1 日目

4 月 6 日（木）

第 1 会場［7F

小田島組☆ほ〜る］

第 1 群：音声障害１

9：10〜10：10
座長：冨藤
堀口

雅之（防衛医科大学校

耳鼻咽喉科学講座）

利之（北里大学医療衛生学部

リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻）

1

音声障害症例における発声機能検査および音響分析検査の比較検討
琉球大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
喜瀬 乗基

2

ケプストラム分析を中心にした音声障害の評価―Cepstral Spectral Index of Dysphonia（CSID）
県立広島大学保健福祉学部 コミュニケーション障害学科
土師 知行

3

神経・筋疾患における喉頭所見の検討
高知大学医学部 耳鼻咽喉科
弘瀬かほり

4

簡易型 VFE を用いた音声治療効果の検討
松山赤十字病院 耳鼻咽喉科
田口 亜紀

5

声門閉鎖に対する息こらえの効果
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
本橋
玲

6

声帯溝症に対する塩基性線維芽細胞増殖因子注入療法
国際医療福祉大学 東京ボイスセンター
金澤 丈治

第 2 群：音声障害 2

10：10〜11：10
座長：平林

秀樹（獨協医科大学

牧山

清（日本大学病院

耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）
耳鼻咽喉科）

7

内転型痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術 2 型の長期成績
熊本大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
讃岐 徹治

8

内転型痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術Ⅱ型症例の検討
小松病院 耳鼻咽喉科
大津 和弥

9

内転型痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術２型の手術成績―209 例の検討―
ひろしば耳鼻咽喉科・一色記念ボイスセンター
廣芝 新也

10

局所麻酔下の喉頭内視鏡手術の検討
福島県立医科大学医学部 耳鼻咽喉科
多田 靖宏

11

披裂軟骨内転術の Fenestration approach に加える工夫
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
福原 隆宏

12

顕微鏡下喉頭微細手術に頸部皮膚外切開を併用する新しい声帯短縮術
戸田中央総合病院 耳鼻咽喉科、東京医科大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科
冨岡 亮太

臨床セミナー 1

11：10〜11：40
司会：大上

研二（東海大学医学部

耳鼻咽喉科）

期待に応える声門閉鎖術 ―吸痰処置とカニューレからの解放をめざして―
大原綜合病院 耳鼻咽喉科 頭頸部・顔面外科
鹿野 真人
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11：40〜12：10
司会：村上

信五（名古屋市立大学医学部

耳鼻咽喉科学教室）

喉頭枠組手術
小松病院、一色記念ボイスセンター
田邉 正博

ランチョンセミナー 1

12：20〜13：20

司会：松浦

一登（宮城県立がんセンター

頭頸部外科

診療科長）

共催：メルクセローノ株式会社

QOS を考慮した局所進行頭頸部癌治療
東海大学医学部 耳鼻咽喉科 教授
大上 研二

総会

13：30〜13：50

日本喉頭科学会

優秀論文賞

授賞式

13：50〜14：00

教育講演

14：00〜14：50
司会：塩谷

彰浩（防衛医科大学校

耳鼻咽喉科学講座）

喉頭・気管の再建外科と再生医学研究
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
大森 孝一

シンポジウム１：喉頭科学と地域医療
司会：香取
兵頭

14：50〜16：20

幸夫（東北大学

耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

政光（高知大学医学部

耳鼻咽喉科学教室）

S1-1 岩手県における摂食嚥下リハビリテーションの現況
いわてリハビリテーションセンター
佐藤 義朝
S1-2 地域における嚥下診療に対する取り組み
広島市立広島市民病院 耳鼻咽喉科
井口 郁雄
S1-3 新たに地域全体を盛り上げる嚥下治療ネットワークを目指して
聖隷佐倉市民病院 耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター
津田 豪太
S1-4 若手耳鼻咽喉科医からみた地域における嚥下障害診療の実態と課題
高知大学医学部 耳鼻咽喉科学教室
長尾明日香
S1-5 地域に出ていく耳鼻咽喉科の嚥下診療
東北大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室
加藤 健吾

特別講演

16：20〜17：10
司会：志賀

清人（岩手医科大学医学部

国境なき医師団の活動
国境なき医師団
臼井 律郎
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頭頸部外科学科）

第１会場
４月６日（木）

臨床セミナー 3

第 2 会場［8F

会議室 803］

第 3 群：良性腫瘍・良性疾患１
座長：吉田

9：10〜10：10

尚弘（自治医科大学附属さいたま医療センター

松原

篤（弘前大学大学院医学研究科

耳鼻咽喉科）

耳鼻咽喉科学講座）

13

東京ボイスセンターにおける声帯嚢胞手術症例の検討
国際医療福祉大学 東京ボイスセンター、山形大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
倉上 和也

14

軟性内視鏡を用いた喉頭蓋嚢胞の治療
名古屋市立大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科
江崎 伸一

15

喉頭に発生した導管内乳頭腫症例
順天堂大学医学部附属順天堂医院 耳鼻咽喉・頭頸科
原
聡

16

当科における局所麻酔下に外来日帰りで行う軟性電子内視鏡下経口的喉頭手術
長崎大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
金子 賢一

17

術前に診断できている non-recurrent inferior laryngeal nerve の術後声帯麻痺リスク
恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科 頭頸部外科
木村 有貴

18

声門前方癒着に対するチタンブリッジを用いた治療の工夫
宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頚部外科
長井 慎成

第 4 群：悪性腫瘍１

10：10〜11：10
座長：塚原

清彰（東京医科大学

西野

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

宏（自治医科大学医学部

耳鼻咽喉科学教室）

19

下咽頭癌の原発巣評価における頸部超音波検査の有用性
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
堂西 亮平

20

下咽頭癌放射線療法後再発例に対する経口的切除術後の喉頭麻痺と音声機能温存の検討
がん・感染症センター都立駒込病院 耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科、
杉本 太郎
東京医科歯科大学

頭頸部外科

21

声門上部癌に対する経口的切除術
東海大学医学部 耳鼻咽喉科
大上 研二

22

喉頭癌 T3,T4 症例に対する選択的動注併用放射線治療の検討
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
野村研一郎

23

当科における局所進行喉頭癌の臨床検討
金沢大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科
中西 庸介

24

術前気管切開術が喉頭全摘出術症例に与える影響
大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
東野 正明

臨床セミナー 2

11：10〜11：40
司会：欠畑

誠治（山形大学医学部

耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座）

内視鏡下輪状咽頭筋切断術
久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
千年 俊一
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臨床セミナー 4

11：40〜12：10
司会：辻

裕之（金沢医科大学医学部

頭頸部外科学）

ランチョンセミナー 2
司会：丹生

12：20〜13：20
健一（神戸大学医学部附属病院

耳鼻咽喉・頭頸部外科）

共催：株式会社アトスメディカルジャパン

Stakeholder’s valuable engagement
〜シャント発声喉摘患者に見るチーム医療と患者会のかかわり
新潟県立がんセンター新潟病院 頭頸部外科
佐藤雄一郎
がん研有明病院 頭頸科
福島 啓文
神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科
四宮 弘隆
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第２会場
４月 ６ 日 （ 木 ）

喉頭疾患の超音波診断
神奈川県立がんセンター 頭頸部外科
古川まどか

第 3 会場［8F

研修室 812］

第 5 群：基礎１

9：10〜10：10
座長：池田

勝久（順天堂大学医学部

耳鼻咽喉科学講座）

千年

俊一（久留米大学医学部

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

25

喉頭科学の基礎
４つの声帯振動様式について
さいだ耳鼻咽喉科クリニック、ヴォイステック音声研究所
斉田 晴仁

26

ラット声帯創傷治癒での脂肪幹細胞の予防的効果
鳥取大学医学部 感覚運動医学講座 耳鼻咽喉・頭頚部外科学分野
森崎 剛史

27

In vivo 環境での声帯上皮バリア機能評価の試み
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
水田 匡信

28

顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）による傷害声帯筋再生促進効果の検討
東京大学医学部 耳鼻咽喉科教室、東京都立墨東病院、
藤巻 葉子
国立病院機構

東京医療センター

感覚器センター

人工臓器機器開発部門

29

喉頭の組織幹細胞の局在と分布 ―ラベル保持細胞法による声帯粘膜の組織幹細胞の同定―
久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座、久留米大学医学部 病理学講座
佐藤 公宣

30

3D プリンターを用いた被裂軟骨の再現
慶応義塾大学医学部 耳鼻咽喉科
富永 健裕

第 6 群：嚥下障害１

10：10〜11：10
座長：櫻井
梅﨑

一生（藤田保健衛生大学医学部
俊郎（福岡山王病院

耳鼻咽喉科学教室）

耳鼻咽喉科・国際医療福祉大学）

31

嚥下造影検査および嚥下内視鏡検査による食道癌術後嚥下機能評価の比較
熊本大学 耳鼻咽喉科 頭頸部外科
熊井 良彦

32

疾患別に誤嚥の有無を予測する因子の検討
横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
千葉 欣大

33

国立病院機構（NHO）研究班としての地域医療に向けた喉頭研究、ランダム化比較試験（RCT）
での検証
国立病院機構東京医療センター
角田 晃一

34

当科における重度の進行性嚥下障害症例に対する誤嚥防止手術の経験
金沢医科大学 頭頸部外科
下出 祐造

35

エンド GIA 自動吻合器を用いた誤嚥防止術の検討
江戸川念病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
横山 純吉

36

挿管後に喉頭食道瘻孔を認めた 1 例
藤田保健衛生大学医学部 耳鼻咽喉科
岩田 義弘

評議員会

12：20〜13：20
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ポスター・企業展示会場［8F

会議室 804AB］

ポスター 1：声帯麻痺２

17：20〜17：56

座長：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）

一側声帯麻痺に対する声帯脂肪注入術の CT による解析
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学 耳鼻咽喉科
西尾 直樹

P-3

一側性声帯麻痺に対する甲状軟骨形成術 1 型の長期経過の検討
九州大学医学研究院 耳鼻咽喉科学
菊池 良和

P-4

当科における甲状軟骨形成術Ⅰ型の治療成績
福島県立医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座
川瀬 友貴

P-5

喉頭微細手術の合併症についての統計的考察
山王病院 耳鼻咽喉科
奥井 文子

P-6

肺癌手術における術直後の喉頭観察の意義
伊勢赤十字病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
上田 航毅

４月６日（木）

P-2

ポスター 2：嚥下障害２

17：56〜18：26

座長：藤本

保志（名古屋大学医学部附属病院

耳鼻咽喉科）

P-7

当院における誤嚥防止手術について
香川大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
印藤加奈子

P-8

誤嚥防止術の検討
さぬき市民病院 耳鼻いんこう科、香川大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頚部外科
後藤理恵子

P-9

演題取り下げ

P-10 術後に嚥下障害を来した喉頭血管腫の 1 例
慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科
此枝 生恵
P-11 喉頭中央部切除を行った重度側弯症の一例
愛媛大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
甲斐 成彦

ポスター 3：悪性腫瘍４

17：20〜18：06

座長：家根
峯田

旦有（近畿大学医学部奈良病院
周幸（浜松医科大学

耳鼻咽喉科）

耳鼻咽喉科学教室）

P-12 喉頭癌における FDG-PET/CT の原発巣 SUVmax 値についての検討
秋田大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
鈴木 真輔
P-13 放射線治療後の再発喉頭癌に対する救済手術症例の臨床的検討
大分大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
川野 利明
P-14 当科における喉頭癌早期例の臨床的検討
島根大学医学部 耳鼻咽喉科
清水 保彦
P-15 喉頭癌 T2N0 症例に対する weekly ドセタキセル併用放射線治療症例の検討
岩手医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
及川 伸一
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ポスター・企業展示会場

片側声帯麻痺における健側披裂軟骨の過内転、3D-CT と内視鏡所見の比較
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
櫻井恵梨子

第３会場
４月６日（木）

P-1

P-16 当科で放射線治療を行った早期喉頭癌症例の治療成績
横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
矢吹健一郎
P-17 当科における喉頭癌 StageII に対する治療の検討
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 耳鼻咽喉科学
阿部 晃治
P-18 当科における喉頭癌 T1、T2 症例の検討
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
久保田圭一
P-19 NBI 拡大内視鏡観察にて声門癌の T 因子が変更となった 4 例
北里大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
細野 浩史

ポスター 4：良性腫瘍・良性疾患２
座長：井口

17：20〜17：56

広義（大阪市立大学大学院医学研究科 感覚・運動機能医学講座耳鼻咽喉病態学）

P-20 再発性多発性喉頭乳頭腫に対するガーダシルの効果 —喉頭分泌液の HPV 感染を交えて—
日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科分野
平井 良治
P-21 喉頭乳頭腫におけるうがい液中 HPV DNA 検出：第一報
福島県立医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座
室野 重之
P-22 喉頭に発生した異所性唾液腺の１例
順天堂大学医学部附属浦安病院 耳鼻咽喉科
田島 勝利
P-23 喉頭粘液腫の 1 例
旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
関根 一郎
P-24 術中神経モニタリングが有用であった巨大な甲状腺腫の 1 例
大分大学医学部 耳鼻咽喉科
野田 謙二
P-25 悪性腫瘍を疑った喉頭軟骨腫の１症例
佐賀大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
佐藤 有記

ポスター 5：悪性腫瘍５
座長：菅澤

17：56〜18：26
正（埼玉医科大学国際医療センター

頭頸部腫瘍科・耳鼻咽喉科）

P-26 喉頭原発の非扁平上皮癌 3 症例
関西医科大学附属病院
桑原 敏彰
P-27 皮膚筋炎を合併した喉頭癌症例
順天堂大学医学部附属静岡病院 耳鼻咽喉科
楠
威志
P-28 喉頭に発生した undifferentiated PleomorPhic sarcoma の１例
大分大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
木津 有美
P-29 喉頭原発小細胞癌の１例
滋賀医科大学 耳鼻咽喉科
大脇 成広
P-30 特異的な画像所見を呈した喉頭（声門下）腺様嚢胞癌の 1 例
岩手医科大学付属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科
宮口
潤
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ポスター 6：基礎２

17：20〜17：50
座長：吉崎

智一（金沢大学医薬保健研究域医学系

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P-31 ラット喉頭気管におけるアセチルコリンと substance P の発現
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
河本 勝之
P-32 ヒト声帯粘膜の microfibril-associated macromolecules と生物力学的特性
久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
佐藤 公則
P-33 声帯創傷治癒過程における骨髄由来細胞の分布
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
岸本
曜
P-34 ヒト声帯粘膜上皮の加齢的変化
久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
佐藤 公則

座長：内藤

17：50〜18：26
健晴（藤田保健衛生大学

耳鼻咽喉科学教室）

P-36 当科における声帯内自家脂肪注入術の検討
島根大学医学部 耳鼻咽喉科
清水香奈子
P-37 塩基性線維芽細胞増殖因子を用いた声帯内注入術―長期効果と注入回数についての検討―
東京都立広尾病院
鈴木 啓誉
P-38 歌唱時の音声障害を主訴に当科を受診した症例の検討
琉球大学大学院 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
喜友名朝則
P-39 交通外傷により特異な甲状軟骨脱臼を来たした 1 例
名古屋市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室、
佐藤慎太郎
名古屋市立大学病院

睡眠医療センター

P-40 ボイスプロテーゼ留置期間に関与する因子の検討
鳥取大学医学部 感覚運動医学講座 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
平 憲吉郎
P-41 3D プリンターを用いた喉頭枠組み手術の術前シミュレーション
山口大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科学
原
浩貴

ポスター 8：気道狭窄１
座長：楯谷

17：20〜17：50
一郎（京都大学医学研究科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

P-42 難治性声門下狭窄の 1 例
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
長島 弘明
P-43 気管切開孔周囲の瘢痕形成に対し双葉皮弁による気管孔形成を行った症例
福島県立医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座
谷 亜希子
P-44 トリアムシノロンアセトニド局注が有効であった甲状腺術後声門下肉芽例
静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科
川崎 泰士
P-45 ベバシズマブによる気管内出血を認めた喉頭摘出後の１例
大阪市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科病態学
岡本 幸美
P-46 喉頭、下咽頭血管腫に対する選択的動脈塞栓術後に気道狭窄をきたした 1 例
金沢医科大学医学部 耳鼻咽喉科学
川上
理
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４月６日（木）

ポスター 7：音声障害４

ポスター・企業展示会場

P-35 モルモット結合腕傍核における発声パターン形成への関与の検討
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
杉山庸一郎

ポスター 9：炎症・感染１
座長：原渕

17：50〜18：26
保明（旭川医科大学

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

P-47 喉頭結核の 2 例
山形大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座
那須
隆
P-48 喉頭結核の 1 症例
仙台医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
舘田
勝
P-49 喉頭浮腫を合併した流行性耳下腺炎の 1 例
京都第二赤十字病院 耳鼻咽喉科・気管食道外科
村井 尚子
P-50 喉頭浮腫を合併した流行性耳下腺炎の一症例
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科
宮下 文織
P-51 小柴胡湯が有効であった喉頭肉芽腫 2 症例
弘前大学医学部 耳鼻咽喉科
高畑 淳子
P-52 咽喉頭酸逆流症患者の睡眠障害および労働生産性に対する PPI の効果
東北医科薬科大学医学部 耳鼻咽喉科
太田 伸男
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2 日目

4 月 7 日（金）

第 1 会場［7F

小田島組☆ほ〜る］

専門医共通講習会

9：00〜10：00
司会：猪原

秀典（大阪大学大学院医学系研究科 感覚器外科学講座耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

頭頸部・喉頭科領域における周術期感染制御
岩手医科大学附属病院 医療安全管理部 感染症対策室
櫻井
滋

シンポジウム 2：喉頭癌に対する喉頭温存手術を追及する
司会：松浦

一登（宮城県立がんセンター

頭頸部外科）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

S2-1 ラリンゴマイクロ手術の適応と手技：音声改善を目指して
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
板東 秀樹

S2-3 外切開による喉頭部分切除術の歴史
愛知県がんセンター中央病院 頭頸部外科
花井 信広
S2-4 当科における喉頭温存手術について
宮城県立がんセンター
浅田 行紀

ランチョンセミナー 3

11：50〜12：50

司会：折舘

伸彦（横浜市立大学医学部

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

主任教授）

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

頭頸部がん治療の現状と新たな展開
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 准教授
本間 明宏

第 7 群：音声障害３

13：00〜14：00
座長：鈴木
土師

幹男（琉球大学医学部

耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室）

知行（県立広島大学保健福祉学部

コミュニケーション障害学科）

37

音声振戦（voice tremor）を伴う本態性振戦に対して脳深部刺激療法を行った一例
防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座
冨藤 雅之

38

音声治療が効果的であった音声振戦症例
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
前川 圭子

39

甲状軟骨形成術 3 型を行った外転型痙攣性発声障害の 2 症例とその後の経過
東京女子医科大学 八千代医療センター
三枝 英人

40

喉頭隆起切除後の声帯弛緩に対し、前交連固定術とⅣ型を施行した例
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
末廣
篤
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第１会場
４月７日（金）

S2-2 喉頭垂直部分切除術の適応と手技
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 耳鼻咽喉科
藤井
隆

４月６日（木）

滋（京都府立医科大学

ポスター・企業展示会場

平野

10：10〜11：40

41

空手の正拳突きにより甲状軟骨骨折をきたした 1 例
東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野
縣
愛弓

42

ミトコンドリア病罹患児に対する Blom Ⓡスピーチカニューレの使用経験
東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科
岡本 拓也

第 8 群：声帯麻痺１

14：00〜15：00
座長：田山
湯本

二朗（国立国際医療研究センター病院
英二（朝日野総合病院

耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

耳鼻咽喉科）

43

声帯麻痺患者に対するトラフェルミン注入術の効果の検討
国際医療福祉大学 東京ボイスセンター
鹿島 和孝

44

輪状甲状関節を保存した披裂軟骨内転術
朝日野総合病院 耳鼻咽喉科
湯本 英二

45

喉頭枠組み術中の言語聴覚士による音声モニタリングが有用であった一例
横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科
生井友紀子

46

僧房弁閉鎖不全症に起因した若年 Ortner 症候群の 1 例
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
大同
惠

47

喉頭枠組み手術後の気息性嗄声に対して再手術を行った片側声帯麻痺の一例
国際医療福祉大学 東京ボイスセンター、東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
許斐 氏元

48

声帯内自家脂肪注入術を行った小児声帯麻痺症例
東京大学医学部 耳鼻咽喉科
東海林 静

耳鼻咽喉科領域講習会
司会：福田

15：10〜16：10
諭（北海道大学大学院医学研究科

喉頭外科の歴史と展望
横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
折舘 伸彦

― 24 ―

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野）

第 2 会場［8F

会議室 803］

第 9 群：悪性腫瘍２

13：00〜14：00
座長：倉富勇一郎（佐賀大学医学部
中島

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

寅彦（独立行政法人国立病院機構九州医療センター

49

当科における喉頭癌に対する放射線治療の検討
京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
布施 慎也

50

喉頭癌に対する CO2 レーザー治療
恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科 頭頸部外科
渡邉 昭仁

51

皮弁再建術症例の喉頭機能の検討
福井大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
扇
和弘

52

片側反回神経麻痺を伴う甲状腺がん症例に対する神経モニタリングの工夫
四国がんセンター 頭頸科
門田 伸也

53

声門下腺様嚢胞癌の一例
防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座
高橋洋一郎

54

舌骨付き胸骨舌骨筋弁で再建した輪状軟骨肉腫例
日本赤十字社和歌山医療センター 耳鼻咽喉科
林
泰之

14：00〜15：00

座長：朝蔭
丹生

孝宏（東京医科歯科大学

頭頸部外科）

健一（神戸大学大学院医学研究科

外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）

天津式気管食道シャント発声の長期経過報告
兵庫県立がんセンター 頭頸部外科
松居 秀敏

56

当科における Provox 挿入後合併症の検討
愛媛大学医学部 頭頸部・感覚器外科
能田 淳平

57

ヴォイスプロステーシス（Provox）留置患者の現況
浜松医科大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科
岡村
純

58

ボイスプロテーゼを用いたシャント発声の音声機能について
〜遊離空腸再建例と前外側大腿皮弁再建例の比較〜
東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科
小林 俊樹

59

9 年間の経過で癌化した声帯白板症の一例
国際医療福祉大学クリニック言語聴覚センター、国際医療福祉大学病院 耳鼻咽喉科、
磯貝
豊
国際医療福祉大学保健医療学部

60

言語聴覚学科

レンバチニブ治療中に片側性反回神経麻痺に対して甲状軟骨形成術Ⅰ型を行った甲状腺未分化癌
伊勢赤十字病院 頭頸部・耳鼻咽喉科
澤
允洋
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第２会場
４月７日（金）

55

第１会場
４月７日（金）

第 10 群：悪性腫瘍３

耳鼻咽喉科）

第 3 会場［8F

研修室 812］

第 11 群：気道狭窄・症例１

13：00〜14：00

座長：齋藤康一郎（杏林大学医学部
河田

了（大阪医科大学

耳鼻咽喉科学教室）
耳鼻咽喉科学教室）

61

当科における気道確保と地域慢性期療養型病院との連携
足利赤十字病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科
遠藤理奈子

62

喉頭専門医としての食物窒息の救急対処法への提案―意図的指払い法について―
大原綜合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科
鹿野 真人

63

局所麻酔下に切離術を施行した声門後部癒着症の 1 例
小豆島中央病院 耳鼻咽喉科
福村
崇

64

喉頭裂を伴う重症心身障害児の２症例
東京大学 耳鼻咽喉科
上羽 瑠美

65

輪状軟骨破壊を伴った喉頭限局の再発性多発性軟骨炎の１例
福岡山王病院 耳鼻咽喉科
安達 一雄

66

咽喉頭炎を初発症状として診断された皮膚筋炎の 1 例
杏林大学 耳鼻咽喉科学教室
渡邉
格

第 12 群：免疫・アレルギー１

14：00〜15：00

座長：藤枝

重治（福井大学医学部

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学）

川内

秀之（島根大学医学部

耳鼻咽喉科学教室）

67

花粉曝露により誘発される喉頭症状 ―花粉暴露室を用いた３試験からの検討―
千葉大学 耳鼻咽喉・頭頸部腫瘍学
鈴木 猛司

68

TLR リガンドによる喉頭粘膜由来線維芽細胞からのサイトカイン制御
秋田大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
山田武千代

69

通年性喉頭アレルギーの抗原および喉頭所見について―きびしい診断基準に基づいた検討―
広島大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
井門謙太郎

70

スギ・ヒノキ科花粉症における咽喉頭症状
藤田保健衛生大学医学部 耳鼻咽喉科学教室
村嶋 智明

71

喉頭アレルギーの診断困難例：多因子合併例の経験より
大阪市立大学大学院 耳鼻咽喉病態学
阪本 浩一

72

診断に苦慮した喉頭アレルギーの１例
神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科
森本 浩一
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