 1 例
川脇 和世，物部 寛子，内山美智子
日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科

36 副甲状腺癌の 1 例
左京 愛莉，松本

文彦，大峡

慎一，藤巻

充寿，池田

勝久

順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座

第8群

耳3

12 月 25 日（金） 9：00 ～ 9：50 第 4 会場
座長：佐藤
東野

37 外耳道真珠腫に対する経外耳道的内視鏡下耳科手術
吉田 尚生，平塚 康之，田中 信三，渡邉 佳紀，草野
大江 健吾，岡村 佳奈

純子，北野

宏昭（岩手医科大学）
哲也（宮崎大学）

正之，中平

真衣，

大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

38 中耳真珠腫再手術症例に対する内視鏡下耳科手術
髙橋 昌寛，小森
学，山本 和央，山本

裕，小島

博己

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

39 リン酸カルシウム系骨ペーストの耳科手術への応用
井上 雄太，和田 忠彦，曽我 文貴，羽田 史子，藤田

明彦，岩永

迪孝

関西電力病院耳鼻咽喉科

40 スキャッタグラムを用いた中耳術後聴力評価
美内 慎也，池畑 美樹，西村 理宇，阪上

雅史

兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

41 難聴者にも行える新規認知機能評価尺度（ReaCT Kyoto）の開発と検証
古田 一郎1)，岡野 高之1)，水野佳世子1)，藤野 清大2)，小島
憲3)，大森

孝一1)

1）京都大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）滋賀県立総合病院耳鼻いんこう科
3）京都逓信病院耳鼻咽喉科

第9群

耳4

12 月 25 日（金） 9：55 ～ 10：45 第 4 会場
座長：植田
肥塚

42 広範に露出した顔面神経乳突部からの上皮剥離を要した外耳道真珠腫
平海 晴一，佐藤 宏昭
岩手医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

広海（愛知医科大学）
泉（聖マリアンナ医科大学）

耳鼻臨床

補155

17

43 経年劣化により抜去時に鼓膜ドレーンチューブが破損した 1 症例
鈴木 聡明
だて耳鼻科パオパオ（伊達市）

44 孤発性ツチ骨骨折の 2 例
山口 智也1)，金丸 眞一1)，坂本

達則2)，金井

理絵1)，北田

有史2)

1）公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

45 平衡障害アーチェリー選手の平衡覚代行強化トレーニング
―東京 2020 パラリンピック金メダルをめざしてー
山中 敏彰，植田 景太，執行 雅之，大山 寛毅，伊藤
太田 一郎，上村 裕和，北原
糺

妙子，山下

哲範，松村八千代，

奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

46 水中外傷により穿孔性中耳炎をきたした水泳選手の治療経験
藤本 康子1)，大谷真喜子2)，神田 智子1)，小島
憲1)
1）京都逓信病院耳鼻咽喉科
2）和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 10 群

喉頭

12 月 25 日（金） 10：50 ～ 11：50 第 4 会場
座長：峯田
甲能

47 運動誘発性喉頭閉塞症の治療経験
木村 恵梨1)，大谷真喜子1)，宮本
杉田
玄1)，保富 宗城1)

真2)，宮本

周幸（浜松医科大学）
直幸（佼成病院）

真衣1)，熊代奈央子1)，武田

早織1)，

1）和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）杏林大学医学部耳鼻咽喉科

48 運動誘発性喉頭閉塞症における VCD 問診票の有用性についての検討
大谷真喜子1)，元島 清香2)，宮本
真3)，宮本 真衣1)，保富 宗城1)
1）和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）高島平中央総合病院整形外科
3）杏林大学医学部耳鼻咽喉科

49 HMB-45 が陰性であった喉頭血管筋脂肪腫の例
中村 宏舞1)，多田 靖宏2)，大河内幸男2)
1）福島県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）福島赤十字病院耳鼻咽喉科

50 輪状甲状間膜アプローチにて切除した気管内肉芽の 1 例
宮村 洸輔1)2)，山口
航1)2)，小島 博己2)
1）SUBARU健康保険組合太田記念病院耳鼻咽喉科
2）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

51 噴出回転水流式ファイバースコープ洗浄器「トルネード」についての ATP・AMP 拭取り検査による
洗浄効果の検討
板橋 隆嗣
医療法人社団日々希会都筑耳鼻咽喉科クリニック（横浜市）
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耳鼻臨床

52 咽頭・喉頭・気管狭窄症患者レジストリの構築
岸本
曜1)，水野佳世子1)，平林 秀樹2)，守本

倫子3)，大森

補155

孝一1)

1）京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
3）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

第 11 群

頭頸部 2

12 月 25 日（金） 9：00 ～ 9：40 第 5 会場
座長：岸本

誠司（亀田総合病院）

53 4 科合同で頭蓋底手術を行った再発性巨大髄膜腫例
北田 有史，菊地 正弘，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

54 （演題取り下げ）
55 Coblator® を使用して経口的に摘出した上咽頭原発多形腺腫の 1 例
早田 幸子1)，酒谷 英樹1)，杉田
玄2)，玉川 俊次2)，保富 宗城2)
1）紀南病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

56 cStageI-II 舌癌症例の後発頸部リンパ節転移の検討
今成 隼人1)2)，対馬那由多1)，鈴木 崇祥1)，加納

里志1)，本間

明宏1)

1）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
2）市立釧路総合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 12 群

頭頸部 3

12 月 25 日（金） 9：45 ～ 10：15 第 5 会場
座長：河田

了（大阪医科大学）

57 鎖骨・鎖骨下静脈の合併切除が必要であった舌癌頸部リンパ節転移症例
益田 宗幸，力丸 文秀，檜垣雄一郎
国立病院機構九州がんセンター頭頸科

58 上縦隔郭清を要した甲状腺癌例
伊木 健浩1)，宮崎 眞和1)，成尾

一彦2)，阪上

剛2)，堀中

昭良2)，松山

尚平2)

59 ニボルマブ中止後も完全奏効が維持された喉頭癌肺転移症例
出口 陽之1)，近藤 貴仁2)，武田 淳雄2)，黄川田乃威2)，相原
小川 恭生2)，塚原 清彰3)

勇介2)，千葉

裕人2)，

1）奈良県総合医療センター頭頸部外科
2）奈良県総合医療センター耳鼻いんこう科

1）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
2）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
3）東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

耳鼻臨床

第 13 群

補155

19

咽頭

60 輪状咽頭アカラシアの 1 小児例
宿村 莉沙1)，佐藤 里奈2)，高野

12 月 25 日（金） 10：20 ～ 10：50 第 5 会場
座長：鈴木

賢二（ヨナハ総合病院）

博厚，大槻

周也

賢一3)

1）北海道立子ども総合医療・療育センター小児耳鼻咽喉科
2）函館五稜郭病院耳鼻咽喉科
3）札幌医科大学耳鼻咽喉科

61 成人咽頭義歯異物の 2 例
眞方 洋明，竹田 大樹，宮丸

悟，折田

頼尚

熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

62 下咽頭に生じた線維上皮性ポリープの 1 例
髙田 晋明，隈部 洋平，森田 武志，石川

正昭，初川

兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 14 群

気管・食道

12 月 25 日（金） 10：55 ～ 11：45 第 5 会場
座長：友田
安里

63 重度の気道病変を認めた再発性多発軟骨炎例
野内
舞，井上 亜希，中屋 宗雄
東京都立多摩総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

64 摂食・嚥下センター外来における医科歯科連携と 5 年間の治療実績
池田 怜吉，平野
愛，香取 幸夫
東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

65 当科で行った鹿野式輪状軟骨開窓術の検討
中島 祥晴，中島賢一朗，武田真紀子，伊藤

和行

松江赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

66 当院における気管切開術 71 例の検討
長谷川昌宏，照喜名玲奈
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター耳鼻咽喉科

67 本邦の原発性線毛運動不全症の臨床的特徴
竹内 万彦，千代延和貴，北野 雅子
三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科

幸一（関西医科大学）
亮（京都医療センター）

