
XV 一般口演

学術講演 第１日目 ５月１３日（木）

第２会場（1F さくら）

第 １ 群 感染症・COVID―19 （９：３０～１０：４０）

座長：小島 憲（京都逓信病院）山村 幸江（東京女子医科大学）
O―００１ ステロイド投与を行った神経耳科疾患のＢ型肝炎再

活性化についての検討
前原宏基 （福岡大学筑紫病院）

O―００２ 当科におけるＢ型肝炎既感染への対応 岸本真由子 （愛知医科大学）

O―００３ 耳鼻咽喉科領域における梅毒７症例の検討 有賀健治 （大阪大学）

O―００４ ヒト鼻粘膜上皮における ACE2発現の制御機構 吉田加奈子 （福井大学）

O―００５ 当院で入院加療を受けた COVID―19患者における
嗅覚障害・味覚障害の疫学的検討

山本圭佑 （札幌医科大学）

O―００６ COVID19の嗅覚・味覚障害―大阪市立十三市民病
院での調査結果から―

愛場庸雅 （大阪市立十三市民病院）

O―００７ 内視鏡検査・手術における新型コロナウイルス等の
感染リスク低減を目指した内視鏡用防護用具の開発

松脇由典 （恵芳会松脇クリニック品
川）

第 ２ 群 COVID―19 （１０：４０～１１：５０）

座長：嘉田 真平（大津赤十字病院）平松真理子（名古屋大学）
O―００８ 新型コロナウイルス流行時におけるネブライザー療

法の現状
兵 行義 （川崎医科大学）

O―００９ コロナめまいを訴えた１例 野村泰之 （日本大学）

O―０１０ 耳鼻咽喉科診療所を初診した新型コロナウイルス感
染症（COVID―19）の臨床像

木村百合香 （荏原病院）

O―０１１ 新型コロナウイルス感染症（COVID―19）ECMO導
入中に行った外科的気管切開術の検討

島崎幹夫 （自治医科大学さいたま医
療センター）

O―０１２ 新型コロナウイルス感染症患者に対する気管切開
術：医療者感染リスクの全国調査

有泉陽介 （東京医科歯科大学）

O―０１３ COVID―19症例の最適な気管切開の時期―重症患者
を多数受け入れている単一施設からの報告―

有泉陽介 （東京医科歯科大学）

O―０１４ パンデミック都市における COVID19高暴露頭頸部
外科手術の安全性の検証

伊東明子 （がん研究センター中央病
院）
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第 ３ 群 頭頸部感染症 （１１：５０～１２：４０）

座長：玉木 久信（倉敷中央病院）松原 篤（弘前大学）

O―０１５ 抗結核薬投与および外科的治療で制御できなかった
頸部 BCG感染症

木田裕太郎 （九州大学）

O―０１６ 頸部壊死性軟部組織感染症の２例 丸山裕美子 （黒部市民病院）

O―０１７ 当科で加療した降下性縦隔炎８症例の臨床的検討 岩部佳穂 （済生会宇都宮病院）

O―０１８ 当科における頸部膿瘍の臨床的検討 木村翔一 （福岡大学）

O―０１９ 深頸部膿瘍の生命予後と嚥下機能回復が遅延する因
子について～医療大規模データ（DPC）の解析か
ら

日高浩史 （関西医科大学）
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第３会場（1F Room D）

第 ４ 群 鼓膜再生療法 （９：３０～１０：４０）

座長：角田 篤信（順天堂大学練馬病院）湯浅 有（仙台・中耳サージセンター）
O―０２０ リティンパⓇを用いた鼓膜穿孔閉鎖術についての検

討
清水杏奈 （福井大学）

O―０２１ 当科におけるリティンパⓇの使用経験 角田篤信 （順天堂大学練馬病院）

O―０２２ bFGF製剤（リティンパⓇ）による鼓膜穿孔閉鎖症
例の検討

高橋優宏 （国際医療福祉大学三田病
院）

O―０２３ 石灰化症例における鼓膜再生治療 山口智也 （北野病院）

O―０２４ bFGFを用いた鼓膜穿孔閉鎖術の治療成績に関する
検討

神崎 晶 （慶應義塾大学）

O―０２５ 当院における鼓膜再生療法 金井理絵 （北野病院）

O―０２６ 当院における小児鼓膜再生療法症例の検討 北 真一郎 （北野病院）

第 ５ 群 中耳手術１ （１０：４０～１１：５０）

座長：植田 広海（名鉄病院）藤原 敬三（神戸市立医療センター中央市民病院）
O―０２７ 当科における乳突腔充填術の術後感染に関する検

討～充填材料による比較を含めて～
上野真史 （済生会宇都宮病院）

O―０２８ 術後性乳突腔障害に対する乳突腔充填術 田邉牧人 （耳鼻咽喉科サージクリニ
ック老木医院）

O―０２９ 弛緩部型中耳真珠腫における術後鼓膜再陥凹を来す
因子の検討

北村貴裕 （八尾市立病院）

O―０３０ 当科における後天性真珠腫に対する外耳道後壁保存
型鼓室形成術

福永陽子 （帝京大学溝口病院）

O―０３１ 水中内視鏡下半規管充填術を施行した上半規管裂隙
症候群症例の術後聴力の検討

川村善宣 （東北大学）

O―０３２ 顕微鏡内視鏡併用耳科手術における内視鏡の有益な
登場場面について

馬場 奨 （ばば耳鼻科クリニック）

O―０３３ 内視鏡下アブミ骨手術における CO２レーザーの有
用性

宇佐美龍太 （防衛医科大学校）
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第 ６ 群 中耳手術２ （１１：５０～１２：５０）

座長：田中 康広（獨協医科大学埼玉医療センター）平塚 康之（大阪赤十字病院）
O―０３４ 鼓膜換気チューブ抜去脱落後の残存穿孔症例に対す

る中耳手術後の術後経過
湯浅 有 （仙台・中耳サージセンタ

ー）

O―０３５ 当科における先天性真珠腫に対する術式選択の検討 御任一光 （群馬大学）

O―０３６ 陳旧性術後耳に対する外耳道および中耳伝音再建手
術―全中耳再建術

細田泰男 （細田耳鼻科EAR CLINIC）

O―０３７ 鼓室形成Ⅳ型を施行した慢性穿孔性中耳炎症例の検
討

三代康雄 （大阪市立総合医療センタ
ー）

O―０３８ 鼓室形成Ⅳ型の術後成績と手術における工夫につい
て

金沢佑治 （静岡県立総合病院）

O―０３９ 乳突開放型鼓室形成術後耳に対する Vibrant Sound-
bridgeⓇ の有効性と安全性に関する検討

森 安仁 （近畿大学）

第 ７ 群 人工聴覚器 （１７：１０～１８：００）

座長：太田 有美（大阪大学）山内 大輔（東北大学）
O―０４０ 高齢者への人工内耳植込術―年齢により層別した手

術成績―
川島慶之 （東京医科歯科大学）

O―０４１ 重度の蝸牛型耳硬化症に対する人工内耳埋込術の治
療経験

石田克紀 （茅ヶ崎中央病院）

O―０４２ 当院の EAS症例における残存聴力の長期経過 山崎博司 （神戸市立医療センター中
央市民病院）

O―０４３ 非良聴耳への人工内耳埋込術の妥当性に関する統計
学的検討

大道亮太郎 （岡山大学）

O―０４４ 当科で行った段階的 VSB手術の検討 古賀浩之 （宮崎大学）

第 ８ 群 顔面神経 （１８：００～１８：４０）

座長：稲垣 彰（豊橋サージクリニック）松代 直樹（大阪警察病院）
O―０４５ Ramsay Hunt症候群症例の前庭蝸牛神経MRI造影

効果と前庭蝸牛機能障害との関係
高橋美香 （徳島大学）

O―０４６ 顔面神経麻痺の Electroneurographyにおける最大
上刺激に最適な電流強度の検討

綾仁悠介 （大阪医科薬科大学）

O―０４７ 冷却顔面神経麻痺モデルにおける IGF―1鼓室内投
与の検討

木村拓也 （愛媛大学）

O―０４８ 外傷性顔面神経麻痺に対する徐放化栄養因子を用い
た顔面神経減荷術の検討

山田啓之 （愛媛大学）
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第４会場（1F Room E）

第 ９ 群 喉頭１ （９：３０～１０：３０）

座長：片岡 英幸（鳥取大学）角田 晃一（東京医療センター）
O―０４９ 診断に苦慮した喉頭壊死性唾液腺炎の症例 原 真貴子 （西神戸医療センター）

O―０５０ 気道狭窄を来した喉頭アミロイドーシス例 菅村真由美 （朝日野総合病院）

O―０５１ 診断に難渋した喉頭悪性リンパ腫の一例 大氣采女 （昭和大学藤が丘病院）

O―０５２ 緊急手術を要したポリープ様声帯３症例の治療経験 楠 威志 （順天堂大学静岡病院）

O―０５３ 当科における喉頭乳頭腫症例の検討 片田彰博 （旭川医科大学）

O―０５４ 気管内挿管により生じた喉頭狭窄の診断および外科
的治療について

鈴木智陽 （福岡山王病院）

第 １０ 群 感音難聴１ （１０：３０～１１：３０）

座長：鈴木 光也（東邦大学）松永 達雄（東京医療センター）
O―０５５ 当院における一側性感音難聴症例の検討 増田大晃 （東京大学）

O―０５６ 当科における蝸牛神経形成不全症例の検討 松浦一輝 （信州大学）

O―０５７ 炎症性腸疾患に合併した聴覚障害に関する検討 毛利香織 （東京医科歯科大学）

O―０５８ 急性感音難聴に対してステロイド治療を行った突発
性難聴と聴神経腫瘍の比較

中村吉成 （北里大学）

O―０５９ 聴神経腫瘍症例における内耳造影MRI所見と臨床
像の検討

倉田奈都子 （東京医科歯科大学）

O―０６０ 聴神経腫瘍検出率・脳梗塞発症リスクスコアで検証
する突発性難聴の一病態（循環障害説）

都築伸佳 （慶應義塾大学）

第 １１ 群 平衡一般 （１１：３０～１２：２０）

座長：室伏 利久（帝京大学溝口病院）山中 敏彰（奈良県立医科大学）
O―０６１ 末梢性めまい疾患における歩行機能と転倒リスク 山中敏彰 （奈良県立医科大学）

O―０６２ 前庭機能評価の結果を用いたリハビリテーションプ
ログラムの構築

水野耕平 （東京医療センター）

O―０６３ 急性期めまい診療に対する初期研修医への質問紙調
査

浦口健介 （岡山大学）

O―０６４ 当院におけるめまい疾患患者の臨床傾向 伊藤友祐 （聖マリアンナ医科大学）

O―０６５ ７％NaHCO３投与が動揺病モデルラットの扁桃体中
心核に発現する Fos陽性ニューロンに与える影響

福田潤弥 （徳島大学）
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第 １２ 群 平衡検査１ （１７：１０～１８：００）

座長：青木 光広（岐阜大学）瀬尾 徹（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）
O―０６６ 視運動性眼振の倒錯現象を示す先天性眼振症例の前

庭動眼反射
今井貴夫 （大阪大学）

O―０６７ 視運動性眼振の倒錯現象を示す先天性眼振症例の垂
直性、斜行性滑動性眼球運動および視運動性眼球運
動

滝本泰光 （市立池田病院）

O―０６８ 頭部傾斜 SVV検査結果から見ためまい発症後の重
力感受性の変化

和田佳郎 （奈良県立医科大学）

O―０６９ Isolated unilateral posterior semicircular canal hypo-
function

室伏利久 （帝京大学溝口病院）

O―０７０ CTP検査を実施した症例の臨床所見 発症から検
査までに要した日数に着目した解析

松田 帆 （埼玉医科大学）

第 １３ 群 平衡検査２ （１８：００～１８：４０）

座長：石川 和夫（秋田赤十字病院）三浦 誠（日本赤十字社和歌山医療センター）
O―０７１ 筋電図同時記録で行った体平衡機能検査―その１― 吉田友英 （東邦大学）

O―０７２ フレンツェル眼鏡用小型無線赤外線カメラシステム
の使用経験（第三報）

赤荻勝一 （富山赤十字病院）

O―０７３ 人工内耳埋込術による術前後の前庭機能変化 小山 一 （東京大学）

O―０７４ ZioStation2を用いた健常耳の上半規管裂隙の解析 高浪太郎 （東邦大学）
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第５会場（1F スワン）

第 １４ 群 上咽頭 （９：３０～１０：３０）

座長：鈴木 正志（大分大学）西田 吉直（にしだ耳鼻咽喉科）
O―０７５ 慢性上咽頭炎に対する上咽頭擦過治療（EAT）の効

果と呼気 NO濃度について
茂木立 学 （もぎたて耳鼻咽喉科）

O―０７６ 後鼻漏に対する上咽頭処置（Ｂスポット治療）の効
果

杉浦むつみ （久我クリニック）

O―０７７ 上咽頭擦過治療の皮膚疾患に対する効果 萩野仁志 （はぎの耳鼻咽喉科）

O―０７８ 上咽頭擦過療法（EAT）の頭痛および翼口蓋神経節
性 痛に対する効果についての考察

田中亜矢樹 （田中耳鼻咽喉科）

O―０７９ 上咽頭擦過療法が自律神経機能に及ぼす影響 伊藤宏文 （徳照会いとう耳鼻咽喉科）

O―０８０ 慢性上咽頭炎に対する内視鏡所見重症度判定と上咽
頭擦過療法（EAT）の治療成績

大野芳裕 （大野耳鼻咽喉科）

第 １５ 群 補聴器・認知機能 （１０：３０～１１：３０）

座長：石川浩太郎（障害者リハビリテーションセンター）
兵庫美砂子（京都府立医科大学）

O―０８１ スピーカーの違いによる語音聴取能への影響に関す
る検討

加藤秀敏 （東京医療センター）

O―０８２ 補聴器装用児と人工内耳装用児における就学前の聴
覚評価―単音節明瞭度と装用閾値との比較―

西山友理 （東京医療センター）

O―０８３ 地域在住中高年者における難聴と補聴器使用率の疫
学的検討

下野真理子 （長寿医療研究センター）

O―０８４ 補聴器装用による認知機能への影響の検討 高橋紀乃 （慶應義塾大学）

O―０８５ 中高年地域住民における中等度難聴者の知的機能に
補聴器使用の有無が及ぼす影響

杉浦彩子 （豊田浄水こころのクリニ
ック）

O―０８６ 雑音下語音聴取能と認知機能の関連 岡田昌浩 （愛媛大学）

第 １６ 群 補聴器・突発性難聴 （１１：３０～１２：３０）

座長：柘植 勇人（名古屋第一赤十字病院）和田 哲郎（筑波大学）
O―０８７ 補聴器におけるレディメイドイヤモールドの開発 柘植勇人 （名古屋第一赤十字病院）

O―０８８ 好酸球性中耳炎に対する軟骨伝導補聴器の効果 江洲欣彦 （自治医科大学さいたま医
療センター）

O―０８９ 一側性難聴に対する非良聴耳への補聴器装用効果の
検討

今村香菜子 （けいゆう病院）

O―０９０ 突発性難聴による一側性難聴の補聴器活用 小島慶悟 （名古屋第一赤十字病院）

O―０９１ 当院における突発性難聴症例の検討 増田聖子 （熊本労災病院）

O―０９２ 当院における高齢者突発性難聴症例の検討 加藤 健 （名古屋医療センター）
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第 １７ 群 鼻・副鼻腔 リスク因子・臨床像 （１７：１０～１８：００）

座長：加瀬 康弘（埼玉医科大学）野中 学（東京女子医科大学）
O―０９３ 内視鏡下副鼻腔手術中の出血量にかかわる因子の解

析
大氣大和 （横浜市立大学市民総合医

療センター）

O―０９４ 前頭洞炎発症リスクの検討 菱村祐介 （東邦大学医療センター大
橋病院）

O―０９５ 鼻腔開存性の加齢による影響 大木幹文 （北里大学メディカルセン
ター）

O―０９６ Asthma and COPD Overlap合併慢性鼻副鼻腔炎症
例の臨床像の検討

向井昌功 （東京女子医科大学）

O―０９７ 非浸潤性慢性上顎洞真菌症の術前画像診断 寺田哲也 （大阪医科薬科大学）

第 １８ 群 鼻・副鼻腔 処置と検査 （１８：００～１８：４０）

座長：青井 典明（島根大学）秋山 貢佐（香川大学）
O―０９８ 内視鏡下副鼻腔手術の出血量減少を目的とした

suprabullar recessアドレナリン含有ガーゼ術前留
置の有効性

細川 悠 （東京慈恵会医科大学）

O―０９９ アクアセル AgアドバンテージⓇを用いた内視鏡下
鼻副鼻腔手術後パッキングの検討

細矢 慶 （日本医科大学多摩永山病
院）

O―１００ 閾値検査および同定検査を用いた新たなレトロネイ
ザル嗅覚機能検査の試み

吉野綾穂 （日本医科大学）

O―１０１ 外傷性嗅覚障害に対する嗅覚刺激療法の効果 竹市憲人 （三重大学）
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第７会場（2F Room B―1）

第 １９ 群 頭頸部手術 （９：３０～１０：４０）

座長：鈴木 基之（大阪大学）三谷 浩樹（がん研有明病院）
O―１０２ 複合現実（MR : Mixed Reality）技術の頭蓋底手術

ナビゲーションへの応用
有泉陽介 （東京医科歯科大学）

O―１０３ 術後咽頭皮膚瘻に対するパウチを用いた管理の有用
性

松居祐樹 （川崎市立川崎病院）

O―１０４ 頸部術後出血に対する名大病院の取り組み―同様の
重大事故事例はなぜ繰り返し起こったのか―

平松真理子 （名古屋大学）

O―１０５ 後期高齢者における遊離皮弁を用いた再建手術の治
療成績

樽井彬人 （京都大学）

O―１０６ 上顎洞がん超選択的動注化学療法併用放射線治療後
再発に対する救済手術は生命予後を改善する

対馬那由多 （北海道大学）

O―１０７ Facial dismasking flap法で全摘した鼻腔原発 Hy-
brid peripheral nerve sheath tumorの１例

田村啓一 （兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター）

O―１０８ 外耳道癌切除後の側頭骨欠損部の処理について 堤 剛 （東京医科歯科大学）

第 ２０ 群 頭頸部臨床統計 （１０：４０～１１：４０）

座長：志賀 清人（岩手医科大学）森谷 季吉（草津総合病院）
O―１０９ 頸部交感神経鞘腫の検討 ―術前に神経脱落症状を

認めた症例を中心に―
嶋根俊和 （昭和大学）

O―１１０ 頸部リンパ節腫脹４９５例の臨床的検討 中山梨絵 （けいゆう病院）

O―１１１ 頸動脈小体腫瘍の多施設共同研究―本邦における頸
動脈小体腫瘍の病的バリアント

志賀清人 （岩手医科大学）

O―１１２ 新潟県頭頸部悪性腫瘍登録３３年間の推移の検討 富樫孝文 （新潟県立がんセンター新
潟病院）

O―１１３ M0上顎（鼻副鼻腔、上歯肉、硬口蓋）悪性黒色腫
（MM）の治療選択と治療後の長期経過

今野昭義 （総合南東北病院）

O―１１４ 当院緩和ケア病棟における頭頸部がん入院患者の臨
床統計

西村文吾 （茨城県立中央病院・茨城
県地域がんセンター）
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第 ２１ 群 化学療法 （１１：４０～１２：４０）

座長：近松 一朗（群馬大学）寺田 友紀（兵庫医科大学）
O―１１５ 局所進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法と

しての PCE療法の使用経験
菅野万規 （東京慈恵会医科大学）

O―１１６ 有害事象のために Nivolumab投与を中止した再
発・転移頭頸部癌症例の検討

真子知美 （九州大学）

O―１１７ ニボルマブ投与中止後の追加治療の検討 堀 龍介 （藤田医科大学）

O―１１８ ニボルマブ投与症例における予後予測因子の検討 堀地祐人 （兵庫県立がんセンター）

O―１１９ Nivolumab投与後の二次治療までの無増悪生存期間
（PFS2）に関する検討

山村悠大 （兵庫県立がんセンター）

O―１２０ 末梢血循環癌細胞における遺伝子発現とニボルマブ
の治療効果の検討

多田紘恵 （群馬大学）

第 ２２ 群 放射線療法 （１７：１０～１８：２０）

座長：藤井 隆（大阪国際がんセンター）吉本 世一（がん研究センター中央病院）
O―１２１ 化学放射線療法後の再発についての検討 河邊浩明 （東京医科歯科大学）

O―１２２ 高用量シスプラチン同時併用放射線療法における緊
急入院と長期入院の危険因子

小出暢章 （東京医科歯科大学）

O―１２３ オランザピンによる制吐作用は頭頸部癌化学放射線
療法においても有効か

小山哲史 （鳥取大学）

O―１２４ 下咽頭・喉頭癌に対する（化学）放射線療法後に咽
頭・喉頭壊死を生じ喉頭全摘に至った症例の検討

是松瑞樹 （大阪国際がんセンター）

O―１２５ 粒子線治療から数年後に巨大な瘻孔を来した頭頸部
癌の２例

松尾美央子 （九州大学）

O―１２６ 当科における頭頸部非扁平上皮癌の重粒子線照射に
よる治療経験

勝又徳行 （神奈川県立がんセンター）

O―１２７ 頭頸部癌に対する加速器ホウ素中性子捕捉療法の現
状

粟飯原輝人 （大阪医科薬科大学）
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第８会場（2F Room B―2）

第 ２３ 群 唾液腺１ （９：３０～１０：３０）

座長：星川 広史（香川大学）宮﨑 眞和（奈良県総合医療センター）
O―１２８ 耳下腺癌における組織学的悪性度予測に関する臨床

的検討
御子柴卓弥 （慶應義塾大学）

O―１２９ 当院における大唾液腺癌７０例の検討 谷口彩香 （横浜市立大学市民総合医
療センター）

O―１３０ 耳下腺良性腫瘍手術例の臨床統計 佐藤えみり （東京女子医科大学）

O―１３１ 当科で手術を施行した耳下腺良性腫瘍の検討―術後
顔面神経麻痺を中心に―

出井克昌 （慶應義塾大学）

O―１３２ 良性耳下腺腫瘍手術での術後顔面神経麻痺の要因と
神経刺激器の有用性

木下一太 （大阪医科薬科大学）

O―１３３ 耳下腺手術における術後合併症の検討 京野真理 （九州医療センター）

第 ２４ 群 唾液腺２ （１０：３０～１１：３０）

座長：八木 正夫（関西医科大学）吉原 俊雄（東京工科大学）
O―１３４ 唾液腺腫瘍における新しい細胞診分類 谷内政崇 （大阪医科薬科大学）

O―１３５ IgG4関連疾患における耳管腺の臨床的意義 高野賢一 （札幌医科大学）

O―１３６ 造影超音波を用いた唾液腺多形腺腫とワルチン腫瘍
の鑑別診断

齋藤大輔 （岩手医科大学）

O―１３７ 当科における唾液腺腫瘍の超音波診断の検討 下出祐造 （金沢医科大学）

O―１３８ 顎下腺唾石手術におけるオルソパントモ撮影の有用
性の検討

江崎伸一 （名古屋市立大学）

O―１３９ 唾液腺導管癌の患者由来オルガノイド細胞株を用い
た個別化医療モデル

石川智彦 （東北大学）

第 ２５ 群 アレルギー性鼻炎 （１１：３０～１２：３０）

座長：鈴木 元彦（名古屋市立大学）浜 雄光（浜耳鼻咽喉科医院）
O―１４０ スギ花粉症に対する小青竜湯の治療効果の検討：ラ

ンダム化二重盲検試験
栗田惇也 （千葉大学）

O―１４１ アレルギー性鼻炎におけるダニ感作率２８年間の推移 宇佐神 篤 （うさみクリニック）

O―１４２ スギ・ダニ二種舌下免疫療法（dual―SLIT）におけ
る抗原特異的 IgEの変化

古舘佐起子 （国際医療福祉大学三田病
院）

O―１４３ ダニ・スギ舌下錠の併用療法の安全性と有効性の検
証

濱田聡子 （関西医科大学香里病院）

O―１４４ ダニ舌下免疫療法３年経過例の検討 海野裕子 （大阪市立大学）

O―１４５ 花粉症に対する問診票を活用した抗ヒスタミン薬の
選択―患者満足度と治療効果―（診療所における検
討）

西 龍郎 （福岡大学筑紫病院）
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第 ２６ 群 腫瘍研究１ （１７：１０～１８：００）

座長：室野 重之（福島県立医科大学）家根 旦有（近畿大学奈良病院）
O―１４６ EBウイルス陽性上咽頭癌における性ホルモンが

EBウイルスの再活性化および発癌に及ぼす影響
土地宏朋 （金沢大学）

O―１４７ 全ゲノムシークエンスを用いた上咽頭癌の非流行地
域の Epstein Barrウイルス亜型の解析とその臨床
的意義

近藤 悟 （金沢大学）

O―１４８ EBVによる上咽頭癌のヒストン修飾異常 溝上晴恵 （金沢大学）

O―１４９ TCGAデータベースを用いた頭頸部癌における解糖
系遺伝子発現の網羅的解析

高橋秀行 （群馬大学）

O―１５０ HPV関連頭頸部扁平上皮癌のクロマチン３次元構
造解析

美馬勝人 （浜松医科大学）

第 ２７ 群 腫瘍研究２ （１８：００～１８：４０）

座長：安藤 瑞生（岡山大学）太田 一郎（奈良県立医科大学）
O―１５１ 頭頸部癌における PD―L1発現率と免疫的微小環境

特性の相関の検討
辻川敬裕 （京都府立医科大学）

O―１５２ 中咽頭癌における腫瘍内Ｔ細胞の細胞特性と局在の
予後的意義

吉村佳奈子 （京都府立医科大学）

O―１５３ 頭頸部癌に対する、iPS―NKT細胞を用いた免疫細
胞療法へ至るまで

飯沼智久 （千葉大学）

O―１５４ 頭頸部癌に対するMDM2―p53を標的としたがん免
疫療法

河野通久 （旭川医科大学）
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学術講演 第２日目 ５月１４日（金）

第２会場（1F さくら）

第 ２８ 群 鼻・副鼻腔 手術１ （９：００～９：４０）

座長：端山 昌樹（大阪大学）和田 弘太（東邦大学医療センター大森病院）
O―１５５ 歯性副鼻腔炎の診断、治療に対する医科歯科連携ア

プローチ
野村 務 （明海大学）

O―１５６ 歯性上顎洞炎に対する耳鼻咽喉科と歯科との同時手
術の検討

山野貴史 （福岡歯科大学）

O―１５７ 涙道外・経内眼角ライトガイド下に行う涙道ステン
トを留置しない涙嚢鼻腔吻合術鼻内法の治療成績

松見文晶 （星総合病院）

O―１５８ 上下涙小管閉塞症に対する結膜鼻涙管吻合術 牛尾宗貴 （東邦大学）

第 ２９ 群 鼻・副鼻腔 手術２ （９：４０～１０：３０）

座長：井之口 豪（神戸大学）北村 嘉章（徳島大学）
O―１５９ 後鼻神経切断術の新規術式の検討 山本浩孝 （天理よろづ相談所病院）

O―１６０ 鼻中隔尾側弯曲（前弯）の客観的評価と適切な鼻中
隔矯正術の術式選択

木村将吾 （北海道大学）

O―１６１ 慢性副鼻腔炎における前頭洞開放手順の違いによる
術後成績

宮崎悠人 （福井大学）

O―１６２ 中鼻甲介を repositionする内視鏡下経鼻アプローチ
の考案

村上大輔 （九州大学）

O―１６３ 鼻副鼻腔疾患を合併する下垂体疾患症例に対する同
時鼻副鼻腔手術の安全性の評価

重山真由 （名古屋医療センター）

第 ３０ 群 鼻・副鼻腔 生物学的製剤 （１５：２０～１６：２０）

座長：池田 浩己（池田耳鼻いんこう科院）竹内 裕美（鳥取赤十字病院）
O―１６４ 慢性副鼻腔炎術後難治例に対するデュピルマブ導入

の検討
中村陽祐 （鳥取大学）

O―１６５ 当科における好酸球性副鼻腔炎に対する Dupuli-
mabの早期治療効果に関する検討

臼倉典宏 （日本医科大学武蔵小杉病
院）

O―１６６ Dupilumab投与症例の検討 平野康次郎 （昭和大学）

O―１６７ デュピルマブは鼻茸を伴う重症慢性副鼻腔炎患者の
嗅覚症状を速やかに改善する：SINUS―24/５２第３相
臨床試験

松脇由典 （松脇クリニック品川）

O―１６８ デュピルマブは喘息または NSAID過敏症の状態に
かかわらず鼻茸を伴う重症慢性副鼻腔炎患者の嗅覚
を改善する

朝子幹也 （関西医科大学）

O―１６９ 好酸球性副鼻腔炎に対するデュピルマブの使用経験 小町太郎 （日本医科大学千葉北総病
院）
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第 ３１ 群 好酸球性副鼻腔炎 （１６：３０～１７：３０）

座長：太田 康（東邦大学）假谷 伸（岡山大学）
O―１７０ 好酸球性副鼻腔炎の術後に好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症を発症した例の検討
森下裕之 （三重大学）

O―１７１ 好酸球性副鼻腔炎術後における内視鏡所見の長期経
過

秋山貢佐 （香川大学）

O―１７２ 好酸球性副鼻腔炎手術症例におけるアレルギー性鼻
炎合併についての検討

香中優美 （日本医科大学武蔵小杉病
院）

O―１７３ JESRECスコア重症度別の内視鏡下副鼻腔手術術後
の予後調査について

深田靖人 （福井大学）

O―１７４ 重症好酸球性副鼻腔炎に対する生物学的製剤の治療
適応

比野平恭之 （神尾記念病院）

O―１７５ 好酸球性副鼻腔炎診療における現在の問題点の検討 松山敏之 （群馬大学）

124―320 2021



第３会場（1F Room D）

第 ３２ 群 側頭骨腫瘍 （９：００～９：４０）

座長：濵田 昌史（東海大学）三代 康雄（大阪市立総合医療センター）
O―１７６ 側頭骨に生じた Giant Cell Reparative Granulomaの

１症例
麻植章弘 （東京慈恵会医科大学）

O―１７７ 後迷路法による聴神経腫瘍手術により聴力温存し得
た症例の聴力予後の検討

細谷 誠 （慶應義塾大学）

O―１７８ 錐体尖コレステリン肉芽腫への Infralabyrinthine
approachによる手術

太田有美 （大阪大学）

O―１７９ Glomus腫瘍との鑑別を要した中耳神経内分泌腫瘍
の１例

松元聡一郎 （広島大学）

第 ３３ 群 耳科臨床 （９：４０～１０：３０）

座長：木谷 芳晴（静岡県立総合病院）佐藤 崇（大阪大学）
O―１８０ 難治性耳漏と側頭骨骨破壊性病変を認めた症例の鑑

別について
物部寛子 （日本赤十字社医療センタ

ー）

O―１８１ 側頭骨 CTにて骨融解像を伴った拍動性耳鳴の一例 谷口恵美 （大阪市立大学）

O―１８２ 聴神経腫瘍診断のピットフォール 鴫原俊太郎 （日本大学）

O―１８３ 外傷性鼓膜損傷から出血性ショックを来した高位頸
静脈球症の一例

妻鳥敬一郎 （福岡大学）

O―１８４ 予期せぬ術後内耳障害を合併した耳硬化症例の画像
所見

小林万純 （名古屋大学）

第 ３４ 群 中耳真珠腫 （１５：２０～１６：２０）

座長：古川 正幸（順天堂大学浦安病院）和田 忠彦（関西電力病院）
O―１８５ 真珠腫性中耳炎におけるペリオスチンならびにアス

パラギン酸の発現の検討
北谷 栞 （東北大学）

O―１８６ 小児真珠腫性中耳炎の分類ごとのMatrix metallo-
proteinase―2 mRNA発現の検討

菅 太一 （愛知医科大学）

O―１８７ 再発性真珠腫の術前診断におけるMRIの有用性 新川智佳子 （山形大学）

O―１８８ 弛緩部型真珠腫再形成症例の検討 茂木雅臣 （東京慈恵会医科大学）

O―１８９ 中耳奇形術後長期経過して大きな側頭骨真珠腫を認
めた症例

石渡大貴 （帝京大学）

O―１９０ 複数の膜迷路破壊を伴う中耳真珠腫手術にて聴力温
存し得た１症例

高田雄介 （順天堂大学）

日耳鼻 124―321



第 ３５ 群 耳管 （１６：３０～１７：２０）

座長：高木 明（静岡社会健康医学大学院大学）山本 聡（京都第一赤十字病院）
O―１９１ 鼻すすり癖を有する弛緩部型真珠腫例における鼓膜

再陥凹の予測
水田邦博 （浜松医療センター）

O―１９２ 中耳手術患者の耳管機能―形状と機能の評価につい
て―

梅田裕生 （細田耳鼻科EAR CLINIC）

O―１９３ 耳管開放症・めまい・難聴患者の精神特性分析 増田正次 （杏林大学）

O―１９４ TTAGにおける逆位相波形の発生要因に関する考察 達富真司 （細田耳鼻科EAR CLINIC）

O―１９５ 小型耳管機能検査装置の開発と耳管機能の日内・日
差変動の検討

三輪正人 （はりまざかクリニック）
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第４会場（1F Room E）

第 ３６ 群 難治性中耳炎 （９：００～１０：００）

座長：高橋 邦行（新潟大学）萩森 伸一（大阪医科薬科大学）
O―１９６ 好酸球中耳炎の中耳貯留液における脂質メディエー

ターの解析
藤田 岳 （神戸大学）

O―１９７ ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）治療後の長
期聴力予後について

森田由香 （新潟大学）

O―１９８ ANCA関連血管炎性中耳炎における NETosis検出
法の比較

森田真也 （北海道大学）

O―１９９ 難治性中耳炎における生物学的製剤の効果 山田武千代 （秋田大学）

O―２００ 好酸球性中耳炎に対する抗 IL―4/１３受容体抗体
dupilumabの臨床効果

洲崎勲夫 （昭和大学）

O―２０１ 好酸球性中耳炎に対する生物学的製剤の効果 菊地さおり （東京北医療センター）

第 ３７ 群 内視鏡下耳科手術 （１５：２０～１６：２０）

座長：内田 真哉（京都第二赤十字病院）小林 泰輔（高知大学）
O―２０２ 先天性卵円窓欠損症に対し TEESにて内耳開窓術を

行った１例
杉本寿史 （金沢大学）

O―２０３ 四角および八角シャフトの骨鋭匙に対応したハンド
ル

松本 有 （東京大学）

O―２０４ TEES下に施行する慢性穿孔性中耳炎に対する鼓室
形成術Ⅰ型の検討

高橋昌寛 （東京慈恵会医科大学）

O―２０５ アブミ骨手術における顕微鏡的アプローチと内視鏡
的アプローチの比較

溝口平恵 （東京医科歯科大学）

O―２０６ 先天性真珠腫手術例の検討―手術方法と術後成績か
ら―

小林泰輔 （高知大学）

O―２０７ 当科における ZAOSONiCを用いた耳科手術の経験 須田悟史 （慶應義塾大学）

第 ３８ 群 外耳・中耳 （１６：３０～１７：２０）

座長：佐藤 進一（倉敷中央病院）宮下 武憲（香川大学）
O―２０８ 小児滲出性中耳炎の横断的有病率に与える肺炎球菌

ワクチンの効果
佐藤智生 （長崎大学）

O―２０９ 内視鏡下に摘出した先天性外耳道真珠腫の２症例 多賀谷亮甫 （埼玉医科大学総合医療セ
ンター）

O―２１０ 外耳道真珠腫症例の検討 佐久間直子 （日本医科大学）

O―２１１ 浅在化鼓膜症に対する手術術式と術後成績 後藤隆史 （宮崎大学）

O―２１２ 先天性一側性外耳道閉鎖症児への聴覚補償が騒音下
での語音聴取能に与える影響

坂本 幸 （徳島大学）
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第５会場（1F スワン）

第 ３９ 群 喉頭２ （９：００～９：４０）

座長：田口 亜紀（県立広島大学）畠山 博充（横浜市立大学市民総合医療センター）
O―２１３ オンラインで行う声のリアルタイム解析の試み 加納 滋 （加納耳鼻咽喉科医院）

O―２１４ 喉頭微細手術時に測定した成人声帯長、膜様部長の
解析

宮本 真 （杏林大学）

O―２１５ 当科における声帯麻痺症例の検討 磯野泰大 （横浜市立大学市民総合医
療センター）

O―２１６ Laryngeal Mask Airwayを用いて行った全身麻酔下
喉頭枠組み手術の検討

五十嵐丈之 （自治医科大学）

第 ４０ 群 喉頭３ （９：４０～１０：３０）

座長：森 一功（大阪府済生会富田林病院）
渡邊 雄介（国際医療福祉大学東京ボイスセンター）

O―２１７ 声門後部癒着症の治療経過 水田匡信 （京都大学）

O―２１８ 声帯内ステロイド注入療法の疾患別有効性の検討 高橋さとか （自治医科大学）

O―２１９ 声帯内リン酸カルシウム骨ペースト（BIOPEXⓇ）
注入術後の組織吸収についての検討

南 隆二 （佐野厚生総合病院）

O―２２０ 声帯に対する多血小板血漿（PRP）注入 東家 完 （顕夢会京都耳鼻咽喉音聲
手術医院）

O―２２１ 痙攣性発声障害に対するボツリヌストキシン治療の
効果 ―BOISS studyのサブ解析より―

兵頭政光 （高知大学）

第 ４１ 群 聴覚中枢 （１５：２０～１６：２０）

座長：坂田 俊文（福岡大学）辻 純（京都医療センター）
O―２２２ 大阪市立大学聴覚情報処理障害外来の現状と展望 阪本浩一 （大阪市立大学）

O―２２３ （演題取り下げ）
O―２２４ サリチル酸による聴皮質 single unit activityへの影

響
釼持 睦 （聖マリアンナ医科大学）

O―２２５ 認知機能低下の危険因子としての難聴の検討 岸保鉄也 （西東京市医師会）

O―２２６ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う聴覚コミュニ
ケーションへの影響

片岡祐子 （岡山大学）

O―２２７ 当院における心因性難聴１７６耳の臨床的検討と突発
性難聴との年齢別発生頻度の比較

安井徹郎 （浜の町病院）
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第 ４２ 群 感音難聴２ （１６：３０～１７：２０）

座長：内田 育恵（愛知医科大学）藤野 清大（滋賀県立総合病院）
O―２２８ 騒音の作業環境測定における留意点 作業者ととも

に騒音発生源が移動する場合の個人ばく露との乖離
和田哲郎 （筑波大学）

O―２２９ 健診データを用いた長期コホート研究 血小板値と
難聴の関係

阿部康範 （愛媛大学）

O―２３０ 当科における耳鳴に対する音響療法の現状と課題に
ついて―耳鳴実態調査票（TSCHQ）を用いて―

若林 毅 （けいゆう病院）

O―２３１ 頭痛患者における耳鳴について 五島史行 （東海大学）

O―２３２ 無難聴性耳鳴の臨床的特徴について 石井正則 （JCHO東京新宿メディカ
ルセンター）

日耳鼻 124―325



第７会場（2F Room B―1）

第 ４３ 群 気管１ （９：００～９：４０）

座長：櫻井 一生（藤田医科大学岡崎医療センター）真栄田裕行（琉球大学）
O―２３３ クロイツフェルト・ヤコブ病症例に対する気管切開

術の経験
水本 結 （鉄蕉会亀田総合病院）

O―２３４ 右頸部膿瘍を契機に発見された頸部気管支原性嚢胞
の１例

吉村美歩 （国際医療研究センター）

O―２３５ 高度肥満・短頸／頸椎変形患者に対して気管切開術
を施行した１例

大和賢輔 （東広島医療センター）

O―２３６ 気管食道吻合術に気管内シャント挿入術を併用した
重度嚥下障害の一例

本庄 需 （帝京大学ちば総合医療セ
ンター）

第 ４４ 群 気管２ （９：４０～１０：３０）

座長：二藤 隆春（埼玉医科大学総合医療センター）前谷 俊樹（北野病院）
O―２３７ 当院における気管切開症例の検討 林 崇明 （日本赤十字社医療センタ

ー）

O―２３８ 当科における気管切開症例の検討 根本俊光 （成田赤十字病院）

O―２３９ 小児分野における口腔・咽頭狭窄に対する気管切開
術の検討

高田菜月 （成育医療研究センター）

O―２４０ 気管切開孔の閉鎖：通常法と輪状軟骨鉗除法の比較 垣野内 景 （福島県立医科大学）

O―２４１ 気管環状切除・一期的端々吻合にて寛解を得た気管
原発腺様嚢胞癌の１例

橋本英樹 （福島県立医科大学）

第 ４５ 群 頭頸部症例 （１５：２０～１６：２０）

座長：隈部 洋平（兵庫県立尼崎総合医療センター）鈴木 政博（福島県立医科大学）
O―２４２ 遠隔転移出現後の治療により良好な経過が得られて

いる頭頸部癌症例
川崎泰士 （静岡赤十字病院）

O―２４３ 深頸部膿瘍を契機に判明した頸部嚢胞性扁平上皮癌 平田智也 （伊勢赤十字病院）

O―２４４ Human papilloma virus ― related carcinoma with
adenoid cystic―like featuresの１例

森下洋平 （がん研究センター東病院）

O―２４５ 頸部石灰化上皮腫３例の検討 杉田侑己 （関西医科大学）

O―２４６ 副咽頭間隙に進展した salivary duct cystの１例 山口裕聖 （東邦大学大森病院）

O―２４７ 線維素性唾液管炎の原因として好酸球細胞外トラッ
プによる唾液管閉塞が示唆された一症例

川村善宣 （東北大学）
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第 ４６ 群 メニエール病 （１６：３０～１７：２０）

座長：扇田 秀章（滋賀県立総合病院）肥塚 泉（聖マリアンナ医科大学）
O―２４８ 当科で施行している内耳造影MRIによる内リンパ

水腫画像について
滝瀬由吏江 （獨協医科大学）

O―２４９ メニエール病における前庭誘発眼筋電位 瀬尾 徹 （聖マリアンナ医科大学横
浜市西部病院）

O―２５０ 前庭性片頭痛とメニエール病における平衡機能評価
の比較

乾 崇樹 （大阪医科薬科大学）

O―２５１ 難治性メニエール病・遅発性内リンパ水腫に対する
中耳加圧療法の検討

二見駿平 （大阪市立大学）

O―２５２ メニエール病病態の新理論 高橋正紘 （横浜中央クリニック）
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第８会場（2F Room B―2）

第 ４７ 群 教育 （９：００～９：４０）

座長：四宮 弘隆（神戸大学）寺西 正明（名古屋大学）
O―２５３ 耳鼻咽喉科教育における Extended Reality技術の活

用
伊藤 卓 （東京医科歯科大学）

O―２５４ カダバーを用いた耳科手術教育セミナーについて 和佐野浩一郎 （東京医療センター）

O―２５５ 国際医療福祉大学医学部における COVID―19禍で
の英語講義の実践

岡野光博 （国際医療福祉大学）

O―２５６ BSLへのメディア授業の活用 西野 宏 （自治医科大学）

第 ４８ 群 スポーツ （９：４０～１０：３０）

座長：澤津橋基広（福岡大学筑紫病院）浜口 清海（神戸市立医療センター中央市民病院）
O―２５７ 運動誘発喉頭閉塞症に対して手術加療を行った女子

水泳選手の治療経過
大谷真喜子 （和歌山県立医科大学）

O―２５８ ドーピング禁止薬であるイソソルビド処方に関して
注意を要したアスリート治療の一例

泥谷匡祥 （和歌山県立医科大学）

O―２５９ デフスポーツアスリートにおける鼻症状について 藤森里香子 （目黒耳鼻咽喉科医院）

O―２６０ アスリートの呼吸機能について―呼吸の効率と歩行
形態―その２

吉田泰行 （威風会栗山中央病院）

O―２６１ アスリート治療での TUE（治療使用特例）申請経
験について

藤本康子 （京都逓信病院）

第 ４９ 群 耳研究１ （１５：２０～１６：２０）

座長：川島 慶之（東京医科歯科大学）中村 高志（京都第一赤十字病院／京都府立医科大学）
O―２６２ ライブイメージングによる有毛細胞キノシリア初期

移動の観察
十名洋介 （京都大学）

O―２６３ 単一細胞 RNAシークエンシング公開データを利用
した蝸牛の発生機構の探究

山本亮介 （京都大学）

O―２６４ マウス内耳発生過程における転写因子 Ebfファミリ
ーの機能解析

鹿子島大貴 （京都大学）

O―２６５ 遺伝子治療実験のためのマウス内耳解剖とホールマ
ウント作製

吉村豪兼 （信州大学）

O―２６６ けいれん発作を伴う症候性難聴遺伝子 TBC1D24 の
機能解析

十名理紗 （滋賀県立小児保健医療セ
ンター）

O―２６７ ヒトとマウスのペンドリンにおけるミスセンスバリ
アントの機能的影響

小島敬史 （東京医療センター）
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第 ５０ 群 耳研究２ （１６：３０～１７：３０）

座長：菅原 一真（山口大学）田渕 経司（筑波大学）
O―２６８ 外有毛細胞共振説の萌芽と３０年後の急展開 森満 保 （宮崎大学）

O―２６９ 若年時に採取された凍結自己リンパ球を用いた加齢
性難聴の予防―老人性難聴モデルマウスを用いた検
討―

三谷彰俊 （関西医科大学）

O―２７０ イシリン暴露が卵形嚢培養細胞に及ぼす影響 藤本千里 （東京大学）

O―２７１ モルモットを用いた TNFα 蝸牛内投与による感音
性難聴の検討

勝見さち代 （名古屋市立大学）

O―２７２ DYRK1A阻害剤の内耳有毛細胞障害への関与 宮武智実 （京都大学）

O―２７３ 顔面神経切断モデルにおける神経変性に対する CD
38の検討

高相裕司 （金沢大学）
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学術講演 第３日目 ５月１５日（土）

第２会場（1F さくら）

第 ５１ 群 経口的咽喉頭手術 （９：００～１０：００）

座長：藤原 和典（鳥取大学）山下 拓（北里大学）
O―２７４ 下咽頭癌の喉頭温存を目指した、化学療法と ELPS

を組み合わせた治療法の検討
阪上智史 （関西医科大学）

O―２７５ 放射線治療後内視鏡手術についての検討 卜部浩介 （大阪国際がんセンター）

O―２７６ 経口的咽喉頭部分切除術（TOVS）にて切除した下
咽頭ポリープの一例

安武新悟 （防衛医科大学校）

O―２７７ 当院における内視鏡的咽喉頭手術（ELPS）の検討 今井貫太 （獨協医科大学）

O―２７８ 経口手術における止血用彎曲クリップ鉗子（試作）
の有用性

渡邉昭仁 （恵佑会札幌病院）

O―２７９ 鏡視下・ロボット支援下咽頭手術における内頸動脈
損傷の止血トレーニングモデルの確立

岩元翔吾 （藤田医科大学）

第 ５２ 群 下咽頭・喉頭悪性腫瘍 （１０：１０～１１：２０）

座長：折田 頼尚（熊本大学）篠原 尚吾（神戸市立医療センター中央市民病院）
O―２８０ 成人発症の下咽頭横紋筋肉腫の一例 佐久間 巴 （横浜市立大学市民総合医

療センター）

O―２８１ 新型コロナウイルス感染症を併発した進行下咽頭癌
の一例

嬉野悠太 （九州医療センター）

O―２８２ 下咽頭癌原発巣切除症例における合併症についての
検討～一次治療例 vs救済手術例～

谷田将志 （大阪国際がんセンター）

O―２８３ 高齢者下咽頭癌症例の検討 宇和伸浩 （兵庫医科大学）

O―２８４ 超高齢者に対して喉頭摘出を行った一例 粟倉秀幸 （昭和大学藤が丘病院）

O―２８５ 喉頭癌に対する術前気管切開の影響 宮丸 悟 （熊本大学）

O―２８６ 声帯麻痺を伴う進行喉頭がんに対する新規喉頭温存
手術

浅田行紀 （宮城県立がんセンター）

第 ５３ 群 鼻・副鼻腔 症例・炎症 （１４：００～１５：００）

座長：比野平恭之（神尾記念病院）渡辺 哲生（大分大学）
O―２８７ 上顎洞に進展した歯原性角化嚢胞の３症例 寒川 泰 （香川大学）

O―２８８ 迅速な診断・治療が奏効した鼻性頭蓋内合併症例 渡邊早紀 （公立陶生病院）

O―２８９ ベバシズマブ使用中に上顎洞、蝶形骨洞の骨破壊を
来した放線菌症の１例

石川翔也 （東京大学）

O―２９０ 診断に苦慮した副鼻腔乳頭腫手術後に肥厚性硬膜炎
を来した１例

宮本秀高 （筑波大学）

O―２９１ DNAH8による原発性線毛運動不全症を背景とした
慢性鼻副鼻腔炎例

鈴村美聡 （三重大学）

O―２９２ 副鼻腔異物の３例 二宮啓彰 （横浜労災病院）
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第３会場（1F Room D）

第 ５４ 群 嚥下１ （９：００～１０：００）

座長：池上 聰（静岡市立静岡病院）田山 二朗（国際医療研究センター）
O―２９３ 当院における誤嚥防止術症例の検討 宮田 卓 （千葉県こども病院）

O―２９４ 輪状軟骨を温存し、カニューレ管理を安定させた誤
嚥防止術

稲木香苗 （足利赤十字病院）

O―２９５ 誤嚥防止手術の術式による咽頭および食道入口部へ
の影響

上羽瑠美 （東京大学）

O―２９６ 封入体筋炎に伴う嚥下障害に対する輪状咽頭筋切断
術

二藤隆春 （埼玉医科大学総合医療セ
ンター）

O―２９７ 気管弁法を用いた小児の喉頭気管分離術１４例の検討 近藤英司 （徳島大学）

O―２９８ 頭頸部癌治療後の高度嚥下障害例に対する、喉頭気
管分離術および気管食道瘻作成術（ED with TEP）
の有用性

井口貴史 （福岡山王病院）

第 ５５ 群 嚥下２ （１０：１０～１１：２０）

座長：竹林 慎治（滋賀県立総合病院）津田 豪太（聖隷佐倉市民病院）
O―２９９ モルモットにおける咽頭期嚥下出力低下モデルの嚥

下動態解析
橋本慶子 （京都府立医科大学）

O―３００ 誤嚥性肺炎モデルにおける三大栄養素が肺組織障害
に与える影響

栃木康佑 （獨協医科大学埼玉医療セ
ンター）

O―３０１ 嚥下検査における内圧マノメトリーと咽頭インピー
ダンスの有用性についての検討

伊藤聡志 （藤田医科大学ばんたね病
院）

O―３０２ 喉頭水平部分切除術後の患者に対する強い息こらえ
嚥下（super―supraglottic swallow）の指導

岩永 健 （京都大学）

O―３０３ 声門閉鎖術からの releaseの経験：誤嚥防止と嚥下
能改善はイコールではない

三枝英人 （東京女子医科大学八千代
医療センター）

O―３０４ 当院嚥下センターの役割 津田豪太 （聖隷佐倉市民病院）

O―３０５ 在宅終末期老衰例に対する耳鼻咽喉科開業医の対応 西山耕一郎 （西山耳鼻咽喉科医院）

第 ５６ 群 喉頭４ （１４：００～１５：００）

座長：小川 真（JCHO大阪病院）牧山 清（日本大学）
O―３０６ 気管切開術中に呼吸停止を来した急性喉頭蓋炎症例 生駒 亮 （横浜南共済病院）

O―３０７ 当科における急性喉頭蓋炎７６例の検討 佐藤健徳 （公立置賜総合病院）

O―３０８ 咽喉頭浮腫を合併したムンプス感染症の一例 内藤智之 （香川労災病院）

O―３０９ 喉頭摘出後の ProvoxⓇ による音声再獲得と言語聴
覚士介入の重要性

佐藤雄一郎 （新潟県立がんセンター新
潟病院）

O―３１０ 鼻腔および喉頭に病変を来した IgG4関連疾患の１
例

濱本文美 （神戸市立医療センター中
央市民病院）

O―３１１ 咽喉頭異常感症に対するボノプラザンフマル酸塩と
SNRIの効果：GETS―J（日本語版 GETS）を用いた
評価

高橋奈央 （新潟大学）
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第４会場（1F Room E）

第 ５７ 群 甲状腺１ （９：００～１０：００）

座長：小川 徹也（愛知医科大学）楠 威志（順天堂大学静岡病院）
O―３１２ レンバチニブ投与方法の工夫（５投２休） 北村守正 （金沢医科大学）

O―３１３ 当科における甲状腺未分化癌に対するレンバチニブ
投与症例の検討

天野真太郎 （山形県立中央病院）

O―３１４ 当科での内視鏡補助下甲状腺手術における中央区域
リンパ節郭清の検討

高原 幹 （旭川医科大学）

O―３１５ 当科における内視鏡補助下甲状腺手術の検討 石坂 智 （金沢医科大学）

O―３１６ 当院における補完的甲状腺全摘症例の合併症につい
ての検討

佐々木崇博 （隈病院）

O―３１７ 当科における甲状腺手術症例の検討 倉上和也 （山形大学）

第 ５８ 群 甲状腺２ （１０：１０～１１：２０）

座長：大月 直樹（近畿大学）北村 守正（金沢医科大学）
O―３１８ 保存的加療に抵抗性で、手術により軽快を得た重症

の甲状腺中毒症を呈した破壊性甲状腺炎の一例
松本尚之 （東京都立多摩総合医療セ

ンター）

O―３１９ 外科治療を要した巨大甲状腺腫を伴うバセドウ病の
一例

中澤良太 （東京都立多摩総合医療セ
ンター）

O―３２０ 当科における甲状腺結節に対する液状検体細胞診の
検討

田辺輝彦 （横浜市立みなと赤十字病
院）

O―３２１ 超音波ドプラ法による甲状腺濾胞性腫瘍の良悪性鑑
別への血管病理学的アプローチ

川上 理 （金沢医科大学）

O―３２２ 甲状腺手術時の副甲状腺温存における赤外観察カメ
ラシステムによる支援

河合良隆 （京都大学）

O―３２３ 近赤外線装置を用いた副甲状腺自家蛍光観察の精度 高橋剛史 （新潟大学）

O―３２４ 原発性副甲状腺機能亢進症手術における赤外観察カ
メラシステム PDE―neoⓇ の有効性の検討

山川かほる （亀田総合病院）

第 ５９ 群 遺伝性難聴 （１４：００～１５：００）

座長：野口 佳裕（国際医療福祉大学）茂木 英明（相澤病院）
O―３２５ 難聴遺伝学的検査で原因診断できた家族性難聴家系 石川浩太郎 （障害者リハビリテーショ

ンセンター）

O―３２６ 当科における難聴遺伝子検査結果について 岡 晋一郎 （国際医療福祉大学三田病
院）

O―３２７ 慶應義塾大学臨床遺伝学センター難聴遺伝外来の動
向―難聴における臨床遺伝学の啓発と新規医療への
展望―

山野邉義晴 （慶應義塾大学）

O―３２８ 視覚聴覚二重障害を認めた当科小児症例の検討 有本友季子 （千葉県こども病院）

O―３２９ ミトコンドリア病による成人難聴症例の検討 上原奈津美 （神戸大学）

O―３３０ ミトコンドリア DNAハプログループと聴覚との関
連―岩木健康増進プロジェクトにおける検討―

三浦 栞 （弘前大学）
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第５会場（1F スワン）

第 ６０ 群 上咽頭・中咽頭癌 （９：００～１０：００）

座長：上村 裕和（奈良県立医科大学）佐藤雄一郎（新潟県立がんセンター新潟病院）
O―３３１ 診断までに時間を要した小児上咽頭癌症例 手塚綾乃 （自治医科大学）

O―３３２ 当科における上咽頭癌に対する方針と治療成績：過
去２０年５０例の経験

菊岡祐介 （大阪医科薬科大学）

O―３３３ 中咽頭癌の臨床的検討 木村有貴 （恵佑会札幌病院）

O―３３４ 当院における中咽頭癌の臨床的検討 次郎丸梨那 （九州大学）

O―３３５ 中咽頭癌に対する経口的ロボット支援手術の初期経
験

寺田友紀 （兵庫医科大学）

O―３３６ 手術用顕微鏡システム「オーブアイ」を用いて行っ
た中咽頭癌の拡大扁桃摘出術の１例

桂 裕紀 （倉敷中央病院）

第 ６１ 群 鼻・副鼻腔 症例・腫瘍 （１０：１０～１１：１０）

座長：櫻井 大樹（山梨大学）中川 隆之（京都大学）
O―３３７ 嗅裂に発生した Glomangiopericytomaの１例 坪倉杏奈 （横浜市立大学市民総合医

療センター）

O―３３８ 多発脳神経麻痺を来した翼口蓋窩原発びまん性大細
胞型Ｂ細胞リンパ腫の一例

井田翔太 （群馬大学）

O―３３９ Endoscopic tri―port approach法にて一塊切除した
若年性血管線維腫例

牧原靖一郎 （香川労災病院）

O―３４０ 経鼻内視鏡下頭蓋底手術における鼻中隔粘膜弁の再
挙上

小澤宏之 （慶應義塾大学）

O―３４１ 嗅神経芽細胞腫についての臨床的検討 北田有史 （京都大学）

O―３４２ 当科における鼻副鼻腔内反性乳頭腫に対する内視鏡
下鼻内手術の治療成績

海老原 央 （国保旭中央病院）

第 ６２ 群 診療・キャリア支援 （１４：００～１５：００）

座長：大島 渉（耳鼻咽喉科大島医院）西野 宏（自治医科大学）
O―３４３ 民生用内視鏡とカラーチャートによる画像補正技術

を用いた耳鼻科診療の検討
安齋 崇 （順天堂大学）

O―３４４ 在宅療養支援診療所主治医の耳鼻咽喉科往診診療に
対する意識調査

南 豊彦 （大阪府耳鼻咽喉科医会）

O―３４５ 横浜における耳鼻咽喉科診療所の在宅医療―当院の
過去１７年間のまとめ―

河合 敏 （河合耳鼻咽喉科医院）

O―３４６ 会津地域における耳鼻咽喉科救急受診状況 佐原利人 （虎の門病院）

O―３４７ 精神疾患を有する耳鼻咽喉科患者の入院加療 丸山大輔 （国際医療研究センター国
府台病院）

O―３４８ キャリア支援アンケート結果について―大都市圏と
地方都市の比較―

八木千裕 （新潟大学）
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第６会場（2F Room A）

第 ６３ 群 小児聴覚 （１４：００～１５：００）

座長：大津 雅秀（兵庫県立こども病院）増田佐和子（三重病院）
O―３４９ 先天性サイトメガロウイルス感染症による難聴の臨

床経過に関する検討
春日麻里子 （信州大学）

O―３５０ 先天性サイトメガロウイルス感染症児に対する人工
内耳埋込術の聴取能および語彙能力に関する検討

浦中 司 （東京大学）

O―３５１ 先天性一側性難聴児についての検討 斎藤杏子 （福井大学）

O―３５２ 千葉県における聴覚障害児童生徒への支援体制 仲野敦子 （千葉県こども病院）

O―３５３ 小児難聴言語外来の最近４年間の動向 増田佐和子 （三重病院）

O―３５４ 高度難聴児における読み書き障害が言語発達に与え
る影響の検討

菅谷明子 （岡山大学）

124―334 2021



第７会場（2F Room B―1）

第 ６４ 群 口腔・咽頭１ （９：００～１０：００）

座長：杉田 玄（和歌山県立医科大学）肥後隆三郎（順天堂大学浦安病院）
O―３５５ ウサギ舌下神経麻痺モデルにおける脂肪由来幹細胞

を用いた脂肪注入療法の安全性と実現可能性：A
pilot study

和田明久 （名古屋大学）

O―３５６ 舌下に発生した小児類皮嚢腫例 土井康平 （県立多治見病院）

O―３５７ 味覚異常を訴える高齢者におけるフレイルの実態 任 智美 （兵庫医科大学）

O―３５８ 一般地域住民を対象とした味覚に関する検討―２０１９
年度岩木健康増進プロジェクトの結果から―

清水目奈美 （弘前大学）

O―３５９ アナフィラキシーを呈したリンゴおよび大豆に対す
る花粉食物アレルギーの一例

石野岳志 （広島大学）

O―３６０ 地方における遺伝性血管性浮腫診療の問題点 鈴木祐輔 （山形大学）

第 ６５ 群 口腔・咽頭２ （１０：１０～１１：２０）

座長：千葉伸太郎（太田睡眠科学センター）森田 武志（兵庫県立尼崎総合医療センター）
O―３６１ 内視鏡による扁桃摘出術後創の確認と強調イメージ

ングの有用性の検討
吉田祥徳 （山形県立新庄病院）

O―３６２ ２歳未満のアデノイド切除術および扁桃摘出術の検
討

谷口賢新郎 （東京都立小児総合医療セ
ンター）

O―３６３ 3D顎骨モデルを用いて術式検討を行った茎状突起
過長症例

西 憲祐 （福岡歯科大学）

O―３６４ 数値流体力学による口蓋裂患者の気流解析 九鬼伴樹 （藤田医科大学）

O―３６５ 閉塞性睡眠時無呼吸における扁桃摘出、咽頭拡大術
前後の画像解析

金子政道 （藤田医科大学ばんたね病
院）

O―３６６ OSAS患者に対する CPAP遠隔モニタリング診療の
有用性

高波貴司 （舞鶴共済病院）

O―３６７ 富士山における睡眠時無呼吸症候群と急性高山病と
の関連について

井出里香 （東京都立大塚病院）

第 ６６ 群 口腔・咽頭３ （１４：００～１５：００）

座長：大脇 成広（滋賀医科大学）千年 俊一（久留米大学）
O―３６８ 咽後膿瘍が疑われた化膿性脊椎炎の一例 丹羽一友 （横浜労災病院）

O―３６９ 難治性咽頭炎を契機に診断された薬剤性過敏症候群
DIHSの一例

小林大介 （伊勢赤十字病院）

O―３７０ 口腔咽喉頭の単純ヘルペスウイルス初感染症２４例の
検討

大塚雄一郎 （千葉市立海浜病院）

O―３７１ 特発性非炎症性輪状咽頭筋ミオパチーの免疫組織化
学による病理学的検討

門園 修 （東京女子医科大学八千代
医療センター）

O―３７２ 扁桃周囲膿瘍の検討 植田寛之 （熊本労災病院）

O―３７３ 当科における扁桃周囲膿瘍症例の検討 小佐井真梨 （横浜南共済病院）
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第８会場（2F Room B―2）

第 ６７ 群 喉頭研究 （９：００～１０：００）

座長：金子 賢一（長崎大学／済生会長崎病院）喜友名朝則（琉球大学）
O―３７４ ハイスピードカメラ、EGG等で判断した４声区の

ボイスマップ E―L（Voice Range Map）と内喉頭筋
活動について

斉田晴仁 （さいだ耳鼻咽喉科クリニ
ック）

O―３７５ ヒト声帯粘膜の組織幹細胞―代謝プログラムによる
幹細胞機能の制御―

佐藤公則 （久留米大学）

O―３７６ ラット培養声帯線維芽細胞に対するエストラジオー
ルの抗線維化作用

小澤聡美 （京都府立医科大学）

O―３７７ イヌ声帯粘膜切除モデルに対する PGAシート貼付
の有用性の検討

三橋亮太 （久留米大学）

O―３７８ 放射線照射による声帯の線維化 谷上由城 （京都大学）

O―３７９ ラット声帯損傷モデルにおけるピオグリタゾンおよ
びフェドラチニブの影響

椛 慎治 （京都大学）

第 ６８ 群 鼻・副鼻腔 研究１ （１０：１０～１１：２０）

座長：奥谷 文乃（高知大学）志賀 英明（金沢医科大学）
O―３８０ ヒト鼻粘膜での嗅細胞の分布ならびに細胞動態の検

討―嗅覚を温存する理想的な ESSを目指して―
Hang Bin （東京大学）

O―３８１ 蛍光プローブによる嗅粘膜の迅速イメージング 西嶌大宣 （東京大学）

O―３８２ コラーゲンビトリゲル膜を用いたヒト iPS細胞由来
気道上皮細胞のラット鼻腔への移植

桑田文彦 （京都大学）

O―３８３ 上気道炎症に対する ω3脂肪酸代謝物 17、18―
EpETEの抑制作用

原 思織 （滋賀医科大学）

O―３８４ 無莢膜型肺炎球菌の仔マウス鼻腔への保菌、排菌、
伝播能の検討

酒谷英樹 （和歌山県立医科大学）

O―３８５ 受動喫煙仔マウスモデルにおける肺炎球菌伝播と粘
液分泌の検討

村上大地 （和歌山県立医科大学）

O―３８６ 肺炎球菌感染症における自然免疫の核酸認識機構の
役割について

河野正充 （和歌山県立医科大学）
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第 ６９ 群 鼻・副鼻腔 研究２ （１４：００～１５：００）

座長：戸嶋 一郎（滋賀医科大学）山田武千代（秋田大学）
O―３８７ 舌下免疫療法の治療効果に関与する唾液マイクロバ

イオームの同定
岡 愛子 （国際医療福祉大学）

O―３８８ スギ花粉舌下免疫療法によるMemory CD4＋T細胞
のアポトーシス誘導

新井宏幸 （滋賀医科大学）

O―３８９ ハウスダストアレルゲンが鼻粘膜上皮バリアに与え
る影響

扇 和弘 （福井大学）

O―３９０ In Vitroにおける Th2型サイトカイン産生に対する
ケルセチンの効果

田中義人 （昭和大学）

O―３９１ 洗剤暴露による気道上皮細胞からの IL―33放出は２
型アレルギー反応を惹起する

大原賢三 （旭川医科大学）

O―３９２ 好酸球と鼻茸線維芽細胞の細胞間相互作用における
エクソソームの役割について

清水志乃 （滋賀医科大学）
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XVⅠ ｅ―ポスター
P 第 １ 群 耳管・顔面神経・人工内耳

座長：松本 希（九州大学）
P―００１ 当科専門外来における未成年者の耳管開放症の検討 新藤秀史 （日本大学）

P―００２ 当科における顔面神経減荷術 芳川瑛久 （順天堂大学）

P―００３ 瞬目顔面筋反射による病的共同運動早期診断の検討 大田重人 （兵庫医科大学）

P―００４ 小児蝸牛型耳硬化症に対して両側人工内耳手術を施
行した一例

小路永聡美 （長崎大学）

P―００５ １８歳以上で人工内耳を受けた先天性難聴２９例 吉田晴郎 （長崎大学）

P―００６ 人工内耳手術を施行した脳表ヘモジデリン沈着症の
一例

松本昌宏 （滋賀県立総合病院）

P 第 ２ 群 中耳手術
座長：森田 由香（新潟大学）

P―００７ 当科における bFGF製剤を用いた鼓膜穿孔閉鎖の検
討

荒井真木 （浜松医療センター）

P―００８ 当科における先天性真珠腫症例 坪田雅仁 （帝京大学溝口病院）

P―００９ 当科における先天性真珠腫症例の検討 福田航平 （筑波大学）

P―０１０ アブミ骨手術を契機に遺伝学的検査を施行した van
der Hoeve症候群例

竹内拓馬 （愛知医科大学）

P―０１１ 外耳・中耳奇形を認めた Fraser症候群の一例 大江健吾 （大阪赤十字病院）

P―０１２ スキャッタグラムを用いた中耳術後聴力評価 美内慎也 （兵庫医科大学）

P 第 ３ 群 中耳炎・外耳炎
座長：佐々木 亮（弘前大学）

P―０１３ 気管支喘息合併好酸球性中耳炎に対する Dupi-
lumabの臨床経過

浜本真一 （川崎医科大学）

P―０１４ 診断が遅れた ANCA関連血管炎性中耳炎（OMAAV）
の一例

木原千春 （長崎大学）

P―０１５ ANCA関連血管炎性中耳炎の当院での経験 鈴木宏隆 （日本医科大学）

P―０１６ 急性中耳炎の鼓膜所見スコア化の試案 上出洋介 （かみで耳鼻咽喉科クリニ
ック）

P―０１７ 診断に難渋した頭蓋底骨髄炎の１例 岡上雄介 （天理よろづ相談所病院）

P―０１８ Mycobacterium abscessusによる難治性外耳炎の一
例

山本 聡 （京都第一赤十字病院）
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P 第 ４ 群 内耳臨床
座長：佐野 肇（北里大学）

P―０１９ 新規 OTOF遺伝子が原因と考えられた Auditory
neuropathy spectrum disorderの一例

杉本賢文 （名古屋大学）

P―０２０ 突発性難聴（治療前平均聴力レベル；PTA≧104
dB）の治療成績と予後因子について

河野敏朗 （西横浜国際総合病院）

P―０２１ 突発性難聴に対する二次治療としてステロイド鼓室
内注入の有用性に関する検討

小松原靖聡 （姫路赤十字病院）

P―０２２ 加齢による聴力正常者の語音聴力変化 藤井まゆみ （藤井クリニック）

P―０２３ 急性感音難聴を契機に発見された、ブタ連鎖球菌に
よる細菌性髄膜炎の１例

小森 岳 （金沢大学）

P―０２４ 当院における先天性サイトメガロウイルス感染症へ
の対応

木村優介 （日本大学）

P 第 ５ 群 平衡１
座長：小川 恭生（東京医科大学八王子医療センター）

P―０２５ 三次元 videooculographyによるガルバニック前庭
刺激で誘発された眼球運動所見の解析

沖中洋介 （山口大学）

P―０２６ videooculographyにおける眼振の定量化精度向上へ
の課題

橋本 誠 （山口大学）

P―０２７ 視覚・回転同時刺激によって生じる主観的感覚の強
さと関連する大脳皮質領域の検討

高倉大匡 （富山大学）

P―０２８ 耳鼻咽喉科入院患者における DHIスコアに影響を
与える因子の検討

木村俊哉 （日本赤十字社和歌山医療
センター）

P 第 ６ 群 平衡２
座長：藤坂実千郎（富山大学）

P―０２９ 診断に５年を要した red ear syndromeを伴った前
庭性片頭痛症例

金田将治 （東海大学）

P―０３０ めまい自覚症状と生活習慣についての検討―新型コ
ロナウイルス（COVID―19）感染拡大前との比較―

角田玲子 （目白大学）

P―０３１ ムンプス難聴と平衡機能障害 塚田景大 （信州大学）

P―０３２ 突発性反復性めまい疾患の鑑別について―特に頸部
エコーおよび内耳造影MRIを使用して

車 哲成 （愛知医科大学）

P―０３３ 外来診療での Head impulse testの再評価 大木雅文 （埼玉医科大学総合医療セ
ンター）
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P 第 ７ 群 耳研究１
座長：広瀬 敬信（山口大学）

P―０３４ 新たな補聴デバイスの開発と挑戦 古田一郎 （京都大学）

P―０３５ 聴覚モデルとしてみた病的音声の深層学習 藤村真太郎 （京都大学）

P―０３６ iPhoneを用いた新たな顔面神経麻痺の解析法 長谷部孝毅 （天理よろづ相談所病院）

P―０３７ ゾレドロネートによる蝸牛シナプスの再生 百束 紘 （横須賀共済病院）

P―０３８ マウス蝸牛器官培養系におけるインスリン様成長因
子１によるリボンシナプスの維持に関する検討

高 麗 （京都大学）

P―０３９ iPS細胞由来気道上皮細胞を用いた中耳粘膜移植を
目指す基礎的検討

多田剛志 （京都大学）

P 第 ８ 群 耳研究２
座長：伊藤 卓（東京医科歯科大学）

P―０４０ 聴覚細胞に過興奮性細胞死を起こすエクソソーム
miRNA let―7bがミスマッチ陰性電位に及ぼす影響

林 賢 （神尾記念病院）

P―０４１ 卵形嚢培養細胞における小胞体ストレス誘導性細胞
死とエクソソームによる細胞間コミュニケーション

河野 航 （日本大学）

P―０４２ 培養卵形嚢を用いたフルクトースによる AGE産生
モデルの作成の検討

狩野有加莉 （山口大学）

P―０４３ ピロロキノリンキノン（PQQ）の蝸牛細胞株の老
化モデルにおけるミトコンドリア機能の保護効果

鴨頭 輝 （東京大学）

P 第 ９ 群 耳研究３
座長：藤田 岳（神戸大学）

P―０４４ STRC遺伝子 knock outゼブラフィッシュの作成に
ついて

岩本 文 （山口大学）

P―０４５ 小脳と内耳における Atoh1エンハンサーの役割 楯谷智子 （京都先端科学大学）

P―０４６ 鳥類蝸牛有毛細胞再生初期過程における支持細胞活
性化機構の探索

松永麻美 （京都大学）

P―０４７ Gne V572L点変異マウスにおける聴覚障害の病態 康本明吉 （京都大学）

P―０４８ マウスの聴覚―視覚連想記憶形成に重要な役割を果
たすクラスター型プロトカドヘリン α

山岸達矢 （新潟大学）
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P 第 １０ 群 鼻・副鼻腔 嗅覚・アレルギー
座長：横井 秀格（杏林大学）

P―０４９ 中枢性と感冒後の嗅覚障害診断における嗅上皮タリ
ウムイメージング

志賀英明 （金沢医科大学）

P―０５０ 匂いの感じ方にかかわる嗅粘液因子の探索 白井智大 （花王株式会社）

P―０５１ 好酸球性副鼻腔炎の重症度分類と術前嗅覚障害の程
度に関する検討

松元隼人 （鹿児島大学）

P―０５２ スギ花粉新規感作群における腸内細菌叢の α 多様
性の検討

山口大夢 （弘前大学）

P―０５３ 京都府下におけるスギ・ヒノキ花粉飛散の検討 浜 雄光 （浜耳鼻咽喉科医院）

P―０５４ 好酸球性副鼻腔炎に対する Dupilumabの使用経験 雑賀太郎 （川崎医科大学）

P 第 １１ 群 鼻・副鼻腔 手術・症例
座長：菊地 茂（埼玉医科大学総合医療センター）

P―０５５ 再手術を要する好酸球性副鼻腔炎の増悪因子 齋藤孝博 （兵庫医科大学）

P―０５６ 外傷性視神経症に対しステロイドパルス後に経鼻的
内視鏡下視神経管開放術を施行した１例

三橋泰仁 （福岡大学）

P―０５７ 外科的切除が有効であった鈎状突起―中鼻甲介間の
粘膜接触点頭痛の一例

小川 慶 （東京逓信病院）

P―０５８ 手術前の呼吸機能検査で異常を認めた鼻副鼻腔手術
症例の検討

川島佳代子 （大阪はびきの医療センタ
ー）

P―０５９ 開頭術後に遅延発症した前頭洞炎に対する術式選択
の検討

平位知久 （県立広島病院）

P―０６０ 頭蓋内・経蝶形骨洞アプローチで瘻孔を閉鎖しえた
外傷性再発性髄液漏の一例

安田佳織 （京都医療センター）

P 第 １２ 群 鼻・副鼻腔 炎症・腫瘍・その他
座長：後藤 穣（日本医科大学）

P―０６１ 蝶形骨洞から進展したスエヒロタケ（Schizophyllum
commune）による中枢神経系真菌症例

大塚康司 （東京医科大学茨城医療セ
ンター）

P―０６２ 慢性浸潤性副鼻腔真菌症例 赤松摩紀 （国際医療福祉大学成田病
院）

P―０６３ 上顎洞血瘤腫の５例 佐藤尊陽 （東京医科歯科大学）

P―０６４ 視力障害を契機に発見された副鼻腔由来前頭蓋底嚢
胞の１例

野山和廉 （岡山済生会総合病院）

P―０６５ 副鼻腔炎疑いで紹介となったくも膜下出血の２症例 青井典明 （島根大学）

日耳鼻 124―341



P 第 １３ 群 口腔・咽頭１
座長：高北 晋一（耳鼻咽喉科たかきたクリニック）

P―０６６ 咽頭弁形成が有用であった軟口蓋多形腺腫例 平塚康之 （大阪赤十字病院）

P―０６７ 新生児期に経口的手術を行った舌根部甲状舌管嚢胞
の３症例

須藤 敏 （沖縄県立中部病院）

P―０６８ Pierre Robin sequence症例 篠原 宏 （河北総合病院）

P―０６９ 硬化療法にて止血した咽頭血管奇形の２例 伊藤彩子 （関東労災病院）

P―０７０ 診断困難であった粘膜類天疱瘡の２症例 清水藍子 （岡山大学）

P 第 １４ 群 口腔・咽頭２
座長：大堀純一郎（鹿児島大学）

P―０７１ 舌内に迷入したピアスを摘出した１例 溝上雄大 （小田原市立病院）

P―０７２ 中咽頭悪性腫瘍を疑わせた RPR陰性、TP陽性の早
期梅毒第１期症例

伊藤和行 （松江赤十字病院）

P―０７３ 診断に苦慮した舌炎の１例 宮城慎平 （福岡大学）

P―０７４ 茎状突起過長による両側内頸動脈解離例 福家智仁 （伊勢赤十字病院）

P 第 １５ 群 口腔・咽頭３
座長：林 達哉（旭川医科大学）

P―０７５ 舌痛症例の臨床的検討 山村幸江 （東京女子医科大学）

P―０７６ 頬部腫脹により発見された木片異物例 三浦怜央 （日本大学）

P―０７７ 耳鼻咽喉科領域の異物症に関する検討 田浦政彦 （福岡大学）

P―０７８ 日本耳鼻咽喉科学会会員を対象とした性感染症に関
するアンケート調査

余田敬子 （東京女子医科大学東医療
センター）

P 第 １６ 群 頭頸部癌 鼻・副鼻腔１
座長：三浦 弘規（国際医療福祉大学三田病院）

P―０７９ 鼻中隔より発生し両側鼻腔内に進展した gloman-
giopericytomaの一例

原田英誉 （日本大学）

P―０８０ 当科で経験した鼻副鼻腔 Glomangiopericytomaの２
症例

三浦拓也 （獨協医科大学）

P―０８１ 局所進行鼻副鼻腔扁平上皮癌に対する TPF同時併
用化学放射線治療の効果

宇野女亜香里 （岐阜大学）

P―０８２ 当科における鼻副鼻腔扁平上皮癌症例の検討 平野 隆 （大分大学）

P―０８３ 内頸動脈系から栄養される鼻副鼻腔癌症例の検討 黒木 将 （岐阜大学）
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P 第 １７ 群 頭頸部癌 鼻・副鼻腔２
座長：中平 光彦（埼玉医科大学国際医療センター）

P―０８４ 他臓器癌が鼻副鼻腔に転移した３症例 佐藤廣仁 （福島県立医科大学）

P―０８５ Human papillomavirus―related multiphenotypic si-
nonasal carcinomaの一例

森田 勲 （日本赤十字社和歌山医療
センター）

P―０８６ 急速増大により上気道狭窄を来した鼻腔未分化癌の
１例

苦瓜治彦 （東京医科歯科大学）

P―０８７ 化学放射線療法で完全奏功が得られた鼻腔小細胞進
行癌例

吉村太一 （横須賀共済病院）

P 第 １８ 群 頭頸部癌 上咽頭・中咽頭
座長：脇坂 尚宏（金沢大学）

P―０８８ 段階的切除術を行った広汎な同時重複中下咽頭・喉
頭・口腔表在癌の１例

近藤律男 （都立駒込病院）

P―０８９ 上咽頭脂肪腫の１例 塚田弥生 （黒部市民病院）

P―０９０ 経鼻内視鏡下切除を行った上咽頭 Nasopharyngeal
papillary adenocarcinoma例

村上亮介 （日本医科大学）

P―０９１ 中咽頭扁平上皮癌の臨床的検討 日比裕之 （昭和大学）

P―０９２ 当院における中咽頭癌の HPV陽性率についての検
討

上村健太 （大阪市立大学）

P 第 １９ 群 頭頸部癌 口腔
座長：嶋根 俊和（昭和大学）

P―０９３ 当センターにおける舌喉頭全摘出術症例の検討 櫛橋幸民 （国際医療福祉大学三田病
院）

P―０９４ 下顎区域切除術症例の臨床的検討 江川峻哉 （昭和大学）

P―０９５ 頬脂肪体弁を用いて再建した早期口腔癌について 宮崎拓也 （小倉記念病院）

P―０９６ ステノン管原発が疑われた頬部扁平上皮癌の１例 宮部祥悟 （滋賀県立総合病院）

P―０９７ 口腔癌皮弁再建術後に皮弁上に発癌した２症例 道田哲彦 （神戸市立医療センター中
央市民病院）

P 第 ２０ 群 甲状腺・副甲状腺１
座長：門田 伸也（四国がんセンター）

P―０９８ 妊娠中に急速進行した甲状腺濾胞癌遠隔転移例 野内 舞 （東京都立多摩総合医療セ
ンター）

P―０９９ 非反回下喉頭神経を伴った甲状腺乳頭癌の１例 横山侑哉 （小牧市民病院）

P―１００ 右側頸部に生じた異所性甲状腺乳頭癌の１例 川浦 僚 （大垣市民病院）

P―１０１ 小児甲状腺濾胞癌の１症例 土井紗衣 （小牧市民病院）

P―１０２ 甲状腺濾胞腺腫の術後１５年で判明した転移性甲状腺
濾胞癌の診断にタリウムシンチグラフィが有用であ
った１例

小藤 望 （倉敷中央病院）

P―１０３ 甲状腺良性腫瘍に対する内視鏡補助下甲状腺手術
（VANS法）における learning curveの評価

武田早織 （和歌山県立医科大学）
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P 第 ２１ 群 甲状腺・副甲状腺２
座長：中溝 宗永（東京女子医科大学）

P―１０４ 当科における甲状腺癌に対するレンバチニブの臨床
的検討

倉田馨介 （静岡県立総合病院）

P―１０５ 甲状腺乳頭癌術後外来 RAIアブレーションについ
ての検討

武田浩暉 （大阪急性期・総合医療セ
ンター）

P―１０６ 甲状腺腫瘍における気道確保の検討 竹林慎治 （神戸市立医療センター中
央市民病院）

P―１０７ 粘液水腫に伴う上気道閉塞を来した慢性甲状腺炎の
１例

辻 拓也 （京都医療センター）

P―１０８ 当院における副甲状腺癌の検討 鶴田智士 （倉敷中央病院）

P 第 ２２ 群 頭頸部癌 下咽頭・喉頭・唾液腺
座長：別府 武（埼玉県立がんセンター）

P―１０９ 唾液腺導管癌症例の臨床的検討 山口裕貴 （浜松医科大学）

P―１１０ 多形腺腫由来癌肉腫の１例 中野貴史 （千鳥橋病院）

P―１１１ 左顎下腺に発生した Sialolipomaの一例 谷口貴哉 （伊勢赤十字病院）

P―１１２ 遊離空腸移植後、腸間膜リンパ節転移を来した下咽
頭癌手術の１例

山田達彦 （岐阜大学）

P―１１３ 当科における下咽頭扁平上皮癌再発転移症例の臨床
的検討

打田義則 （福岡大学）

P―１１４ 喉頭癌症例の臨床的検討 川畠雅樹 （鹿児島大学）

P 第 ２３ 群 頭頸部癌 リンパ腫・その他
座長：松塚 崇（朝日大学）

P―１１５ 副咽頭間隙に発生したびまん性大細胞型Ｂ細胞悪性
リンパ腫（Diffuse large B cell lymphoma）の２症
例

福本一郎 （千葉大学）

P―１１６ 当院５年間における悪性リンパ腫症例の検討 陶 美梨 （順天堂大学練馬病院）

P―１１７ 著明な 痛により診断し得た悪性末梢神経鞘腫
（MPNST）の２例

溝口由丸 （東京医科歯科大学）

P―１１８ 耳下腺・頸部リンパ節転移を認めた眼瞼結膜原発扁
平上皮癌の一例

小紫彩奈 （滋賀県立総合病院）

P―１１９ 5―Fluorouracilにより門脈ガス血症と高アンモニア
血症を来した１例

桑原 優 （名古屋大学）
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P 第 ２４ 群 頭頸部癌 免疫チェックポイント阻害薬
座長：小野 剛治（久留米大学）

P―１２０ 当科における免疫チェックポイント阻害薬治療の臨
床的検討

高田晋明 （兵庫県立尼崎総合医療セ
ンター）

P―１２１ 頭頸部癌における腫瘍浸潤免疫細胞タイプと ICI効
果の相関性

黒瀬 誠 （札幌医科大学）

P―１２２ Ipilimumab＋nivolumab併用療法後に複数の irAE
が出現した１例

森山宗仁 （大分大学）

P―１２３ 当科における再発・転移頭頸部癌および悪性黒色腫
に対する Nivolumabの使用経験

宇野大祐 （金沢大学）

P 第 ２５ 群 頭頸部癌 臨床
座長：上田 勉（広島大学）

P―１２４ 当院における再発頭頸部癌患者の検討 大谷俊陽 （日本赤十字社和歌山医療
センター）

P―１２５ 当科における後期高齢者頭頸部癌根治手術例の術後
経過の検討

石田宏規 （日本赤十字社和歌山医療
センター）

P―１２６ 頭頸部癌における放射線治療および化学放射線療法
後の突然死例の検討

永野広海 （鹿児島大学）

P―１２７ 頭頸部癌再建術後における予防抗菌薬適正使用と合
併症の検討

玉川俊次 （和歌山県立医科大学）

P―１２８ 頭頸部癌における喫煙率と禁煙治療の試み 坂東伸幸 （北斗病院）

P 第 ２６ 群 頭頸部 炎症
座長：鈴木 真輔（秋田大学）

P―１２９ 抜歯後の感染から広範な皮膚壊死を来した頸部壊死
性筋膜炎の一例

江藤杏奈 （京都大学）

P―１３０ ECMO導入し手術を行った深頸部膿瘍の一例 川崎裕正 （群馬大学）

P―１３１ 若年で発症した Lemierre症候群の１例 宮本真衣 （和歌山県立医科大学）

P―１３２ 悪性疾患との鑑別を要する胸鎖乳突筋の増殖性筋炎
の２例

大内俊孝 （日本大学）

P 第 ２７ 群 頭頸部 研究１
座長：金澤 丈治（自治医科大学）

P―１３３ Deep Learningを活用した咽喉頭悪性病変の深達度
診断

弓井康平 （広島大学）

P―１３４ 頭頸部癌化学放射線療法後に撮像した PET―CTに
よる予後予測の検討

浜口清海 （神戸市立医療センター中
央市民病院）

P―１３５ 頭頸部扁平上皮癌の癌微小環境における AEBP1の
解析

萬 顕 （札幌医科大学）

P―１３６ HPV非関連進行咽頭癌における HIF―1α 発現と予
後

安慶名信也 （琉球大学）

P―１３７ BP180は頭頸部扁平上皮癌の予後因子 孟 雪 （順天堂大学）
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P 第 ２８ 群 頭頸部 研究２
座長：益田 宗幸（九州がんセンター）

P―１３８ 頭頸部扁平上皮癌における網羅的メタボローム解析 大橋敏充 （岐阜大学）

P―１３９ 水酸化酵素 PLOD2による Integrinβ1安定化を介し
た口腔扁平上皮癌浸潤・転移制御機構

植木雄志 （新潟大学）

P―１４０ HPV関連頭頸部癌における標的分子の探索 近藤俊輔 （琉球大学）

P―１４１ ナノスーツ法を用いた頭頸部乳頭腫組織の検討 山田智史 （浜松医科大学）

P―１４２ HPV関連頭頸部癌に対する Cannabidiol（CBD）の
作用

戎本浩史 （東海大学）

P 第 ２９ 群 喉頭・気管 臨床１
座長：西澤 典子（北海道大学）

P―１４３ 当院で診断に難渋した喉頭クリプトコッカス症の１
例

東内和也 （名古屋大学）

P―１４４ Saccular cystと鑑別を要した鰓裂嚢胞の２例 井上剛志 （成育医療研究センター）

P―１４５ 当院にて喉頭ファイバーを用いて上気道評価を行っ
た１歳未満の児の検討

市原寛子 （賛育会病院）

P―１４６ 局所麻酔下声帯内注入術中におけるバイタルサイン
の統計学的検討

長谷川智宏 （国際医療福祉大学）

P 第 ３０ 群 喉頭・気管 臨床２
座長：多田 靖宏（福島赤十字病院）

P―１４７ 片側声帯麻痺に対し喉頭枠組み手術の再手術を行っ
た症例の検討

水野敬介 （京都大学）

P―１４８ 頸部気管に発生したMALTリンパ腫の１例 森田真美 （大津赤十字病院）

P―１４９ 外科的気管切開術後に両側性気胸を来した一例 関野恵里子 （昭和大学）

P―１５０ COVID―19感染後の気道狭窄にトラフメソッドを用
いて気道再建した症例

石水瑛理奈 （順天堂大学浦安病院）

P 第 ３１ 群 喉頭・気管 研究
座長：片田 彰博（旭川医科大学）

P―１５１ 気管線毛上皮における平面内細胞極性の検討 大八木誠児 （京都大学）

P―１５２ ヒト iPS細胞由来気道上皮の移植前後における細胞
特性に関する検討

林 泰之 （京都大学）

P―１５３ 反回神経切除ラットに対する神経架橋における至適
モデルの検討

御子柴郁夫 （日本大学）

P―１５４ In vitro実験系でのラット声帯上皮に対する酸性環
境とペプシンによる影響

児嶋圭介 （京都大学）
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P 第 ３２ 群 声帯・嚥下
座長：堀口 利之（北里大学）

P―１５５ パーキンソン病における嚥下障害 大野慶子 （東京都健康長寿医療セン
ター）

P―１５６ ７０歳以上の高齢者の嚥下障害に関連する入院時疾患
について

前田 優 （高知大学）

P―１５７ 誤嚥防止手術を施行された患者についての検討：レ
セプトデータベースを用いた疫学研究

水野佳世子 （京都大学）

P―１５８ 嚥下障害に対する干渉波刺激装置の使用経験 神戸史乃 （公立置賜総合病院）

P 第 ３３ 群 キャリア・教育
座長：工 穣（信州大学）

P―１５９ 耳鼻咽喉科医のサブスペシャリティに関する意識調
査

高原大輔 （広島大学）

P―１６０ 日本の外科医の産休・育休とキャリア形成―他国と
の比較で明確化された現状と課題

内山美緒 （昭和大学）

P―１６１ 頭頸部手術手技における Lab Trainingの取り組み 奥澤奈緒 （昭和大学）

P―１６２ クリニカル・クラークシップにおける耳鼻咽喉科の
役割の検討

櫻井結華 （東京慈恵会医科大学）
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