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第 71回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会プログラム

特別講演 1 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 13:40～15:00 抄録 p.57

いま医療者に伝えたいこと
総合司会：小川 郁（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）

司会・対談：柳田 邦男
作家、ノンフィクション作家、評論家

演者：アグネス・チャン
歌手、エッセイスト、教育学博士

特別講演 2 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 15:10～16:30 抄録 p.58

【専門医共通講習】その他（専門医としての人間性、社会性向上に資する講習）
両立支援（治療と仕事）：がん治療と仕事の両立～多職種による支援強化に向けて

司会：香取 幸夫（東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
佐々木俊一（日本赤十字社足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

髙橋 都
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部

追加発言：平林かおる 両立支援（治療と仕事）：栃木県での活動
～まちなかメディカルカフェ in 宇都宮～

地方独立行政法人栃木県立がんセンター病理診断科

教育講演 1 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 15:40～16:40 抄録 p.63

【専門医共通講習】感染対策
司会：鈴木 幹男（琉球大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

E1 寄生虫感染症の最近の話題
千種 雄一
獨協医科大学熱帯病寄生虫病学講座
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教育講演 2 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 16:50～17:50 抄録 p.63

司会：河野 辰幸（草加市立病院外科） 【専門医共通講習】医療安全

E2 エビデンスに基づいた患者中心の輸血療法
安村 敏
富山大学附属病院検査・輸血細胞治療部

教育講演 3 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:40～10:40 抄録 p.64

司会：吉崎 智一（金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 耳鼻咽喉科領域講習

E3 悪性リンパ腫をめぐる最近の話題～外科医に知ってほしい悪性リンパ腫の知識～
田丸 淳一、東 守洋、百瀬 修二、山下 高久、増田 渉、菊地 淳、
今田 浩生、川野竜太郎、沢田 圭佑、山崎 真美、伊藤 梢絵、高柳奈津子、
伊藤 朋実
埼玉医科大学総合医療センター病理部（病理診断科）

シンポジウム 1 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 1日目 11 月 28 日（木） 8:50～10:20 抄録 p.67

安全な気管切開の方法とその管理（成人） 耳鼻咽喉科領域講習
司会：岸本 誠司（亀田総合病院頭頸部外科）

橋本 省（国立病院機構仙台医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

S1-1 気管切開に関する死亡事故回避～事故調・提言書分析部会員を経験して
塚原 清彰
東京医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野

S1-2 気管切開術―安全な管理を導けるコツはなにか
藤本 保志、横井 麻衣、平松真理子、向山 宣昭、丸尾 貴志、曾根三千彦
名古屋大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

S1-3 ICUにおける安全な気管切開管理：施行側＆トラブル対応の立場から
今泉 均
東京医科大学麻酔科学講座・集中治療部

S1-4 外科的気道確保術の新たな選択肢―輪状軟骨開窓術―
鹿野 真人
大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科
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シンポジウム 2 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:30～12:00 抄録 p.69

安全な気管切開の方法とその管理（小児） 耳鼻咽喉科領域講習
司会：湯本 英二（朝日野総合病院耳鼻咽喉科）

梅﨑 俊郎（福岡山王病院音声・嚥下センター）

S2-1 乳幼児に対する気管切開とその管理
前田 貢作、森田 圭一、福澤 宏明、河原 仁守、 島 由友、横井 暁子
兵庫県立こども病院小児外科

S2-2 安全な小児の気管切開のための心がけと工夫開窓形としてのStarplasty 法
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

S2-3 当科での小児気管切開術―安全面に配慮した手術方法―
阿久津 誠、後藤 一貴、今野 渉、中島 逸男、平林 秀樹
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

S2-4 小児の気管切開の管理とカニューレの選択
守本 倫子
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科

シンポジウム 3 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:30～12:00 抄録 p.71

気道外傷 外科領域講習
司会：千田 雅之（獨協医科大学呼吸器外科学講座）

梅野 博仁（久留米大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

S3-1 喉頭外傷の治療
畠山 博充1）、小松 正規1）、折舘 伸彦2）、溝口 兼司3）、佐野 大祐2）、磯野 泰大1）

1）横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科
2）横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）北海道大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

S3-2 喉頭軟骨骨折の外科的対応
千年 俊一、佐藤 公則、田中久一郎、深堀光緒子、栗田 卓、末吉慎太郎、
佐藤 文彦、小野 剛治、梅野 博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

S3-3 当科における胸部呼吸器外傷の治療経験―気管・気管支損傷と肺損傷との比較―
前田寿美子、梅田 翔太、有賀 健仁、西平 守道、荒木 修、苅部 陽子、
千田 雅之
獨協医科大学呼吸器外科学講座
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S3-4 外傷性気管・気管支損傷の治療経験
田中 教久、中島 崇裕、和田 啓伸、伊藤 祐輝、小野里優希、松本 寛樹、
海寳 大輔、椎名 裕樹、佐田 諭己、山本 高義、坂入 祐一、鈴木 秀海、
吉野 一郎
千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学

シンポジウム 4 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 14:00～15:30 抄録 p.73

気道・食道異物 後世に伝えたい技
司会：内藤 健晴（藤田医科大学看護専門学校）

金子 公一（光南病院）

S4-1 耳鼻咽喉科医としての心構え
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

S4-2 咽頭・喉頭・食道異物に対する経鼻的内視鏡（ビデオエンドスコープ）下異物摘出術
佐藤 公則
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

S4-3 気道・食道異物摘出術 医育機関の立場から
後藤 一貴、阿久津 誠、平林 秀樹
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

S4-4 硬性気管支鏡を用いた気道異物摘出術の実際
古川 欣也1）、小野祥太郎1）、矢崎 裕紀1）、中嶋 英治1）、池田 徳彦2）

1）東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科
2）東京医科大学呼吸器甲状腺外科

S4-5 消化管内視鏡による食道異物摘出の工夫
島田 英雄1）、西 隆之1）、千野 修2）、葉梨 智子2）、田島 隆行2）、山本壮一郎3）、
数野 暁人3,4）、小澤 壮治4）、幕内 博康3）

1）東海大学大磯病院外科
2）東海大学東京病院外科
3）東海大学八王子病院外科
4）東海大学医学部消化器外科

シンポジウム 5 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 8:00～9:30 抄録 p.75

下咽頭頸部食道癌の切除と再建
司会：朝戸 裕貴（獨協医科大学形成外科学）

丹生 健一（神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

S5-1 当科における下咽頭癌に対する治療戦略
今野 渉
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
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S5-2 下咽頭頸部食道癌に対する手術的アプローチ
四宮 弘隆、手島 直則、大月 直樹、丹生 健一
神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

S5-3 遊離空腸移植による頸部食道再建の実際
梅川 浩平1）、朝戸 裕貴1）、鈴木 康俊2）、福田 憲翁3）、藤澤 大輔1）、倉林 孝之2）、
今西 理也1）、高田 悟朗4）、菅 剛史3）

1）獨協医科大学形成外科学
2）獨協医科大学埼玉医療センター形成外科
3）山形大学医学部附属病院形成外科
4）足利赤十字病院形成外科

S5-4 下咽頭頸部食道癌の手術治療に伴い発展したチーム医療のあり方
井上要二郎1）、福島 淳一1）、池部 正彦2）、森田 勝2）、藤 也寸志2）、益田 宗幸3）、
檜垣雄一郎3）、藤 賢史3）、竹之山光広4）、山口 正史4）、藤田 博正5）、清川 兼輔6）、
田中 寿明7）、梅野 博仁8）

1）国立病院機構九州がんセンター形成外科
2）国立病院機構九州がんセンター消化管外科
3）国立病院機構九州がんセンター頭頸科
4）国立病院機構九州がんセンター呼吸器腫瘍科
5）新武雄病院外科
6）久留米大学形成外科・顎顔面外科
7）久留米大学消化器外科
8）久留米大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

シンポジウム 6 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 10:50～12:20 抄録 p.77

進行食道癌に対する集学的治療
～サルベージ手術とコンバージョン手術の意義～

外科領域講習

司会：加藤 広行（桐生厚生総合病院外科）
竹内 裕也（浜松医科大学外科学第二講座）

S6-1 胸部食道癌に対する根治的化学放射線療法後のサルベージ手術と
コンバージョン手術の意義とアウトカム
佐藤 弘、宮脇 豊、藤原 直人、椙田 浩文、合川 公康、桜本 信一、
岡本 光順、山口 茂樹、小山 勇
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科

S6-2 食道癌に対するサルベージ手術の適応と成績
渡邊 雅之、大竹 玲子、上月亮太郎、高橋 慶太、問端 輔、岡村 明彦、
今村 裕
がん研有明病院消化器外科
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S6-3 当院における salvage 食道切除術の工夫と成績
藤田 武郎1）、佐藤 和磨1）、平野 佑樹1）、藤原 尚志1）、小島 隆嗣2）、秋元 哲夫3）、
藤井 誠志4）、大幸 宏幸1）

1）国立がん研究センター東病院食道外科
2）国立がん研究センター東病院消化管内科
3）国立がん研究センター東病院放射線治療科
4）国立がん研究センター東病院病理診断部

S6-4 Salvage 手術としての気管合併切除、縦隔気管孔造設術
山﨑 誠、牧野 知紀、田中 晃司、山下公太郎、土岐祐一郎
大阪大学大学院消化器外科

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会ジョイントパネルディスカッション
第 1会場（1階 平安の間AB）

第 1日目 11 月 28 日（木） 16:00～17:30 抄録 p.83

嚥下障害患者の連携医療 病院、診療所、在宅
司会：兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

一和多俊男（東京医科大学八王子医療センター呼吸器内科）

JP-1 誤嚥性肺炎は病態と対策―上気道反射とポリファーマシー―
寺本 信嗣
東京医科大学八王子医療センター呼吸器内科

JP-2 嚥下障害の病態と院内対策連携チーム
海老原 覚
東邦大学大学院医学研究科リハビリテーション医学講座

JP-3 嚥下障害患者の連携医療～急性期病院・地域医療支援病院の立場から～
木村百合香
東京都保健医療公社荏原病院

JP-4 嚥下障害患者の連携医療：大学病院としての取り組み
今泉 光雅
福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

JP-5 嚥下障害患者の連携医療 診療所、在宅における連携医療
部坂 弘彦
部坂耳鼻咽喉科医院
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パネルディスカッション 1 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 1日目 11 月 28 日（木） 14:30～16:00 抄録 p.85

上気道下気道関連疾患
司会：春名 眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

東田 有智（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科）

P1-1 鼻副鼻腔炎と喘息
知花 和行
獨協医科大学呼吸器・アレルギー内科

P1-2 好酸球性副鼻腔炎に対する抗体療法の展望
岡野 光博
国際医療福祉大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学

P1-3 好酸球性副鼻腔炎の手術療法
都築 建三
兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P1-4 重症喘息の最前線
岩永 賢司、佐野 博幸、佐野安希子、東田 有智
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科

パネルディスカッション 2 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 8:50～10:20 抄録 p.87

咽喉頭診療の最近の話題
司会：塩谷 彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）

田中 康広（獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科）

P2-1 Office surgery としての内視鏡下喉頭手術～成功するためのコツ～
多田 靖宏
福島赤十字病院耳鼻咽喉科嚥下・ボイスセンター

P2-2 咽喉頭表在癌診療～最新のエビデンスに基づいた消化器内科医の役割～
郷田 憲一1）、阿部圭一朗1）、金森 瑛1）、鈴木 統裕1）、陣内 秀仁1）、有阪 高洋1）、
菅谷 武史1）、土田 幸平1）、富永 圭一1）、眞島 雄一1）、飯島 誠1）、入澤 篤志1）、
今野 渉2）、平林 秀樹2）、春名 眞一2）

1）獨協医科大学内科（消化器）講座
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

P2-3 咽喉頭疾患への低侵襲手術
荒木 幸仁、冨藤 雅之、宇野 光祐、塩谷 彰浩
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

P2-4 細胞増殖因子による声帯の再生医療 up to date
平野 滋
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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パネルディスカッション 3 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 2日目 11 月 29 日（金） 8:00～9:30 抄録 p.89

睡眠呼吸障害―実地医家における睡眠医療の展開―
司会：牧山 清（日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学）

中島 逸男（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

P3-1 「いびきを治したい」方への対処
新谷 朋子
とも耳鼻科クリニック

P3-2 無床診療所における小児OSAの取り扱い
菊池 淳1,2,3）

1）菊池医院
2）愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）愛媛大学病院睡眠医療センター

P3-3 耳鼻科開業医と専門施設・他科との連携
樋上 茂
ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠クリニック

P3-4 耳鼻科診療所における睡眠診療の実際
高島 雅之
たかしま耳鼻咽喉科宇都宮スリープセンター

パネルディスカッション 4 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:30～10:50 抄録 p.91

咽喉頭・気管食道科診療に直結する診断技法
司会：古川 政樹（横浜市立大学名誉教授）

大森 孝一（京都大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P4-1 気管食道領域の超音波診断
古川まどか
神奈川県立がんセンター頭頸部外科

P4-2 気管食道学科領域のCT診断
豊田 圭子
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部

P4-3 食道癌に対する内視鏡診断の精度と課題
中島 政信1）、室井 大人1）、滝瀬 修平1）、藤田 純輝1）、菊池真維子1）、久保 僚1）、
倉山 英豪1）、井原 啓佑1）、志田 陽介1）、森田 信司1）、山口 悟1）、阿部圭一朗2）、
鈴木 統裕2）、郷田 憲一2）、小嶋 一幸1）

1）獨協医科大学第一外科
2）獨協医科大学消化器内科
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P4-4 咽喉頭科診療に直結する内視鏡診断
大上 研二、酒井 昭博、戎本 浩史、槇 大輔
東海大学耳鼻咽喉科

パネルディスカッション 5 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 2日目 11 月 29 日（金） 11:00～12:20 抄録 p.93

頭頸部癌治療の機能温存
司会：林 隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）

辻 裕之（金沢医科大学医学部頭頸部外科学）

P5-1 甲状腺がん手術における喉頭機能温存
門田 伸也
国立病院機構四国がんセンター頭頸科・甲状腺腫瘍科

P5-2 進行舌根癌における喉頭機能温存手術
別府 武、白倉 聡、山田 雅人、杉山 智宣
埼玉県立がんセンター頭頸部外科

P5-3 下咽頭・頸部食道癌に対する喉頭温存手術～その適応と問題点～
松浦 一登
国立がん研究センター東病院頭頸部外科

P5-4 再発進行喉頭癌における機能温存手術
佐藤雄一郎
新潟県立がんセンター新潟病院頭頸部外科

学会臨床研究発表会 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 1日目 11 月 28 日（木） 13:50～14:20 抄録 p.99

司会：藤 也寸志（国立病院機構九州がんセンター消化管外科）

SC-1 咽頭・喉頭・気管狭窄に関する全国疫学調査
岸本 曜1）、水野佳世子1）、平林 秀樹2）、古川 欣也3）、守本 倫子4）、前田 貢作5）、
金子 公一6）、大森 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・頭頸部外科学教室
3）東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野
4）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
5）兵庫県立こども病院小児外科
6）東邦大学医療センター大森病院呼吸器外科
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SC-2 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究
杉尾 賢二1）、眞庭 謙昌2）、岡本 龍郎1）、藤 也寸志3）、岡田 守人4）、遠藤 俊輔5）、
千田 雅之6）、桑野 博行7）、塩谷 彰浩8）

1）大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学
2）神戸大学呼吸器外科
3）国立病院機構九州がんセンター
4）広島大学呼吸器外科
5）自治医科大学呼吸器外科
6）獨協医科大学呼吸器外科
7）福岡市民病院
8）防衛医科大学校耳鼻咽喉科学

ランチョンセミナー 1 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 1日目 11 月 28 日（木） 12:10～13:10

司会：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）

LS1 いま求められる気管切開チューブの特性
齋藤康一郎
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室

共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 2 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 1日目 11 月 28 日（木） 12:10～13:10

司会：北野 博也（社会医療法人誠光会）

LS2 肺転移に着目したレンバチニブの導入タイミングと長期マネジメントの工夫
筒井 英光
東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野

共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー 3 第 1会場（1階 平安の間AB）
第 2日目 11 月 29 日（金） 12:30～13:30

司会：桑野 博行（地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院）

LS3 頭頸部がんの免疫療法
田原 信
国立がん研究センター東病院頭頸部内科

共催：小野薬品工業株式会社/ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社
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ランチョンセミナー 4 第 2会場（1階 平安の間CD）
第 2日目 11 月 29 日（金） 12:30～13:30

司会：久 育男（京都先端科学大学）

LS4 気管カニューレによる気道管理のコツとピットフォール
梅﨑 俊郎
国際医療福祉大学 福岡山王病院耳鼻咽喉科/音声・嚥下センター

共催：株式会社高研

ランチョンセミナー 5 第 3会場（1階 扇の間西）
第 2日目 11 月 29 日（金） 12:30～13:30

司会：佐々木俊一（足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

LS5 気道粘膜とアレルギー性炎症―Toll 様受容体の臨床的意義―
川内 秀之
島根大学医学部耳鼻咽喉科

共催：大鵬薬品工業株式会社

ハンズオンセミナー 1・2 ハンズオン会場（1階 扇の間東）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:00～11:30 / 15:40～17:10

硬性気管支鏡による異物摘出術
講師：櫻井 一生（藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室）

岩田 義弘（藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
後藤 一貴（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

ハンズオンセミナー 3・4 ハンズオン会場（1階 扇の間東）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:00～10:30 / 10:50～12:20

経皮的気道確保
講師：二藤 隆春（埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科）

渡邊 健一（東北ろうさい病院耳鼻咽喉科）
木村百合香（東京都保健医療公社荏原病院）
大津 和弥（小松病院耳鼻咽喉科）

共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社
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ワークショップ 1 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 9:30～10:15 抄録 p.103

日本気管食道科学会における基礎・臨床研究 1
座長：甲能 直幸（佼成病院耳鼻咽喉科）

猪原 秀典（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

WS1-1 頭頸部扁平上皮癌培養細胞におけるCancer stem cell-like population の特性について
金谷 洋明、後藤 一貴、平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

WS1-2 アミノ酸トランスポーター（LAT1）阻害による甲状腺未分化癌の分子標的治療
榎本 圭佑、玉川 俊次、平山 俊、グンデゥズ メーメット、保富 宗城
和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

WS1-3 肺腺癌における癌幹細胞マーカー（ALDH1・CD133）発現は
その無再発生存期間と予後に影響するか？
小山 倫浩1,2,3）、浦本 秀隆4）、篠原 伸二3）、くわ田泰治3）、今西 直子3）、
黒田 耕志3）、宗 哲哉5）、宮田 剛彰6）、山下 直樹2,7）、吉松 隆7）、
花桐 武志8）、後藤 章暢2）、大崎 敏弘9）、中西 良一10）、田中 文啓2）

1）今光ホームケアクリニック
2）兵庫医科大学先端医学研究所細胞・遺伝子治療部門
3）産業医科大学医学部第二外科
4）金沢医科大学呼吸器外科
5）新小文字病院呼吸器外科
6）新久喜総合病院呼吸器外科
7）福岡和白病院呼吸器外科
8）新小倉病院呼吸器外科
9）飯塚病院呼吸器外科
10）名古屋市立大学腫瘍・免疫外科

ワークショップ 2 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:30～12:00 抄録 p.104

日本気管食道科学会における基礎・臨床研究 2
座長：折舘 伸彦（横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

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）

WS2-1 NVP固定Cadaver から摘出した喉頭における音声機能について
宮本 真1）、長瀬 美樹2）、渡邉 格1）、中川 秀樹1,3）、齋藤康一郎1）

1）杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）杏林大学医学部解剖学教室
3）聖母病院耳鼻咽喉科

WS2-2 ハイスピードカメラとEGGで見た地声と裏声の声帯振動について
斉田 晴仁1,2）

1）さいだ耳鼻咽喉科クリニック
2）ヴォイステック音声研究所
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WS2-3 大声発声における腹腔・胸腔内圧および声帯接触時間率の連続的評価法の開発
小川 真1,2）、馬谷 昌範1）、細川 清人1,2）、猪原 秀典1）

1）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
2）JCHO大阪病院

WS2-4 ヒト声帯の組織幹細胞と幹細胞ニッチ
佐藤 公則、千年 俊一、佐藤 公宣、佐藤 文彦、栗田 卓、梅野 博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

WS2-5 マウス気管粘膜障害モデルを用いた上皮バリア機能の検討
曽我美 遼1）、岸本 曜1）、辻 拓也2）、楯谷 一郎3）、大森 孝一1）

1）京都大学医学部附属病院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科
2）独立行政法人国立病院機構京都医療センター耳鼻咽喉科
3）藤田医科大学病院耳鼻咽喉科・気管食道科

WS2-6 胸腔鏡下食道癌手術時の反回神経麻痺に対する術中神経モニタリングの効果
李 栄柱1）、藤原 有史2）、稲津 大輝1）、豊川 貴弘1）、田村 達郎1）、南原 幹男1）、
今西 大樹1）、大杉 治司3）、大平 雅一1）

1）大阪市立大学消化器外科
2）恵祐会札幌病院消化器外科
3）東京女子医科大学消化器病センター外科

ワークショップ 3 第 3会場（1階 扇の間西）
第 2日目 11 月 29 日（金） 10:50～12:20 抄録 p.107

日本気管食道科学会における基礎・臨床研究 3
座長：堀口 利之（北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科）

原 浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科学）

WS3-1 脳幹における嚥下制御メカニズム研究の新しい手法と臨床への応用
杉山庸一郎、布施 慎也、橋本 慶子、木下 翔太、小澤 聡美、椋代 茂之、
平野 滋
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教室

WS3-2 後期高齢者の嚥下機能の特徴と嚥下性肺炎発症リスクに関する研究
唐帆 健浩1,2）、川原 敬祐1,2）、海老原孝枝3）、齋藤康一郎1）

1）杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）杏林大学医学部付属病院摂食嚥下センター
3）杏林大学医学部高齢医学教室

WS3-3 診療所における嚥下障害例の検討
西山耕一郎1）、五島 史行2）、大上 研二2）

1）西山耳鼻咽喉科医院
2）東海大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

WS3-4 嚥下障害を診断し治療するチーム対応
津田 豪太1,2）、我妻 将喜1,2）

1）聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科
2）聖隷佐倉市民病院摂食嚥下センター
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WS3-5 当院における摂食嚥下サポートチーム設立と取り組み
清水 和美1）、小松 富恵1）、押田 君江1）、後藤 一貴2）、青木 郁子3）、阿部由香利3）、
入澤 寛3）、神子谷朋美4）、美津島 隆3）

1）獨協医科大学病院看護部
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
3）獨協医科大学リハビリテーション科学講座
4）獨協医科大学栄養部

WS3-6 当院におけるサルコペニアの摂食嚥下障害症例の評価と治療
大久保啓介1）、菅野 雄紀1）、笠原 健1）、稲木 香苗2）、森川 淳3）

1）佐野厚生総合病院耳鼻咽喉科
2）足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
3）さいたま市立病院耳鼻咽喉科
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一般演題

第 1群 気道 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 9:00～10:00 抄録 p.113

座長：權 寧博（日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）
堀口 高彦（藤田医科大学医学部呼吸器内科学 II 講座（ばんたね病院））

O-001 鼻炎合併喘息にビラスチン投与による効果
廣瀬 正裕、大野 斉毅、加藤 研一、鬼頭 雄亮、加藤理恵子、出口亜里紗、
横井 達佳、堀口 紘輝、吉田 隆純、瀧田好一郎、加藤 圭介、桑原 和伸、
近藤りえ子、堀口 高彦
藤田医科大学医学部呼吸器内科学II講座

O-002 本邦の重症喘息患者における気管支サーモプラスティ治療の安全性に関する検討
佐野安希子1）、佐野 博幸1）、西山 理1）、岩永 賢司1）、堀口 高彦2）、東田 有智1）

1）近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科
2）藤田医科大学医学部呼吸器内科学2講座

O-003 びまん性肺胞出血症例の臨床的検討
林 健太郎、高橋 典明、神津 悠、清水 哲男、伊藤 玲子、丸岡秀一郎、
権 寧博
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野

O-004 気道出血の治療戦略
宮脇美千代、野田 大樹、辛島 高志、安部 美幸、阿南健太郎、岡本 龍郎、
杉尾 賢二
大分大学医学部呼吸器外科

O-005 後天性気管気管支軟化症の 1例
森岡 繁文、豊田健一郎、木村 有佐、末松 真弓、大西 俊範
京都市立病院耳鼻いんこう科

O-006 反復する気道感染に対して声門閉鎖術を行ったMECP2 重複症候群の一家系 3症例
坂本 耕二1）、新田 清一1）、北間 翼1）、喜田有未来1）、島貫茉莉江1）、鹿野 真人2）

1）済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科
2）大原綜合病院

第 2群 甲状腺 1 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:00～11:00 抄録 p.116

座長：菅澤 正（埼玉医科大学国際医療センター包括的がんセンター頭頸部腫瘍科）
林 達哉（旭川医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O-007 気道確保と音声機能温存に工夫を要した甲状腺濾胞型低分化癌局所超進行癌の一例
田路 正夫、藤田 紘子、大塚 邦憲、伊藤 まり
新百合ヶ丘総合病院
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O-008 甲状腺乳頭癌における頸部リンパ節転移の検討
細川 誠二1）、岡村 純2）、瀧澤 義徳1）、三澤 清1）、峯田 周幸1）

1）浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）聖隷浜松病院耳鼻咽喉科

O-009 低分化成分を含む甲状腺癌 20例の臨床的特徴
―甲状腺取り扱い規約第 6版での甲状腺低分化癌―
篠原 尚吾、竹林 慎治、浜口 清海、齊田 浩二
神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-010 当院における甲状腺癌手術症例の検討
坂東 伸幸1）、後藤 孝1）、上村 明寛1）、佐藤 遼介1）、高原 幹2）、清水 一雄3）

1）北斗病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）金地病院内分泌外科

O-011 当科での内視鏡下甲状腺手術の検討
能田 拓也、岡野恵一郎、小林 義明、野村 智、下出 祐造、辻 裕之
金沢医科大学頭頸部外科

O-012 内視鏡下手術（VANS法）で摘出した機能性副甲状腺嚢胞の一例
鈴木 詩織、野村研一郎、熊井 琢美、岸部 幹、高原 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

第 3群 甲状腺 2 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 11:00～12:00 抄録 p.119

座長：小池 忍（市立大津市民病院耳鼻咽喉科）
庄司 和彦（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）

O-013 甲状腺形質細胞腫の 2例
續木 彩加、眞田 朋昌、勢井 洋史、羽藤 直人
愛媛大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-014 胸腔鏡下に切除した縦隔内迷入性甲状腺腫の一例
設楽 芳範、内田真太郎、本田 周子、菊地 健太、高橋 遼、熊倉 裕二、
松本 明香、加藤 寿英、中里 健二、中村 卓郎、石崎 政利
公立藤岡総合病院外科

O-015 気管内に発生した異所性甲状腺例
渡嘉敷邦彦、戸田 和寿、福島 啓文、三谷 浩樹
がん研究会有明病院

O-016 甲状腺手術における反回神経麻痺についての検討
鈴木 倫雄1）、東野 正明1）、神人 彪1）、兼竹 博文1）、西川 周治2）、河田 了1）

1）大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-017 当科における甲状腺切開生検の検討
此枝 生恵1）、中山 梨絵1）、上野 真史1）、山田 浩之1）、小川 郁2）

1）けいゆう病院耳鼻咽喉科
2）慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

O-018 当科における縦隔甲状腺腫手術症例の検討
倉上 和也1）、小池 修治1）、岡崎 慎一2）

1）山形県立中央病院頭頸部・耳鼻咽喉科
2）日本海総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

第 4群 食道 1 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 9:00～10:00 抄録 p.122

座長：竹内 裕也（浜松医科大学外科学第二講座）
馬場 祥史（熊本大学消化器外科）

O-019 舌喉頭全摘・食道亜全摘・有茎空腸による胸壁前再建手術時に
胸鎖骨合併切除が通過障害回避に有効だった一例
林 計企、藤井 隆、喜井 正士、音在 信治、曹 弘規、宮部 淳二、
木村 隆幸、篠田裕一朗、加藤 裕、谷田 将志
大阪国際がんセンター頭頸部外科

O-020 咽頭癌治療後に発症した気管食道瘻の 2例
三浦 智広、佐藤 和則、佐藤 聡、垣野内 景、中村 宏舞
太田西ノ内病院耳鼻咽喉科

O-021 食道癌に対する食道ステント留置術の成績
原田 和人、森永 剛司、長井 洋平、岩槻 政晃、馬場 祥史、吉田 直矢、
馬場 秀夫
熊本大学大学院消化器外科学

O-022 胸部食道における瘻孔形成と治療成績
中ノ子智徳、池部 正彦、香川 正樹、上原 英雄、杉山 雅彦、太田 光彦、
森田 勝、藤 也寸志
国立病院機構九州がんセンター消化管外科

O-023 当科における進行食道癌による食道肺瘻に対するマネジメントについて
曽根田 亘、平松 良浩、関本 晃、川田三四郎、廣津 周、松本 知拓、
菊池 寛利、神谷 欣志、竹内 裕也
浜松医科大学外科学第二講座上部消化管外科

O-024 食道癌術後胃管気管瘻に対する治療の検討
菊池 寛利1）、曽根田 亘1）、川田三四郎1）、廣津 周1）、松本 知拓1）、平松 良浩2）、
神谷 欣志1）、森田 剛文1）、坂口 孝宣1）、竹内 裕也1）

1）浜松医科大学外科学第二講座
2）浜松医科大学周術期等生活支援講座



プ
ロ
グ
ラ
ム

31

第 5群 食道 2 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 10:00～11:00 抄録 p.125

座長：川田 研郎（東京医科歯科大学食道外科）
石田 秀行（埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科）

O-025 食道裂孔ヘルニアに対する裂孔縫縮術後の再発形式と治療方針
竹村 雅至、嶋田 泰尚、瀧井麻美子、形部 憲、大嶋 勉、田中 芳憲、
藤尾 長久
景岳会南大阪病院外科・内視鏡外科

O-026 食道裂孔ヘルニア手術における胃前方固定術の有用性
竹村 雅至、嶋田 泰尚、瀧井麻美子、形部 憲、大嶋 勉、田中 芳憲、
藤尾 長久
景岳会南大阪病院外科・内視鏡外科

O-027 食道切除再建における幽門形成が長期栄養状態に与える影響の検討
吉田 直矢、原田 和人、長井 洋平、岩槻 政晃、野元 大地、森永 剛司、
石本 崇胤、馬場 祥史、馬場 秀夫
熊本大学消化器外科

O-028 Poor risk 症例に対する縦隔鏡手技を用いた食道癌手術の検討
東海林 裕、中島 康晃、川田 研郎、星野 明弘、岡田 卓也、松井 俊大、
山口 和哉、永井 鑑、絹笠 祐介
東京医科歯科大学消化管外科学

O-029 咽喉頭食道全摘における胃管再建と遊離空腸間置胃管再建の比較
長井 洋平、吉田 直矢、岩槻 政晃、原田 和人、森永 剛司、馬場 祥史、
馬場 秀夫
熊本大学病院消化器外科

O-030 遊離空腸再建術における ICG蛍光法による周術期血流評価
神谷 欣志、川田三四郎、廣津 周、松本 知拓、曽根田 亘、関本 晃、
菊池 寛利、平松 良浩、竹内 裕也
浜松医科大学外科学第二講座

第 6群 食道・重複癌 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 11:00～12:00 抄録 p.128

座長：朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）
宗田 真（群馬大学大学院総合外科学講座）

O-031 食道および頭頸部を含めた異時性・同時性 5重複癌の 2手術例
今西 大樹1）、李 栄柱1）、藤原 有史2）、稲津 大輝1）、豊川 貴弘1）、田村 達郎1）、
南原 幹男1）、大杉 治司3）、大平 雅一1）

1）大阪市立大学大学院医学研究科消化器外科
2）恵佑会札幌病院消化器外科
3）東京女子医科大学消化器病センター外科



プ
ロ
グ
ラ
ム

32

O-032 気管浸潤を伴った進行食道癌・腎細胞癌・中咽頭癌の 3重複癌症例に対し、
集学的治療を行った 1例
藤原 直人、佐藤 弘、宮脇 豊、青山 純也、伊藤 直、大矢周一郎、
渡邉 健次、椙田 浩文、岡本 光順、桜本 信一、山口 茂樹、小山 勇
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科

O-033 当院における頭頸部癌と食道癌の重複癌症例の検討
山川 泰幸、青井 二郎、吉田 真夏、弘瀬かほり、兵頭 政光
高知大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-034 増大が早く術後転移再発をきたしたStage0 食道悪性黒色腫の 1例
太田 正穂1）、片桐 聡1）、鬼澤 俊輔1）、杉下 敏哉1）、丹羽由紀子1）、石多 猛志1）、
毛利 俊彦1）、堀部 文倫1）、今西 啓1）、生形 盟1）、新井田達雄1）、倉持 英和2）

1）東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科
2）東京女子医科大学八千代医療センター化学療法科

O-035 術前に胃潰瘍瘢痕を認め胃管再建した食道癌の 3例
太田 俊介1）、本橋 英明1）、北條 郁生1）、小林 宏寿2）

1）森山記念病院
2）東京都立広尾病院

O-036 食道癌術後再発例の予後からみた外科的介入の適応
竹村 雅至、嶋田 泰尚、瀧井麻美子、形部 憲、大嶋 勉、田中 芳憲、
藤尾 長久
景岳会南大阪病院外科・内視鏡外科

第 7群 気管切開 1 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 14:10～15:10 抄録 p.133

座長：鈴木 正志（大分大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
峯田 周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O-037 当科における乳児気管切開症例の検討
柴宮 夏子、門司 幹男、倉富勇一郎
佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-038 京都府立医科大学付属病院における小児気管切開術症例の臨床経過
布施 慎也、杉山庸一郎、木下 翔太、小澤 聡美、橋本 慶子、椋代 茂之、
平野 滋
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

O-039 気管切開カニューレ抜去前に気管孔形成術を必要とした小児例の検討
高橋 希、冨里 周大、奥羽 譲、守本 倫子
国立成育医療研究センター

O-040 当科における気管カニューレ管理の現状
意元 義政、堤内 俊喜、藤枝 重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
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O-041 乳幼児期に気管切開を受けた後の閉鎖年齢の検討
菊池 良和1）、梅﨑 俊郎2,3）、澤津橋基広4）、安達 一雄2,3,5）、田浦 政彦1）、中川 尚志1）

1）九州大学耳鼻咽喉科
2）福岡山王病院耳鼻咽喉科・音声嚥下センター
3）国際医療福祉大学
4）福岡大学筑紫病院耳鼻いんこう科
5）あだち耳鼻咽喉科

O-042 小児気管切開症例についての検討、大規模医療データベースを用いた記述疫学研究
水野佳世子1）、竹内 正人2）、岸本 曜1）、川上 浩司2）、大森 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）京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻薬剤疫学分野

第 8群 気管切開 2 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 15:10～16:10 抄録 p.136

座長：竹内 万彦（三重大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
河田 了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O-043 気道緊急に対して輪状甲状間膜切開を施行した 2例
松本 淳也1）、牧原靖一郎1）、内藤 智之1）、西崎 和則2）

1）香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）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

O-044 当院で施行した輪状軟骨切開術 7症例の検討
菅野 雄紀1）、大久保啓介1）、笠原 健1）、稲木 香苗2）、森川 淳3）

1）佐野厚生総合病院耳鼻咽喉科
2）足利赤十字病院耳鼻咽喉科
3）さいたま市立病院耳鼻咽喉科

O-045 緊急気管切開を要した 7症例の検討
小林 優子1）、角田 篤信1）、池田 勝久2）

1）順天堂大学医学部附属練馬病院耳鼻咽喉科
2）順天堂大学医学部耳鼻咽喉科

O-046 気管切開術を要した正中頸嚢胞感染の 1例
小口亜莉沙、熊井 琢美、岸部 幹、野村研一郎、高原 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

O-047 高度肥満症例における気管切開術の経験
田所 宏章、三宅 宏徳、福田裕次郎、原 浩貴
川崎医科大学耳鼻咽喉科学



プ
ロ
グ
ラ
ム

34

O-048 多職種連携にて気道トラブル 0を目指す Jikei Airway Management for Patient Safetly
（JAMPS）の紹介
大村 和弘1,2）、蓮 琢也2）、鹿瀬 陽一3）、武田 聡4）、木山 秀哉3）、
春名 眞一5）、田中 康広2）、小島 博己1）

1）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科
2）獨協医科大学埼玉医療センター
3）東京慈恵会医科大学麻酔医学講座
4）東京慈恵会医科大学救急医学講座
5）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

第 9群 気管切開 3 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 16:10～17:10 抄録 p.139

座長：田中 信三（大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
岩井 大（関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座）

O-049 当院で施行された気管切開術の現状と問題点
横井 麻衣、向山 宣昭、藤本 保志、平松真理子、曾根三千彦
名古屋大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

O-050 当科における気管切開症例の検討
堀口 生茄、北野 睦三、西原美沙子、白石 功、佐藤 満雄、土井 勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

O-051 気管孔閉鎖術の臨床検討
三浦 怜央、中村 一博、鈴木 啓誉、岸 博行、片野 博文、馬場 剛士、
大島 猛史
日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

O-052 輪状甲状間膜穿刺キット抜去後に著明な声門下狭窄をきたした 1例
勝田 浩、永久 成一、西村星多郎、宇根 悠太、木村 裕司、渡邉めぐみ、
谷口 文崇、内海 方嗣、荒田 尚、田中屋宏爾、青木 秀樹
NHO岩国医療センター

O-053 Blom 気管切開チューブを用いて発声可能となった多系統萎縮症の 1例
茂木 麻未1）、宮本 真1）、渡邉 格1）、中川 秀樹1,2）、齋藤康一郎1）

1）杏林大学病院耳鼻咽喉科学教室
2）聖母病院耳鼻咽喉科

O-054 深頸部膿瘍症例に対する気管切開術の必要性に影響する因子の検討
冨山 克俊1）、栃木 康佑1）、大村 和弘2）、平林 秀樹3）、春名 眞一3）、田中 康広1）

1）獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科
2）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科
3）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
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第 10群 症例 1 第 3会場（1階 扇の間西）
第 1日目 11 月 28 日（木） 17:10～18:10 抄録 p.142

座長：三枝 英人（東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科）
中村 一博（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）

O-055 自然発症の輪状披裂関節脱臼（＝披裂軟骨脱臼）の一例：
私たちの行っている診断方法と徒手整復術について
山本 圭介、三枝 英人、門園 修、前田 恭世、岡田 愛弓、伊藤 裕之、
山本 昌彦
東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

O-056 3DCTによって診断し得た特発性披裂軟骨脱臼の 1例
近藤 天也1）、福原 隆宏1）、森崎 剛史1）、片岡 英幸1,2）、竹内 裕美1）

1）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
2）鳥取大学医学部保健学科成人・老人看護学講座

O-057 胸肩峰動脈破裂により急激な頸部腫脹と気道狭窄をきたし救命しえた
神経線維腫症 1型の 1症例
堤内 俊喜、意元 義政、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

O-058 頸部食道まで及ぶ無症候性食道アカラシアの 1症例
澤 允洋、小林 大介、上田 航毅、福喜多晃平、金児真美佳、福家 智仁、
山田 弘之
伊勢赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科

O-059 内視鏡下鼻副鼻腔手術直後より意識障害が遷延した術後せん妄の一例
岡田 峻史、佐々木俊一、立之 大智、稲木 香苗
足利赤十字病院耳鼻咽喉頭頸部外科

O-060 口蓋扁桃摘出術において術後食事摂取量に与える因子の検討
見澤 大輔1）、栃木 康佑1）、大村 和弘2）、平林 秀樹3）、春名 眞一3）、田中 康広1）

1）獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科
2）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科
3）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

第 11群 経口手術 1 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 14:10～15:10 抄録 p.145

座長：冨藤 雅之（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）
楯谷 一郎（藤田医科大学耳鼻咽喉科）

O-061 上部消化管内視鏡検査によって指摘された咽喉頭粘膜の“brownish area”の
耳鼻咽喉科的対応
遠藤理奈子1）、渡部 佳弘1）、竹林亜貴子1）、岡本 康秀1）、前田 佑助2）

1）東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科
2）東京都済生会中央病院外科
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O-062 経口腔的内視鏡下切除術を施行した咽喉頭同時性多重癌症例の検討
大野 十央1）、川田 研郎2）、清川 佑介3）、松井 俊大2）、川邊 浩明1）、高橋 亮介1）、
小出 暢章1）、立石優美子1）、田崎 彰久1）、有泉 陽介1）、杉本 太郎4）、朝蔭 孝宏1）

1）東京医科歯科大学頭頸部外科
2）東京医科歯科大学食道外科
3）武蔵野赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
4）がん・感染症センター都立駒込病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-063 経口的咽喉頭部分切除術（TOVS）の問題点
喜山 敏志、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

O-064 経口手術に使用する彎曲鉗子（試作）の有用性
渡邉 昭仁、谷口 雅信、木村 有貴
恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-065 先端彎曲型硬性内視鏡下で経口的に摘出した副咽頭間 静脈奇形の一例
木村 朱里、清野 由輩、山下 拓
北里大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-066 放射線治療既往例に対する経口的咽喉頭部分切除術の検討
犬塚 絵理、冨藤 雅之、荒木 幸仁、宇野 光祐、廣川祥太郎、塩谷 彰浩
防衛医科大学校耳鼻咽喉科

第 12群 経口手術 2 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 15:10～16:10 抄録 p.148

座長：星川 広史（香川大学医学部耳鼻咽喉科）
藤井 隆（大阪府立病院機構大阪国際がんセンター頭頸部外科）

O-067 当科における両側声帯運動障害例の術式に関する検討
栗田 卓、深堀光緒子、末吉慎太郎、千年 俊一、梅野 博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-068 喉頭嚢胞性疾患に対する軟性内視鏡下焼灼開窓術
竹本 直樹、江崎 伸一、讃岐 徹治
名古屋市立大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-069 経口的に摘出した Laryngocele の 1 例
兼竹 博文、東野 正明、神人 彪、鈴木 倫雄、稲中 優子、河田 了
大阪医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-070 当科における喉頭展開困難症例と治療の選択肢への影響の検討
富永 健裕1）、羽生 昇1）、松本 伸晴2）、矢部はる奈2）、小川 郁2）

1）国家公務員共済組合連合会立川病院耳鼻咽喉科
2）慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科



プ
ロ
グ
ラ
ム

37

O-071 経口的内視鏡術野にて平滑筋様の輪状咽頭筋収縮運動を認めた嚥下障害例
深堀光緒子、千年 俊一、黒岩 大海、梅野 博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-072 上部消化管内視鏡による声帯病変に対する精査の検討
細野 浩史1）、堅田 親利2）、木村 朱里1）、堤 翔平1）、加納 孝一1）、清野 由輩1）、
山下 拓1）

1）北里大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
2）北里大学医学部消化器内科

第 13群 器機 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 16:10～17:10 抄録 p.151

座長：加納 滋（加納耳鼻咽喉科医院）
吉本 世一（国立がん研究センター中央病院頭頸部外科）

O-073 難治性咽喉頭症状に対する 24時間食道インピーダンス pH検査と
下咽頭食道インピーダンス検査結果の検討
鈴木 猛司1）、関 洋介2）、松村 倫明3）、櫻井 大樹1）、花澤 豊行1）、岡本 美孝4）、
北方 敏敬5）

1）千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学
2）四谷メディカルキューブ減量外科センター
3）千葉大学大学院医学研究院消化器内科
4）千葉労災病院耳鼻咽喉科
5）Esophageal＆Lung Institute, Allegheny Health Network

O-074 生体内に長期留置された気管孔レティナの物性に関する検討
川瀬 友貴、仲江川雄太、今泉 光雅、室野 重之
福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-075 近赤外光による頸部気管の透視の試み
石丸 正
医療法人社団耳順会ひょうたん町耳鼻咽喉科医院

O-076 新規上部消化管内視鏡検査用マウスピースの開発
藤原 和典、福原 隆宏、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

O-077 喉頭全摘術に対するアニマルラボトレーニングの有用性
岡田 拓朗1）、岡本 伊作1）、塚原 清彰1）、佐藤 宏樹1）、清水 顕1）、近藤 貴仁2）

1）東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
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

O-078 表面筋電図を用いた新型耳鼻咽喉ビデオスコープの人間工学的検討
渡邉 格1）、宮本 真1）、茂木 麻未1）、中川 秀樹1,2）、齋藤康一郎1）

1）杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）聖母病院耳鼻咽喉科
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第 14群 化学療法 第 4会場（2階 桜の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 17:10～18:00 抄録 p.154

座長：志賀 清人（岩手医科大学頭頸部外科学科）
小澤 宏之（慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科）

O-079 下咽頭癌再発・遠隔転移症例に対するニボルマブの使用経験
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

O-080 頭頸部癌におけるニボルマブ治療後の救済化学療法の効果
村嶋 明大1）、西川 大輔1）、鈴木 秀典1）、小出 悠介1）、別府慎太郎1）、寺田 星乃1）、

里紗1）、後藤 聖也1）、門脇 重憲2）、花井 信広1）

1）愛知県がんセンター頭頸部外科
2）愛知県がんセンター薬物療法部

O-081 Nivolumab が無効であった再発転移頭頸部癌に対する
救済化学療法（Paclitaxel/Cetuximab）の検討
藤巻 充寿、松本 文彦、小島 雅貴、大峡 慎一、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

O-082 進行食道癌に対する集学的治療における手術介入の意義
宗田 真1）、斉藤 秀幸1）、栗山 健吾1）、吉田 知典2）、原 圭吾1）、酒井 真1）、
宮崎 達也2）、調 憲1）、佐伯 浩司1）

1）群馬大学大学院総合外科学講座
2）前橋赤十字病院

O-083 胸部食道癌術後、遠隔転移に対するDCF療法で長期奏効を得ている 1例
佐藤 琢爾
高知医療センター

第 15群 気管 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 14:10～15:10 抄録 p.156

座長：池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野）
伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野）

O-084 急速な増大を伴った弓部大動脈瘤による反回神経麻痺症例
山下 勝、木谷 芳晴、倉田 馨介、音成恵梨子、高木 明
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院頭頸部・耳鼻いんこう科

O-085 気管内病変を伴う粘膜類天疱瘡の一例
松本 伸晴、矢部はる奈、小川 郁
慶應義塾大学耳鼻咽喉科

O-086 気管原発軟骨肉腫の 1例
佐々木彩花1）、黒瀬 誠1）、山本 圭佑1）、大國 毅1）、近藤 敦2）、高野 賢一1）

1）札幌医科大学耳鼻咽喉科学教室
2）札幌医科大学耳鼻咽喉科
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O-087 手術を行った気管憩室の 1例
若岡 敬紀、長瀬 典子、高田 菜月、森 健一、高木 千晶、大西 将美
大垣市民病院頭頸部・耳鼻いんこう科

O-088 当院で経験した特発性縦隔気腫 22例の検討
山名 一平、柳澤 純、笠 伸大郎、市川 淳、是枝 寿彦、進 勇輝、
三ノ宮寛人、佐藤 啓介、岡本 辰哉、吉田 泰、乗富 智明
福岡徳洲会病院

O-089 気管膜様部損傷の 1例
平山 俊、榎本 圭佑、熊代奈央子、宮本 真衣、下野 竜生、保富 宗城
和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 16群 気道狭窄 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 15:10～16:10 抄録 p.159

座長：森 一功（大阪府済生会富田林病院耳鼻咽喉科）
倉富勇一郎（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

O-090 経口腔的・経気管孔的に内視鏡下手術を施行した成人声門下狭窄症の 2症例
横川 泰三、溝口 兼司、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

O-091 過去 5年間に経験した喉頭気管狭窄症例 60例
本庄 需1,2）、田山 二朗1）、相良由紀子1）、川上 理1）、松田 昌之1）、
高岡美渚季1）、堤内 亮博1）、山内 彰人3）、福岡 久代1）、吉田 剛1）

1）国立国際医療研究センター病院耳鼻咽喉科
2）東京医科歯科大学医学部耳鼻咽喉科
3）東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

O-092 声門下狭窄症に対する肋軟骨移植術の経験
福本 弘二、三宅 啓、仲谷 健吾、関岡 明憲、野村 明芳、山田 進、
金井 理紗、漆原 直人
静岡県立こども病院外科

O-093 診断に苦慮した陳旧性喉頭気管狭窄の 2例
亀井 千晴1）、吉岡真理子2）、讃岐 徹治3）

1）総合犬山中央病院耳鼻咽喉科
2）総合大雄会病院耳鼻咽喉科
3）名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉頭頸部外科

O-094 気道閉塞をきたした再発性多発軟骨炎例
松岡 千尋、阪本 大樹、阪上 智史、八木 正夫、岩井 大
関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-095 声門下狭窄から再発性多発軟骨炎と診断した 4症例の検討
山本 陵太1）、井口 貴史1）、松原 尚子1）、喜瀬 乗基3）、安達 一雄2）、梅﨑 俊郎1）

1）福岡山王病院耳鼻咽喉科音声・嚥下センター
2）あだち耳鼻咽喉科
3）琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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第 17群 喉頭 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 16:10～17:10 抄録 p.162

座長：室野 重之（福島県立医科大学耳鼻咽喉科）
吉村 理（市立札幌病院耳鼻咽喉科・甲状腺外科）

O-096 当院における再発性声帯白板症の後ろ向き検討～再発リスクの術前予測とその対策法～
長谷川 央、松崎 洋海、牧山 清、正田 悠太、山本 浩之、仲田 杏子、
御子柴郁夫、田井 道愛、浅居 僚平、大内 俊孝、大島 猛史
日本大学病院耳鼻咽喉科

O-097 喉頭に発生した腺様嚢胞癌 2症例の検討
柏木 隆志、今野 渉、後藤 一貴、平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

O-098 扁平上皮癌以外の喉頭癌の 3症例
吉田 真夏、山川 泰幸、青井 二郎、小林 泰輔、兵頭 政光
高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-099 喉頭に発生した髄外性形質細胞腫の 1例
宮下 圭一、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

O-100 頭蓋底髄膜腫による難治性誤嚥に対して、喉頭部分切除術を施行した 1例
岡野恵一郎1）、能田 拓也1）、山本 純平2）、下出 祐造1）、光田 幸彦3）、辻 裕之1）

1）金沢医科大学頭頸部外科学
2）金沢医科大学耳鼻咽喉科学
3）浅ノ川総合病院脳神経外科

O-101 腎癌の転移と診断された声門下腫瘍の一例
内尾 紀彦1）、露無 松里2）

1）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室
2）聖路加国際病院耳鼻咽喉科

第 18群 音声 第 5会場（2階 華の間）
第 1日目 11 月 28 日（木） 17:10～18:10 抄録 p.165

座長：中田 誠一（藤田医科大学ばんたね病院耳鼻咽喉科）
楠山 敏行（東京ボイスクリニック）

O-102 声帯麻痺および声帯萎縮に対する声帯内アテロコラーゲン注入術の音声改善効果
細川 清人1,2,3）、山下 麻紀1,3）、松代 直樹2,3）、小川 真1,3）、猪原 秀典3）

1）地域医療機能推進機構大阪病院耳鼻咽喉科
2）大阪警察病院耳鼻咽喉科
3）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

O-103 当科における声帯内アテロコラーゲン注入術症例の検討
北野 睦三、佐藤 満雄、堀口 生茄、西原美沙子、白石 功、土井 勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科
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O-104 当科における最近 2年間の喉頭形成術の治療成績と反省点
西本 康兵1）、宮丸 悟1）、熊井 良彦1）、眞方 洋明1）、廣田薫瑠子1）、伊東山 舞1）、
讃岐 徹治2）、折田 頼尚1）

1）熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）名古屋市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-105 声帯内自家脂肪注入術と甲状軟骨形成術 I 型との治療成績の検討
蓮川 昭仁1）、芝埜 彰1）、望月 隆一2）、北原 糺3）

1）大阪回生病院耳鼻咽喉科頭頸部外科
2）あべのハルカス坂本耳鼻咽喉科・大阪ボイスセンター
3）奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-106 音声障害を呈した多発喉頭嚢胞の一例
喜瀬 乗基1）、井口 貴史2）、松原 尚子2）、梅﨑 俊郎2）

1）琉球大学大学院耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
2）福岡山王病院耳鼻咽喉科・音声嚥下センター

O-107 当科における音声外来受診患者 100 例についての検討
生野 登1,2）、平林 秀樹2）、春名 眞一2）

1）国際医療福祉大学塩谷病院耳鼻咽喉科
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

第 19群 嚥下 1 第 3会場（1階 扇の間西）
第 2日目 11 月 29 日（金） 8:10～9:30 抄録 p.171

座長：池田 勝久（順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
大前由紀雄（大生水野クリニック耳鼻いんこう科）

O-108 喉頭蓋管形成術後の機能維持・改善のための追加手術
鹿野 真人
大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科

O-109 喉頭亜全摘出術後の嚥下障害に対して新声門脂肪注入術を施行した 1例
清野 由輩、宮本 俊輔、細野 浩史、木村 朱里、藤川 直也、山下 拓
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-110 眼咽頭遠位型ミオパチーによる嚥下障害の 1例
藤居 直和1）、木村百合香2）、櫛橋 幸民1,3,4）、嶋根 俊和1,3,4）、小林 一女1）

1）昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座
2）公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院耳鼻咽喉科
3）昭和大学頭頸部腫瘍センター
4）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門

O-111 声門下閉鎖術後の盲端からの唾液瘻に対し再手術を施行した 1例
片野 博文、中村 一博、上浦 大輝、山中 弘明、木村 優介、河野 航、
米山英次郎、三浦 怜央、岸 博之、大島 猛史
日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
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O-112 幼児期より遷延していた下咽頭底部の全周性狭窄による嚥下障害に対して
手術治療を行った 1例
三枝 英人1）、門園 修1）、前田 恭世1）、山本 圭介1）、岡田 愛弓1）、伊藤 裕之1）、
山本 昌彦1）、井口 郁雄2）

1）東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科
2）広島市民病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-113 食道入口部狭窄症例の治療経験
宮本 佑美、永野 広海、大堀純一郎、黒野 祐一
鹿児島大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-114 急性期病院における嚥下障害症例の検討
金谷 洋明1,2）、後藤 一貴2）、平林 秀樹2）、春名 眞一2）

1）とちぎメディカルセンターしもつが
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

O-115 経腸栄養患者の肺炎罹患と喉頭機能
谷 亜希子1）、今泉 光雅2）、多田 靖宏3）

1）谷病院耳鼻咽喉科
2）福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座
3）福島赤十字病院嚥下・ボイスセンター

第 20群 嚥下 2 第 3会場（1階 扇の間西）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:30～10:50 抄録 p.175

座長：唐帆 健浩（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
清水 猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

O-116 声門閉鎖術における術後合併症の検討
喜友名朝則1）、喜瀬 乗基1）、又吉 宣2）、鈴木 幹男1）

1）琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
2）中頭病院耳鼻咽喉科

O-117 声門閉鎖術時に輪状咽頭筋起始部離断術を併施した 6例の臨床的検討
勢井 洋史、真田 朋昌、羽藤 直人
愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-118 誤嚥防止術における術後嚥下機能に影響を及ぼす因子の検討
笠原 健1）、大久保啓介1）、菅野 雄紀1）、稲木 香苗2）、森川 淳3）

1）佐野厚生総合病院耳鼻咽喉科
2）足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
3）さいたま市立病院耳鼻咽喉科

O-119 嚥下障害を来した筋萎縮性側索硬化症患者に対する喉頭全摘術の有用性の検討
栃木 康佑1）、大村 和弘2）、海辺 昭子1）、井上由佳理1）、三澤 大輔1）、冨山 克俊1）、
今野 渉3）、平林 秀樹3）、春名 眞一3）、田中 康広1）

1）獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科
2）東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科
3）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
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O-120 内視鏡下輪状咽頭筋切除術を施行した 11例の検討
平位 知久1）、福島 典之1）、益田 慎2）

1）県立広島病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）県立広島病院小児感覚器科

O-121 声門下喉頭閉鎖術施行例の臨床的検討
本多 啓吾1）、三浦 誠1）、西村 一成1）、安里 亮2）

1）日本赤十字社和歌山医療センター
2）国立病院機構京都医療センター頭頸部外科

O-122 代償嚥下で積極的な嚥下訓練が可能であった頸部切創の 3例
菅原真希子1）、鈴木 源2）、関根 和美1）、安西 利恵1）、吉住 結3）、荒尾 敏弘1）

1）さいたま赤十字病院リハビリテーション科
2）さいたま赤十字病院高度救命救急センター
3）さいたま赤十字病院口腔外科

O-123 嚥下圧の観点からみた食道癌術後患者に対する顎引き嚥下の効果
熊井 良彦1）、松原 慶吾2）、宮本 卓海1）、吉田 直矢3）、馬場 秀夫3）、折田 頼尚1）

1）熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科
2）熊本保健科学大学
3）熊本大学消化器外科

第 21群 異物 第 4会場（2階 桜の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 8:20～9:30 抄録 p.179

座長：家根 旦有（近畿大学奈良病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
山下 拓（北里大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O-124 湾曲型喉頭鏡を用いて摘出した貝殻異物症例
久保 朋子、阪上 智史、八木 正夫、岩井 大
関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科

O-125 当科における下咽頭食道異物の検討
森山 宗仁、平野 隆、渡辺 哲生、鈴木 正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-126 発見までに 9日間以上が経過した義歯誤飲の一例
西岡 恵美1）、森 照茂2）、高橋 幸稔2）、印藤加奈子2）、星川 広史2）

1）高松赤十字病院
2）香川大学医学部附属病院

O-127 摘出に難渋した声門魚骨異物の一例
眞方 洋明、西本 康兵、廣田薫瑠子、伊東山 舞、宮丸 悟、熊井 良彦、
折田 頼尚
熊本大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-128 小児気管支異物症例における診断と治療の問題点の検討
讃岐 徹治、江崎 伸一
名古屋市立大学医学研究科耳鼻咽喉頭頸部外科
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O-129 2.5cm大の歯石誤嚥による重症心身障害者気管支異物の 1例
八巻 英1）、田嶋 公平1）、加藤 広行2）、調 憲3）

1）桐生厚生総合病院呼吸器外科
2）桐生厚生総合病院外科
3）群馬大学総合外科

O-130 術前の画像検査にて、気管内異物との鑑別が困難であった気管支粘液栓塞症の 1例
伊東山 舞、宮丸 悟、眞方 洋明、廣田薫瑠子、西本 康兵、村上 大造、
折田 頼尚
熊本大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 22群 症例 2 第 4会場（2階 桜の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:30～10:30 抄録 p.182

座長：増山 敬祐（諏訪中央病院耳鼻咽喉科）
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）

O-131 手術加療を行った成人舌根嚢胞の一例
有賀 健治、北村 江理、松代 直樹
大阪警察病院耳鼻咽喉科

O-132 頸部から縦隔に連なる巨大成熟奇形腫の 1例
金城 秀俊、安慶名信也、金城 賢弥、喜瀬 乗基、上里 迅、喜友名朝則、
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

O-133 当科で経験した石灰沈着性頸長筋 炎例
木村 亮平、今野 渉、後藤 一貴、柏木 隆志、滝瀬由吏江、斎藤 翔太、
平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

O-134 耳下腺放線菌症の一症例
陶 美梨1）、肥後隆三郎1）、池田 勝久2）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院
2）順天堂大学医学部附属順天堂医院

O-135 咽頭食道憩室の一例
中平 真衣1）、田中 信三1）、草野 純子1）、箕山 学1,2）、平塚 康之1）

1）大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）ミノヤマ耳鼻咽喉科

O-136 頸椎手術後の経過中に急激な呼吸困難にて発症した Forestier 病の 1例
横山 秀二、小川 洋、小針 健大、小野 美穂
福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科



プ
ロ
グ
ラ
ム

45

第 23群 頸部膿瘍 第 4会場（2階 桜の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 10:30～11:30 抄録 p.185

座長：原渕 保明（旭川医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科学）

O-137 下咽頭癌縦隔リンパ節再発治療後の鎖骨放射線性骨壊死例
中多 祐介、大脇 成広、清水 猛史
滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座

O-138 頸部刺創の 4症例
櫛橋 幸民1,2,3）、江川 峻哉1,2,3）、池田賢一郎1,2,3）、小林 一女2）、嶋根 俊和1,2,3）

1）昭和大学頭頸部腫瘍センター
2）昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座
3）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門

O-139 頸部壊死性筋膜炎を合併した深頸部膿瘍の 1例
曽根 恵、宇野 光祐、渡邉 隼、冨藤 雅之、荒木 幸仁、塩谷 彰浩
防衛医科大学校病院耳鼻咽喉科

O-140 化膿性脊椎炎、硬膜外膿瘍を伴う深頸部感染症
福家 智仁、山田 弘之、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

O-141 当科で加療した咽後膿瘍症例の検討
滝瀬由吏江、斎藤 翔太、木村 亮平、柏木 隆志、今野 渉、後藤 一貴、
平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

O-142 深頸部膿瘍発症を機に発見された転移性頸部腫瘍
那須 隆、新川智佳子、渡邉 千尋、金子 昌行
山形市立病院済生館耳鼻咽喉・頭頸部外科

第 24群 副甲状腺・SAS 第 4会場（2階 桜の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 11:30～12:20 抄録 p.188

座長：竹内 裕美（鳥取大学医学部耳鼻咽喉科）
將積日出夫（富山大学医学部耳鼻咽喉科）

O-143 副甲状腺が出血源であった深頸部血腫の 2例
井上由佳理1）、冨山 克俊1）、見澤 大輔1）、栃木 康佑1）、海邊 昭子1）、穴澤卯太郎1）、
蓮 琢也1）、西嶌 嘉容1）、平林 秀樹2）、春名 眞一2）、田中 康広1）

1）獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科
2）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

O-144 甲状腺乳頭癌を合併した巨大副甲状腺腺腫の 1例
斎藤 翔太、今野 渉、後藤 一貴、平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
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O-145 術中診断にメチレンブルー静脈内投与が有効であった上縦隔異所性副甲状腺腺腫例
久保 良仁、神前 英明、清水 猛史
滋賀医科大学耳鼻咽喉科学講座

O-146 当科における睡眠呼吸障害の現況（第 3報）―体位による睡眠障害―
三宅 宏徳、田所 宏章、原 浩貴
川崎医科大学附属病院耳鼻咽喉科学

O-147 当診療所の睡眠時無呼吸検査例の臨床的検討
安村佐都紀、安田 健二
耳鼻咽喉科安田医院

第 25群 喉頭・気管 第 5会場（2階 華の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 8:20～9:10 抄録 p.191

座長：藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
肥後隆三郎（順天堂大学医学部附属浦安病院耳鼻咽喉科）

O-148 当科にて施行した喉頭全摘、咽喉頭食道摘出術例における永久気管孔狭窄の検討
真田 朋昌、勢井 洋史、羽藤 直人
愛媛大学耳鼻咽喉科

O-149 リハビリテーション病院において気管切開管理のために気管口狭窄拡大術を要した 4例
島 靖浩1）、中西 亮二2）、徳永 誠2）、時里 香2）

1）熊本機能病院耳鼻咽喉科
2）熊本機能病院脳神経内科・リハビリテーション科

O-150 1 年以上にわたって気管内挿管管理を行った後期高齢者の一例
南 隆二、鈴木 法臣
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター耳鼻咽喉科

O-151 咽頭・喉頭に多発するワルチン腫瘍を認めた 1例
仲江川雄太、川瀬 友貴、今泉 光雅、室野 重之
福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座

O-152 当科で経験した喉頭に発生したデスモイド型線維腫症の一例
石川 雄惟1）、矢部はる奈2）、松本 伸晴2）、小川 郁2）

1）さいたま市立病院
2）慶應義塾大学病院

第 26群 腫瘍 1 第 5会場（2階 華の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 9:10～10:20 抄録 p.193

座長：花井 信広（愛知県がんセンター病院頭頸部外科部）
折田 頼尚（熊本大学耳鼻咽喉科）

O-153 口腔から脱出した線維血管ポリープの基部に発生した下咽頭癌の 1例
森 茂彰、加藤 久幸、日江井裕介、櫻井 一生
藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室
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O-154 下咽頭梨状陥凹癌に対する喉頭全摘術施行時における気管傍リンパ郭清についての検討
宮部 淳二、谷田 将志、加藤 裕、篠田裕一朗、木村 隆幸、ちょう弘規、
音在 信治、喜井 正士、藤井 隆
大阪国際がんセンター頭頸部外科

O-155 当科における下咽頭癌治療の現況
西村 一成、本多 啓吾、三浦 誠
日本赤十字社和歌山医療センター耳鼻咽喉科

O-156 当科における高齢者下咽頭扁平上皮癌症例の検討
平野 隆、安倍 伸幸、森山 宗仁、川野 利明、立山 香織、鈴木 正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科

O-157 下咽頭・喉頭全摘出術を施行した下咽頭癌の術後副甲状腺機能の検討
高橋 亮介、有泉 陽介、大野 十央、立石優美子、小出 暢章、河邊 浩明、
朝蔭 孝宏
東京医科歯科大学医学部附属病院頭頸部外科

O-158 当科における喉頭癌・下咽頭癌に対する喉頭全摘後の経口摂取ならびに代用音声の習得率
の検討
篠田裕一朗、谷田 将志、加藤 裕、木村 隆幸、宮部 淳二、曹 弘規、
音在 信治、喜井 正士、藤井 隆
大阪国際がんセンター頭頸部外科

O-159 根治手術後 18年の間に食道狭窄に対して数回の手術が施行された一症例
佐々木俊一1）、稲木 香苗1）、岡田 峻史1）、立之 大智1）、此枝 生恵2）、冨岡 拓矢3）、
喜田有未来4）、朝戸 裕貴5）、今西 理也5）、高田 悟朗5）

1）足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科
2）けいゆう病院耳鼻咽喉科
3）横浜市立市民病院耳鼻咽喉科
4）済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科
5）獨協医科大学形成外科・美容外科

第 27群 腫瘍 2 第 5会場（2階 華の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 10:20～11:20 抄録 p.197

座長：小川 徹也（愛知医科大学病院耳鼻咽喉科）
松﨑 洋海（日本大学病院耳鼻咽喉科）

O-160 上咽頭癌における救済頸部郭清症例
向川 卓志、鬼塚 哲郎、飯田 善幸、上條 朋之、濱口 宣子
静岡県立静岡がんセンター頭頸部外科

O-161 中咽頭前壁癌に対する舌正中アプローチと舌弁後方移動術による再建について
秋定 直樹、門田 伸也、岸野毅日人、林 祐志、中村 匡孝
国立病院機構四国がんセンター頭頸科・甲状腺腫瘍科
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O-162 喉頭癌N2c 症例の検討
東野 正明1）、神人 彪1）、兼竹 博文1）、鈴木 倫雄1）、西川 周治2）、河田 了1）

1）大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）大阪府済生会吹田病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-163 喉頭癌の臨床統計と死因の検討
草野 純子1）、田中 信三1）、平塚 康之1）、中平 舞衣1）、箕山 学1,2）

1）大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）ミノヤマ耳鼻咽喉科

O-164 当科における気管食道シャント発声の現状
西原美沙子、北野 睦三、堀口 生茄、白石 功、佐藤 満雄、土井 勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科

O-165 術前診断が困難であった縦隔胎児性癌の 1例
今井 貫太、頌彦 由丹、中島 隆博、阿久津 誠、常見 泰弘、今野 渉、
中島 逸男、平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

第 28群 症例 3 第 5会場（2階 華の間）
第 2日目 11 月 29 日（金） 11:20～12:20 抄録 p.200

座長：田村 悦代（東海大学医学部付属東京病院耳鼻咽喉科）
土師 知行（倉敷中央病院）

O-166 低 Ca血症が原因と考えられた両側声帯麻痺の 1例
福村 崇、森 照茂、高橋 幸稔、寒川 泰、印藤加奈子、星川 広史
香川大学医学部耳鼻咽喉科

O-167 輪状軟骨の多発骨折に対し形成術を施行した一症例
江原 浩明1）、福原 隆宏1）、森崎 剛史1）、片岡 英幸1,2）、竹内 裕美1）

1）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
2）鳥取大学医学部保健学科成人・老人看護学講座

O-168 当院における気管切開術を要した多系統萎縮症患者の検討
頌彦 由丹1）、中島 逸男1,2）、今井 貫太1）、常見 泰弘1）、阿久津 誠1）、
中島 隆博1）、平林 秀樹1）、春名 眞一1）

1）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
2）獨協医科大学病院睡眠医療センター

O-169 当科における過去 6年間の混合性喉頭麻痺症例の検討
関根 達朗
埼玉医科大学耳鼻咽喉科

O-170 病変部減量により気管孔を閉鎖し得た喉頭サルコイドーシスの 1例
橋本 千織1）、松見 文晶1）、清水 雅子2）、平林 秀樹3）、室野 重之4）

1）公益財団法人星総合病院耳鼻いんこう科
2）清水医院
3）獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
4）福島県立医科大学耳鼻咽喉科学講座
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O-171 喉頭気管食道裂の 2症例
馬場信太郎1）、二藤 隆春2）

1）東京都立小児総合医療センター耳鼻咽喉科
2）埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科


