第 70 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
メインテーマ：「気と食」
70 周年記念式典
第 1 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 8 日（木） 14:35〜15:25

理事長挨拶
桑野

博行（日本気管食道科学会 理事長）

記念講演 「多科協調学会への道筋」
座長：小川
演者：村上

郁（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科）
泰（京都府立医科大学 名誉教授）

功労者表彰
60周年記念式典以降の歴代理事長、総会会長、専門医大会会長

特別講演
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 15:35〜16:35

「超高齢化社会における医療倫理と医療制度の方向性」

共通講習 医療倫理

座長：塩谷 彰浩（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）
演者：古川 俊治（参議院議員、慶應義塾大学医学部外科教授・法科大学院教授、
TMI 総合法律事務所）

シンポジウム 1
第 1 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 8 日（木） 10:05〜11:35

S1「気管食道領域におけるロボット支援手術の最近の進歩」
座長：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）
千田

雅之（獨協医科大学呼吸器外科学講座）

S1-1

Novel Multidisciplinary Approach of TORS for the Treatment of
T3, T4 Pharyngo-Laryngeal Cancer
Se-Heon Kim
Department of Otorhinolaryngology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

S1-2

食道癌に対するロボット支援手術―up to date―
丞1）、八木 浩一1）、山下 裕玄1）、森
瀬戸 泰之1）、愛甲
1）
東京大学医学部消化管外科
2）
三井記念病院

和彦2）
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S1-3

肺癌に対するロボット手術の可能性
鈴木 健司
順天堂大学呼吸器外科

シンポジウム 2
第 1 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 8 日（木） 15:30〜16:30

S2「思い出の手術」
座長：湯本 英二（朝日野総合病院耳鼻咽喉科）
S2-1

気管食道科学領域手術に関する私見
久
育男
京都学園大学

S2-2

根気強く治療した食道気管気管支瘻の 1 例
河野 辰幸
草加市立病院外科

S2-3

気管支カルチノイド腫瘍、オカルト肺癌に気管支形成術
川原 克信
鹿児島徳洲会病院呼吸器センター

S2-4

頭頸部癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション手術
甲能 直幸
佼成病院

シンポジウム 3
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:30

S3「再発性気道乳頭腫症の取り扱い」
座長：金子 公一（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科）
牧山
清（日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
S3-1

臨床に必要なヒトパピローマウイルス型とゲノムの基礎知識
藤井多久磨
藤田医科大学産婦人科学講座

S3-2

肺・気管支乳頭腫の取り扱い―呼吸器外科の立場から―
坂口 浩三、石田 博徳、田口
亮、柳原 章寿、二反田博之、金子
埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科

公一

S3-3

再発性喉頭乳頭腫患者に対する補助療法：HPV ワクチン療法を中心に
松崎 洋海、牧山
清
日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

S3-4

再発性気道乳頭腫に対する手術治療：当科の治療方針と外来日帰り手術の有用性
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

シンポジウム 4
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:30

S4「気管食道領域におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術」
座長：長谷川泰久（朝日大学病院頭頸部外科）
S4-1

肺癌のセンチネルノードナビゲーションサージェリーの現状
南谷 佳弘、今井 一博、今野 隼人、栗原 伸泰、中 麻衣子
秋田大学大学院医学系研究科胸部外科学講座

S4-2

センチネルナビゲーションによる食道がん個別化治療
眞栁 修平1）、竹内 裕也2）、川久保博文1）、中村理恵子1）、須田 康一1）、和田 則仁1）、
北川 雄光1）
1）
慶應義塾大学医学部外科
2）
浜松医科大学医学部外科学第二講座

S4-3

頭頸部におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術
松塚
崇
福島県立医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

シンポジウム 5
第 2 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 9 日（金） 14:00〜15:30

S5「咽喉頭、食道がんにおける経口的手術の最前線」
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）
S5-1

咽喉頭がんにおける TLM
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

S5-2

Transoral videolaryngoscopic surgery（TOVS）
冨藤 雅之、荒木 幸仁、宇野 光祐、田中 雄也、原田
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

栄子、塩谷

S5-3

咽喉頭癌に対する ELPS（内視鏡的咽喉頭手術）の適応とテクニック
杉本 太郎1）、松井 俊大2）、朝蔭 孝宏3）、川田 研郎4）
1）
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
2）
がん・感染症センター都立駒込病院食道外科
3）
東京医科歯科大学頭頸部外科
4）
東京医科歯科大学消化管外科

S5-4

食道・咽頭表在癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
聡2）、山下
拓3）
堅田 親利1）、田邉
1）
北里大学医学部消化器内科学
2）
北里大学医学部新世紀医療開発センター
3）
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

彰浩
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パネルディスカッション 1
第 1 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 8 日（木） 9:00〜10:00

P1「上縦隔の取り扱い―各科の視点から」
座長：川端 一嘉（がん研有明病院頭頸科）
杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講座）
P1-1

上縦隔の手術取り扱いについて〜頭頸部外科医の立場から
別府
武
埼玉県立がんセンター頭頸部外科

P1-2

微細解剖に基づいた上縦隔郭清―食道外科の視点から―
大杉 治司、成宮 孝祐、工藤 健司
東京女子医科大学消化器外科

P1-3

呼吸器外科における上縦隔手術
中西 浩三、後藤 英典、伊藤 知和
国立病院機構埼玉病院呼吸器外科

パネルディスカッション 2
第 1 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 8 日（木） 10:05〜11:35

P2「好酸球性疾患・アレルギー性疾患―各領域の立場から考える」
座長：東田 有智（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科）
内藤 健晴（藤田医科大学耳鼻咽喉科）
P2-1

好酸球性食道炎
穂苅 量太
防衛医科大学校消化器内科

P2-2

喘息
岩永 賢司、東田 有智
近畿大学医学部内科学呼吸器・アレルギー部門

P2-3

喉頭アレルギー、好酸球性副鼻腔炎
阪本 浩一
大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学

パネルディスカッション 3
第 1 日目

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

P3「誤嚥性肺炎―それぞれの視点から」
座長：大前由紀雄（大生水野クリニック）
P3-1

呼吸器内科医からみた誤嚥性肺炎
藤倉 雄二
防衛医科大学校内科学講座（感染症・呼吸器）

第 1 会場（ボールルームイースト）

P3-2

嚥下指導と嚥下訓練
唐帆 健浩
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室、杏林大学摂食嚥下センター

P3-3

嚥下手術
二藤 隆春
東京大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

パネルディスカッション 4
第 2 日目

プ
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第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:30

P4「反回神経―麻痺を作らない手術と再生の試み」
座長：藤 也寸志（国立病院機構九州がんセンター）
平野
滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
P4-1

P4-2

P4-3

甲状腺手術＋神経再生チューブによる再建
敦1）、高野 賢一1）、大國
黒瀬
誠1）、近藤
1）
札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科
2）
札幌禎心会病院聴覚・めまい医療センター

毅1）、小幡 和史1）、氷見 徹夫1,2）

食道癌手術における反回神経麻痺の現状
〜麻痺を回避するリンパ節郭清手技と術中神経刺激システムの有用性
亀井
尚、谷山 裕亮、櫻井
直、日景
允、佐藤 千晃、高屋
岡本 宏史
東北大学大学院医学系研究科消化器外科学分野

快、

声帯運動回復を高率に認めた反回神経障害の新規治療戦略
鈴木
洋1,2）、荒木 幸仁1）、宇野 光祐1）、冨藤 雅之1）、塩谷 彰浩1）
1）
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座
2）
自衛隊中央病院耳鼻咽喉科

パネルディスカッション 5
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 14:00〜15:30

男女共同参画委員会特別企画

スイーツセミナー

P5「気管食道科学会で目指そう、みんなのキャリアアップ・スキルアップ」
座長：小林 一女（昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
P5-1

呼吸器外科医としてのキャリアプラン―女性外科医の立場から―
東
陽子、伊豫田 明
東邦大学医学部外科学講座呼吸器外科学分野

P5-2

自分から動ける人間であるために
上羽 瑠美
東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

プ
ロ
グ
ラ
ム

P5-3

耳鼻咽喉科・頭頸部外科医のキャリアアップ・スキルアップ
―エキスパートを目指そう―
古川まどか
神奈川県立がんセンター頭頸部外科

P5-4

ワークとライフ 消化器外科医として働き続けるために
葉梨 智子
東海大学医学部付属東京病院外科

P5-5

教室主催者の立場から
兵頭 政光
高知大学医学部耳鼻咽喉科
共催：公益社団法人 日本医師会

教育講演 1
第 1 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 8 日（木） 9:00〜10:00

E1「事態対処医療の最前線：外傷救護と医療安全の観点から」

共通講習 医療安全

座長：市来 浩人（前自衛隊仙台病院長）
演者：齋藤 大蔵（防衛医科大学校防衛医学研究センター外傷研究部門）

教育講演 2
第 1 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

E2「小児における幹細胞を利用した食道
ならびに気管の再生医療」

領域講習 耳鼻咽喉科･外科

座長：小澤 壯治（東海大学消化器外科）
演者：渕本 康史（国際医療福祉大学医学部小児外科）

教育講演 3
第 1 日目

第 3 会場（グリーンウィンド）

11 月 8 日（木） 16:35〜17:35

E3「診療所における音声障害の取扱い」
座長：佐々木俊一（足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）
E3-1

ボイスクリニックにおける音声障害の取り扱い
楠山 敏行
東京ボイスクリニック

E3-2

診療所における音声障害の取扱い：小さなクリニックの挑戦
熊田 政信、佐藤 絵梨、大塚満美子
耳鼻咽喉科クマダ・クリニック

領域講習 耳鼻咽喉科

教育講演 4
第 1 日目

第 4 会場（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 16:35〜17:35

E4「輸入感染症―訪日外国人数増加を受けて―」

共通講習 感染対策

座長：平林 秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
演者：三木田 馨（慶應義塾大学医学部感染症学教室）

教育講演 5
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 12:50〜13:50

E5「食道癌における頸部郭清術」

領域講習 耳鼻咽喉科･外科

座長：辻本 広紀（防衛医科大学校上部消化管外科）
E5-1

食道癌における頸部郭清術―頭頸部外科医より
渡邉 昭仁1）、細川 正夫2）
1）
恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）
恵佑会札幌病院外科

E5-2

胸部食道癌に対する鎖骨上リンパ節郭清の意義
渡邊 雅之、峯
真司、高橋 慶太、問端
今村
裕
がん研有明病院消化器外科

教育講演 6
第 2 日目

輔、上月亮太郎、岡村

明彦、

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 9 日（金） 12:50〜13:50

E6「声帯麻痺の手術」

領域講習 耳鼻咽喉科

座長：田村 悦代（東海大学医学部付属東京病院耳鼻咽喉科、ボイスクリニック）
E6-1

E6-2

喉頭枠組み手術
楯谷 一郎、樋渡
直、岸本
曜、大森
京都大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

孝一

声帯内注入術
矢部はる奈
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

学術セミナー 1
第 1 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 8 日（木） 11:45〜12:45

C1「クリニックにおける気管食道科専門診療」

ランチョンセミナー

座長：兵頭 政光（高知大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
演者：佐藤 公則（佐藤クリニック耳鼻咽喉科・頭頸部外科・睡眠呼吸障害センター、
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
共催：HOYA 株式会社
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学術セミナー 2
第 1 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 8 日（木） 11:45〜12:45

C2「頭頸部癌領域における免疫療法」

ランチョンセミナー

座長：丹生 健一（神戸大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）
演者：田原
信（国立がん研究センター東病院頭頸部内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

学術セミナー 3
第 1 日目

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 8 日（木） 15:30〜16:30

C3「酸関連疾患の新たな治療戦略」

スイーツセミナー

座長：折舘 伸彦（横浜市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
演者：鈴木 秀和（慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター）
共催：武田薬品工業株式会社

学術セミナー 4
第 2 日目

第 1 会場（ボールルームイースト）

11 月 9 日（金） 11:40〜12:40

C4「免疫チェックポイント阻害剤が
頭頸部がん治療にもたらすもの〜長期生存への期待〜」

ランチョンセミナー

座長：志賀 清人（岩手医科大学頭頸部外科学科）
演者：小野 剛治（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

学術セミナー 5
第 2 日目

第 2 会場（ボールルームウエスト）

11 月 9 日（金） 11:40〜12:40

C5「アレルギー性鼻炎の診療における
抗ヒスタミン薬の位置づけ」

ランチョンセミナー

座長：藤枝 重治（福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
演者：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）
共催：大鵬薬品工業株式会社

ハンズオンセミナー 1･2
第 1 日目

ハンズオン会場（サルビア）

11 月 8 日（木） 10:35〜11:35 / 15:30〜16:30

「外科的気道確保」

〔事前申込制〕

領域講習 耳鼻咽喉科･外科

講師：齋藤康一郎（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
スミスメディカル・ジャパン株式会社
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
第 2 日目

ハンズオン会場（サルビア）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:10 / 10:30〜11:40

〔事前申込制〕

「経口的咽喉頭腫瘍切除術」
講師：佐藤
杉本
千年
小澤
荒木
冨藤

領域講習 耳鼻咽喉科

靖夫（慶翔会戸室耳鼻科）
太郎（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）
俊一（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
宏之（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
幸仁（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）
雅之（防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座）
共催：オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
永島医科器械株式会社/株式会社日本ルミナス
ライカマイクロシステムズ株式会社/株式会社アムコ

ハンズオンセミナー 5
第 2 日目

ハンズオン会場（サルビア）

11 月 9 日（金） 14:00〜15:10

〔事前申込制〕

「神経再生チューブによる末梢神経再建術」
講師：黒瀬

領域講習 耳鼻咽喉科・外科

誠（札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科）
共催：東洋紡株式会社

ワークショップ 1
第 1 日目

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 8 日（木） 9:00〜10:00

W1「経口的手術、内視鏡手術

私の工夫①」

座長：今西 順久（川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科）
大上 研二（東海大学医学部耳鼻咽喉科）
W1-1

頭頸部表在癌に対する経口的手術〜食道外科と頭頸部外科の連携
川田 研郎1）、中島 康晃1）、東海林 裕1）、星野 明弘1）、久米雄一郎1）、山口 和哉1）、
田崎 彰久2）、清川 佑介2）、有泉 陽介2）、朝蔭 孝宏2）
1）
東京医科歯科大学食道外科
2）
東京医科歯科大学頭頸部外科

W1-2

声帯上皮病変に対する cold microdissection 手術
平野
滋、杉山庸一郎、椋代 茂之、橋本 慶子、布施
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

W1-3

術後嚥下機能を考慮した経口的咽頭悪性腫瘍切除術
小松 正規1）、畠山 博充1）、折舘 伸彦2）
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）
横浜市立大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

慎也

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

W1-4

W1-5

TOVS 術後の創部瘢痕拘縮に対する術中ステロイド局注の検討
宇野 光祐、冨藤 雅之、荒木 幸仁、谷合 信一、田中 雄也、原田
塩谷 彰浩
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座
導入化学療法後の咽頭扁平上皮癌経口切除
渡部 佳弘1）、今西 順久2）、岡本 康秀1）、池
郁4）
小澤 宏之4）、小川
1）
東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科
2）
川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科
3）
稲城市立病院耳鼻咽喉科
4）
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

ワークショップ 2
第 1 日目

W2「気と食

栄子、

真理3）、長谷部夏希1）、竹林亜貴子1）、

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 8 日（木） 10:05〜11:20

基礎研究の最前線①」

座長：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）
島田 英昭（東邦大学医療センター大森病院消化器センター外科）
W2-1

5ALA と自家蛍光観察システムを用いた胸膜悪性病変に対する光学的診断法の開発
北田 正博、大崎 能伸、安田 俊輔、高橋 奈七、岡崎
智、石橋
佳
旭川医科大学呼吸器センター

W2-2

機械学習技術と多重免疫染色法を用いた頭頸部癌の組織免疫特性解析
辻川 敬裕
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

W2-3

頭頸部癌培養細胞株から作製した高浸潤性フェノタイプとその生物学的特性について
金谷 洋明、後藤 一貴、平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

W2-4

腫瘍溶解性センダイウイルス原発巣治療後の腫瘍免疫誘導による
頭頸部癌遠隔転移抑制効果の検討
洋1）、上出 大介1）、
田中 雄也1）、荒木 幸仁1）、田中 伸吾1）、宮川 義弘1）、鈴木
拓2）、上田 泰次3）、井上
誠3）、
冨藤 雅之1）、宇野 光祐1）、原田 栄子1）、山下
塩谷 彰浩1）
1）
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座
2）
北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）
IDファーマ（株）

W2-5

食道癌における LINE-1 メチル化レベルと腫瘍免疫の網羅的解析；
PD-L1 発現及び腫瘍浸潤リンパ球
馬場 祥史、小澄 敬祐、岡留 一雄、八木 泰祐、清住 雄希、江藤弘二郎、
日吉 幸晴、長井 洋平、岩槻 政晃、岩上 志朗、宮本 裕士、吉田 直矢、
馬場 秀夫
熊本大学医学部消化器外科

W2-6

バイオ 3D プリンティング技術による気管食道の再生医療
谷口 大輔1,2）、松本桂太郎1,2）、武岡 陽介1,2）、町野 隆介1）、小山正三郎1）、
豪1）、
鐡尾 智幸1）、森山 正章1,2）、土谷 智史1）、宮崎 拓郎1）、畑地
1）
1）
3）
1,2）
武
朝重 耕一 、土肥良一郎 、中山 功一 、永安
1）
長崎大学病院腫瘍外科
2）
長崎大学大学院ハイブリッド医療人養成センター
3）
佐賀大学臓器再生医工学講座

ワークショップ 3
第 2 日目

11 月 9 日（金） 9:00〜10:30

W3「気と食

基礎研究の最前線②」

第 2 会場（ボールルームウエスト）

座長：香取 幸夫（東北大学大学院医学系研究科・医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学）
吉崎 智一（金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
W3-1

睡眠中の嚥下と呼吸動態―嚥下性肺炎との関連性―
佐藤 公則、千年 俊一、佐藤 公宣、佐藤 文彦、栗田
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

W3-2

嚥下障害例に対する頸部テーピング法の嚥下圧測定
西山耕一郎
西山耳鼻咽喉科医院

W3-3

食品科学的検証に基づく誤嚥予防と活用方法
上羽 瑠美、後藤多嘉緒、佐藤
拓、二藤
東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

卓、梅野

博仁

隆春

W3-4

声帯内自家脂肪注入術に用いる脂肪組織に関する考察
滋3）、和田 吉弘1）、飯田 政弘4）、大上 研二4）
田村 悦代1）、新美 成二2）、加納
1）
東海大学医学部付属東京病院耳鼻咽喉科
2）
国際医療福祉大学言語聴覚科
3）
加納耳鼻咽喉科医院
4）
東海大学医学部耳鼻咽喉科

W3-5

早期下咽頭喉頭癌放射線治療症例における治療前 PET/CT SUVmax を用いた
予後予測能の検討
佐藤陽一郎、今西 順久、佐藤えみり、松居 祐樹、井口 聖名
川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科

W3-6

NVP 固定 Cadaver を用いた臨床解剖
宮本
真1）、長瀬 美樹2）、渡邉
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

W3-7

格1）、中川 秀樹1,3）、齋藤康一郎1）

次世代シーケンサーを用いた原発性線毛運動不全症の遺伝子診断
竹内 万彦
三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

ワークショップ 4
第 2 日目

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:30

W4「経口的手術、内視鏡手術

私の工夫②」

座長：加藤 広行（JA 福島厚生連塙厚生病院）
島田 英雄（東海大学医学部付属大磯病院外科）
W4-1

当科での内視鏡下甲状腺手術（VANS 法）の工夫と治療成績
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

W4-2

胸部食道癌に対する左側臥位胸腔鏡下食道切除術の手技と器具の工夫
竹村 雅至、瀧井麻美子、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

W4-3

左側臥位胸腔鏡下食道切除術における手術手技の工夫
佐藤
弘、宮脇
豊、藤原 直人、椙田 浩文、岡本
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

光順、桜本

信一、

W4-4

縦隔アプローチ食道癌根治術での気管拳上鈎を用いた 106tbL リンパ節郭清手技
東海林 裕1）、中島 康晃1）、川田 研郎1）、星野 明弘1）、岡田 卓也1）、了徳寺大郎1）、
鑑1）、秋田 恵一2）、絹笠 祐介1）
久米雄一郎1）、山口 和哉1）、川村 雄大1）、永井
1）
東京医科歯科大学消化管外科学
2）
東京医科歯科大学臨床解剖学

W4-5

食道癌に対する咽頭喉頭食道全摘術における開胸操作と胸腔鏡操作の比較検討
慶江1）、
佐伯 浩司1）、中島雄一郎1）、廣瀬 晧介1）、佐々木 駿1）、城後友望子1）、胡
英次1）、安松 隆治2）、門田 英輝3）
久松 雄一1）、津田 康雄1）、安藤 幸滋1）、沖
1）
九州大学大学院消化器・総合外科
2）
九州大学大学院耳鼻咽喉科
3）
九州大学大学院形成外科

W4-6

腹臥位胸腔鏡下食道癌手術における持続的左反回神経モニタリング
吉村 文博、田中 敬太、島岡 秀樹、橋本 恭弘、中島
亮、柴田
長谷川 傑
福岡大学医学部消化器外科

W4-7

亮輔、

反回神経麻痺を含めた合併症の軽減に努める胸腔鏡下食道癌手術の工夫
憲1）、稲津 大輝1）、中
亮子1）、西山 方規1）、
李
栄柱1）、藤原 有史1）、形部
竹村 雅至2）、大平 雅一1）、大杉 治司3）
1）
大阪市立大学大学院消化器外科
2）
南大阪病院
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 5
第 2 日目

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:30

W5「経口的手術、内視鏡手術

私の工夫③」

座長：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）
山下
拓（北里大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
W5-1

W5-2

ELPS 用彎曲鉗子（試作）を用いた ELPS 手術
木村 有貴、渡邉 昭仁、谷口 雅信、北尾
恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
咽喉頭腔外へのアプローチ
森
照茂、岸野毅日人、星川
香川大学医学部耳鼻咽喉科学

恭子

広史

W5-3

下咽頭病変に対する、新たな手術器具を用いた TOVS の工夫
溝口 兼司、水町 貴諭、加納 里志、本間 明宏
北海道大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

W5-4

咽喉頭癌に対する経口的鏡視下手術 当科の工夫
岸本
曜、楯谷 一郎、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

W5-5

TOVS における手術機器の工夫
大上 研二、戎本 浩史、酒井
東海大学医学部耳鼻咽喉科

昭博、槇

大輔

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

一般演題
第1群
第 1 日目

嚥下障害①

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 9:00〜10:00

座長：大久保啓介（佐野厚生総合病院耳鼻咽喉科）
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）
O-001

嚥下障害および術後縫合不全評価に対する嚥下造影 Cone Beam CT（CBCT）の
有用性の検討
今泉 光雅、鈴木
亮、鈴木 俊彦、仲江川雄太、川瀬 友貴、室野 重之
福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-002

当院における嚥下機能評価と臨床予後の検討
山本 純平1）、高山 香織2）、三輪 高喜3）
1）
浅ノ川総合病院耳鼻咽喉科
2）
浅ノ川総合病院言語聴覚士
3）
金沢医科大学耳鼻咽喉科学

O-003

High-resolution impedance manometry による食道入口部機能評価
田中加緒里、勢井 洋史、羽藤 直人
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科

O-004

食道癌術後患者に対する嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査結果の比較
悟1）、吉田 直矢2）、馬場 秀夫2）、
熊井 良彦1）、伸島 靖浩1）、西本 康兵1）、宮丸
1）
折田 頼尚
1）
熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科
2）
熊本大学消化器外科

O-005

嚥下障害における鍼による口腔咽頭の表在感覚の評価
伊藤 裕之、三枝 英人、山本 圭介、門園
修、前田
東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科

O-006

泰世、田邊

愛弓

誤嚥・窒息予防を目的とした入院時の摂食・嚥下アセスメントの試み
多田 靖宏1）、谷 亜希子1,2）、松井 隆道1）、大河内幸男1）
1）
福島赤十字病院耳鼻咽喉科嚥下・ボイスセンター
2）
谷病院耳鼻咽喉科

第2群
第 1 日目

嚥下障害②

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 10:05〜10:35

座長：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-007

術後嚥下リハビリテーションが困難と思われた嚥下障害に対して喉頭挙上術を施行し、
良好な経過を得た 1 例
健1）
森川
淳1）、大久保啓介1）、稲木 香苗2）、笠原
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

プ
ロ
グ
ラ
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O-008

薬剤性嚥下障害に対し喉頭挙上術を施行し嚥下機能改善を得た 1 例
笠原
健、大久保啓介、森川
淳
佐野厚生総合病院耳鼻咽喉科

O-009

当科における経口的輪状咽頭筋切断術
河本 勝之、森谷 李吉、武信真佐夫、吉岡 佳奈、安永
草津総合病院頭頸部甲状腺外科センター・耳鼻咽喉科

第3群
第 1 日目

嚥下障害③

雅一、北野

博也

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 10:35〜11:35

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）
藤本 保志（名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
O-010

新しい誤嚥防止手術：輪状軟骨を温存した喉頭中央部切除術変法
加藤 健吾、平野
愛、香取 幸夫
東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-011

誤嚥防止術後の瘻孔形成のリスク要因の検討
木谷 有加1,2）、畠山 博充2）、木谷 洋輔2,3）、小松 正規2）、折舘 伸彦4）
1）
茅ヶ崎市立病院耳鼻咽喉科
2）
横浜市立大学附属市民総合医療センター耳鼻咽喉科
3）
国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター
4）
横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-012

喉頭気管分離術後の喉頭皮膚瘻に対して声門閉鎖術（鹿野式）が有用であった一例
佐藤 公宣、千年 俊一、田中久一郎、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-013

舌亜全摘と嚥下改善手術 28 年後に喉頭気管分離手術が必要となった症例
岩田 義弘、犬塚 雄貴、田邉 陽介、加藤 久幸、櫻井 一生、内藤
藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科

O-014

当科にて輪状軟骨鉗除を併用する声門閉鎖術を施行した 3 例の検討
田所 宏章、福田裕次郎、藤田 祥典、三宅 宏徳、原
浩貴
川崎医科大学耳鼻咽喉科学

O-015

慢性的な誤嚥・気管孔出血に対し、気管食道分離術を施行した 1 例
石井 健太、滝瀬由吏江、今井 貫太、今野
渉、後藤 一貴、平林
春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

健晴

秀樹、

第4群
第 1 日目

小児・気道

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 8 日（木） 9:00〜10:00

座長：岩田 義弘（藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科）
守本 倫子（国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科）
O-016

小児喉頭軟弱症に対して両側披裂部焼灼術を施行し改善を認めた一例
奥羽
譲、富里 周太、山口 宗太、守本 倫子
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

O-017

小児睡眠時無呼吸症候群に対するアデノイド・口蓋扁桃摘出術の効果
宮下 圭一、黒野 祐一
鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科

O-018

重症心身障害児に対する喉頭気管分離術の検討
鈴木恵理子、棚橋 雅幸、雪上 晴弘、吉井 直子、佐伯 祐典、上沼 康範、
千馬 謙亮、土田 浩之、喚田 祥吾、丹羽
宏
聖隷三方原病院呼吸器センター外科

O-019

気管欠損に伴う先天性上気道閉塞症候群（CHAOS）
に対し EXIT を施行し救命しえた症例
喜友名朝則、安慶名信也、山下
懐、又吉
宣、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-020

先天性気管閉鎖症の 1 症例
倉上 和也、野田 大介、塩水 紀香、欠畑 誠治
山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

O-021

乳幼児に対する気管切開術：Starplasty 法と従来法の検討
酒谷 英樹、平岡 政信、榎本 圭佑、保富 宗城
和歌山県立医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

第5群
第 1 日目

異物

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 8 日（木） 10:05〜10:55

座長：増山 敬祐（山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
吉原 俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科）
O-022

O-023

甲状軟骨を貫通した金属異物例
草野 純子1）、田中 信三1）、平塚 康之1）、森田
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

勲1）、箕山

学1,2）

彎曲型喉頭鏡を用いた経口的手術（ELPS）にて摘出し得た咽頭・食道異物の 4 例
宇佐美龍太1）、木村 有貴2）、北尾 恭子2）、谷口 雅信2）、渡邉 昭仁2）、塩谷 彰浩3）
1）
自衛隊札幌病院耳鼻咽喉科
2）
恵佑会札幌病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

O-024

滞留期間の異なった小児気管支異物の 2 例の検討
田中 伸和、江崎 伸一、讃岐 徹治、村上 信五
名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科

O-025

食道異物の 1 例―有鉤義歯―
大賀 丈史1）、久保 信英1）、伊藤 修平1）、辻田 英司1）、隈
江崎 卓弘1）
1）
国立病院機構福岡東医療センター外科
2）
国立病院機構福岡東医療センター呼吸器外科

O-026

宗晴1）、徳石 恵太2）、

開心術直後に歯科用補綴物により頸部食道穿孔をきたした一例
上里
迅、照喜名玲奈、金城 秀俊、安慶名信也、真栄田裕行、鈴木
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6群
第 1 日目

甲状腺・悪性腫瘍①

幹男

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 8 日（木） 10:55〜11:35

座長：朝蔭 孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）
O-027

甲状腺乳頭癌を合併した肺多中心性 Castleman 病の一例
大石 一行、澁谷 祐一、高畠 大典
高知医療センター乳腺甲状腺外科

O-028

甲状腺乳頭癌における転移リンパ節の形状による臨床的背景についての検討
彪1）、栗山 達朗1）、吉田 卓也1）、西川 周治2）、
鈴木 倫雄1）、東野 正明1）、神人
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

O-029

扁平上皮化生を示した甲状腺乳頭癌に対しレンバチニブを投与した 1 例
山口 慎人、小澤泰次郎、西村 聖一、竹本 直樹、氏原 健作、朝岡
豊橋市民病院耳鼻咽喉科

龍博

急速な経過をたどった遺伝性甲状腺髄様癌（MEN2A）の 1 症例
藤原 智貴、野村研一郎、高原
幹、片田 彰博、林
達哉、原渕
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

保明

O-030

第7群
第 1 日目

悪性リンパ腫

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 8 日（木） 10:05〜10:35

座長：坂本 耕二（済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科）
O-031

当科で経験した喉頭原発悪性リンパ腫の 2 例―声門上 1 例、声門下 1 例―
鈴木 法臣
国立病院機構栃木医療センター耳鼻咽喉科

O-032

O-033

甲状腺悪性リンパ腫による気道閉塞 2 例の検討
清水 皆貴、八木 正夫、福井 研太、阪上 智史、鈴木
岩井
大
関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

健介、藤澤

プ
ロ
グ
ラ
ム

琢郎、

輪状軟骨開窓術による気道確保を施行した甲状腺悪性リンパ腫の 1 例
松本 淳也、牧原靖一郎、内藤 智之
香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第8群
第 1 日目

縦隔①

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 8 日（木） 10:35〜11:35

座長：倉富勇一郎（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
茂木
晃（群馬大学大学院総合外科学講座呼吸器外科）
O-034

第 2 鰓裂由来側頸瘻の感染が契機と考えられた降下性壊死性縦隔炎の 1 例
山木 英聖1,2）、吉崎 智貴2）、畑山 尚生2）、原渕 保明1）
1）
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）
旭川厚生病院耳鼻咽喉科

O-035

下咽頭瘻孔から縦隔膿瘍を来した皮膚筋炎症例
二宮 啓彰1）、畠山 博充1）、小松 正規1）、佐久間直子1）、柴田 邦彦1）、池宮城秀崇1）、
佐合 智子1）、野島 雄介1）、大氣 大和1）、笠井 理行2）、折舘 伸彦3）
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）
平塚共済病院耳鼻咽喉科
3）
横浜市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-036

降下性壊死性縦隔炎をきたした深頸部感染症 9 症例の検討
木村 朱里、宮本 俊輔、細野 浩史、山下
拓
北里大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-037

経皮的カテーテルドレナージ術を施行した降下性壊死性縦隔炎症例の検討
齋藤 善光1）、赤澤 吉弘1）、稲垣 太朗1）、明石 愛美1）、春日井 滋1）、岡田 智幸2）、
肥塚
泉1）
1）
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科
2）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院耳鼻咽喉科

O-038

降下性壊死性縦隔炎の臨床経過と治療〜頸部膿瘍からの波及の詳細〜
岡本 龍郎1）、辛島 高志1）、安部 美幸1）、内匠 陽平1）、橋本 崇史1）、平野
安倍 伸幸2）、宮脇美千代1）、武内 秀也1）、鈴木 正志2）、杉尾 賢二1）
1）
大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学講座
2）
大分大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-039

食道癌および胃癌の術後に発症した急性膿胸に対して手術を施行した 5 症例の検討
高森 信吉、梅山 泰裕、豊澤
亮、野崎
要、瀬戸 貴司、原武 直紀、
三浦奈央子、大場 太郎、山口 正史、竹之山光広、一瀬 幸人
九州がんセンター呼吸器腫瘍科

隆2）、

プ
ロ
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ラ
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第9群
第 1 日目

食道癌

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

座長：掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学分野）
吉田 直矢（熊本大学消化器外科）
O-040

食道癌手術における胸管切除と短期、長期成績との関連
吉田 直矢、長井 洋平、馬場 祥史、岩上 志朗、岩槻
日吉 幸晴、辛島 龍一、石本 崇胤、江藤弘二郎、馬場
熊本大学消化器外科

政晃、宮本
秀夫

裕士、

O-041

術前 PET SUV max 値と cStageIA 胸部食道癌に対する術後全生存期間・無再発生存期間
との関連についての検討
宮脇
豊、佐藤
弘、藤原 直人、伊藤
直、粕谷 真郷、石井
智、
渡邉 健次、椙田 浩文、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

O-042

局所 SUVmax からみた食道表在癌の深達度とリンパ節転移
長井 洋平、吉田 直矢、馬場 祥史、岩槻 政晃、馬場
熊本大学医学部・大学院消化器外科学分野

O-043

O-044

O-045

食道扁平上皮癌における壁内転移の意義
岡村 明彦、渡邊 雅之、上月亮太郎、問端
公益財団法人がん研究会有明病院食道外科

輔、今村

頸部食道癌に対する化学放射線治療の成績と有用性
酒井
真、斉藤 秀幸、栗山 健吾、吉田 知典、原
調
憲
群馬大学大学院総合外科学
局所進行頸部食道癌の治療成績
池部 正彦1）、香川 正樹1）、中司
益田 宗幸2）、國武 直信3）、森田
1）
九州がんセンター消化管外科
2）
九州がんセンター頭頸科
3）
九州がんセンター放射線治療科

第 10 群
第 1 日目

秀夫

裕、峯

圭吾、宗田

真、

悠1）、中ノ子智徳1）、杉山 雅彦1）、太田 光彦1）、
勝1）、藤 也寸志1）

咽頭悪性腫瘍①

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

座長：朝戸 裕貴（獨協医科大学形成外科）
塚原 清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科）
O-046

真司

遊離空腸再建術症例の検討
三谷 壮平1）、鵜久森 徹1）、真田 朋昌1）、脇坂 浩之2）、羽藤 直人1）
1）
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
2）
愛媛県立医療技術大学

O-047

放射線治療後の遺残・再発例に対する咽喉食摘・食道抜去症例の検討
渉1）、渡邊 雅之2）、峯
真司2）、三谷 浩樹1）、米川 博之1）、
鳥居 淳一1）、新橋
陽1）、神山 亮介1）
福島 啓文1）、佐々木 徹1）、瀬戸
1）
がん研究会有明病院頭頸科
2）
がん研究会有明病院食道外科

O-048

咽頭喉頭全摘における前外側大腿皮弁再建成績
兒玉 浩希、石田 勝大、渕之上祐子、今村麻佐絵、岸
宮脇 剛司
東京慈恵会医科大学形成外科学講座

慶太、牧野陽二郎、

O-049

咽頭癌拡大切除時の安全域決定に対する Transoral Videolaryngoscopic Surgery の併用
小山 哲史、藤原 和典、福原 隆宏、三宅 成智、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-050

咽頭に発生した desmoid type fibromatosis に対する喉頭温存手術後長期観察例
山本 祐輝、藤井
隆、喜井 正士、音在 信治、曺
弘規、小池 良典、
大西 皓貴、木村 隆幸、松本
健、篠田裕一郎、加藤
裕、林
計企
大阪府立病院機構大阪国際がんセンター頭頸部外科

O-051

下咽頭癌における食道癌重複症例の臨床的検討
野田 大介、倉上 和也、塩水 紀香、欠畑 誠治
山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

第 11 群
第 1 日目

咽頭悪性腫瘍②

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 8 日（木） 15:30〜16:30

座長：北野 博也（社会医療法人誠光会）
林
隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科）
O-052

中咽頭扁平上皮癌に対する経口切除術の検討
加藤 久幸、櫻井 一生、吉岡 哲志、加藤小百合、内藤
藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科学教室

健晴

O-053

中・下咽頭癌、声門上癌に対して経口的咽喉頭部分切除術（TOVS）
を施行した症例の検討
黒木
将1）、久世 文也1）、水田 啓介1,2）、大橋 敏充1）、青木 光広1）、伊藤 八次1）
1）
岐阜大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
2）
一宮西病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-054

経口的切除術では原発巣の制御が困難であった咽頭癌
剛1）、岡野
渉1）、矢野 友規2）、藤井 誠志3）、林
富岡 利文1）、篠崎
1）
国立がん研究センター東病院頭頸部外科
2）
国立がん研究センター東病院消化管内視鏡科
3）
国立がん研究センター先端医療開発センター臨床腫瘍病理分野

O-055

McGRATH MAC ビデオ喉頭鏡を利用した咽喉頭腫瘍手術
遠藤 一平、中西 庸介、脇坂 尚宏、吉崎 智一
金沢大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

隆一1）

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
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ム

O-056

喉頭癌治療後の下咽頭癌に対して粘膜切除後に化膿性頸椎炎および頸髄炎を生じた一症例
荻野 裕平、清水 皆貴、阪上 智史、鈴木 健介、八木 正夫、岩井
大
関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-057

下咽頭から発生した巨大脂肪肉腫の 1 例
川崎 裕正、紫野 正人、近松 一朗
群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 12 群
第 1 日目

音声

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

座長：土師 知行（倉敷中央病院）
東川 雅彦（大阪府済生会中津病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O-058

地声と裏声間の移行での声帯振動様式について
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

ハイスピードカメラ等による考案

O-059

音声・音響解析結果を検査中に複数のモニターで自由に同時視聴するための検討
裕之5）、三輪 高喜4）
加納
滋1）、角田 晃一2）、田村 悦代3）、川崎 広時4）、辻
1）
加納耳鼻咽喉科医院
2）
国立病院機構東京医療センター臨床研究センター人工臓器・機器開発研究部
3）
東海大学医学部付属東京病院耳鼻咽喉科
4）
金沢医科大学耳鼻咽喉科
5）
金沢医科大学頭頸部外科

O-060

ゴアテックスを使用した甲状軟骨形成術 1 型の術後合併症
渡邊 健一、平野
愛、本藏 陽平、鹿島 和孝、白倉
東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

真之、香取

O-061

当院における甲状披裂筋麻痺 4 症例の検討
真1）、渡邉
格1）、中川 秀樹1,3）、齋藤康一郎1）
橋本 麻未1,2）、宮本
1）
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）
立正佼成会附属佼成病院耳鼻咽喉科
3）
聖母病院耳鼻咽喉科

O-062

当科におけるプロボックスの治療成績
寺田木の実、溝口 兼司、水町 貴諭、加納 里志、本間 明宏
北海道大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-063

当科における気管食道シャント孔閉鎖症例の検討
増山 敬祐、宮崎 恭子、石井 裕貴、上條
山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

篤

幸夫

第 13 群
第 1 日目

検査・治療

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 8 日（木） 15:30〜16:30

座長：堀口 高彦（藤田医科大学医学部呼吸器内科学 II 講座）
三輪 高喜（金沢医科大学耳鼻咽喉科）
O-064

気管支喘息患者の気道過敏性試験と IOS との関連
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、
志賀
守、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-065

当院における重症気管支喘息に対する気管支サーモプラスティ治療の安全性と有効性の検討
寺本 信嗣、内海 健太、石田
学、清水谷尚宏、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

O-066

24 時間下咽頭食道多チャンネル pH インピーダンス検査を用いた咽喉頭症状に対する
咽喉頭逆流の関与の検討
洋介2）、松村 倫明3）、船越うらら4）、櫻井 大樹1）、花澤 豊行1）、
鈴木 猛司1）、関
5）
北方 敏敬
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）
千葉市立海浜病院耳鼻咽喉科
5）
Esophageal ＆ Lung Institute Allegheny Health Network

O-067

伾舌・発声法による中咽頭の経口的内視鏡下観察法の有用性の検討
冨岡 亮太、佐藤 宏樹、岡本 伊作、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

O-068

喉頭撓性内視鏡を経口的に使用して声帯を観察することは可能か？
慎2）
平位 知久1）、福島 典之1）、益田
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-069

上部消化器内視鏡検査における下咽頭観察でのバルサマウスの有用性の検討
翔平1）、加納 孝一1）、清野 由輩1）、
細野 浩史1）、堅田 親利2）、木村 朱里1）、堤
拓1）
宮本 俊輔1）、山下
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

プ
ロ
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第 14 群
第 1 日目

気管切開

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 8 日（木） 13:30〜14:30

座長：片田 彰博（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）
河田
了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
O-070

当科における小児気管切開術の検討
塩水 紀香、野田 大介、倉上 和也、欠畑 誠治
山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

O-071

外傷性脳性麻痺患者の気管孔肉芽治療例
真理2）、長谷部夏希1）、岡本 康秀1）、小川
竹林亜貴子1）、渡部 佳弘1）、池
1）
東京都済生会中央病院耳鼻咽喉科
2）
稲城市立病院耳鼻咽喉科
3）
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

O-072

外来下における minitracheotomy 2 例の経験
中田 誠一、木村 文美、稲田 紘也、岩田
藤田医科大学ばんたね病院耳鼻咽喉科

郁3）

昇

O-073

急性期病院における気管切開術後症例の検討
岩永
健、佐藤 進一
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院耳鼻咽喉科

O-074

24 時間持続リーク法により良好な発声機能が保たれた人工呼吸器管理の一例
栗田 昭宏、遠藤 絢子、小畔 麻未
さいたま赤十字病院耳鼻咽喉科

O-075

気管カニューレトラブル症例に対するカニューレフリーを目的とした輪状軟骨切開術の
有用性
鹿野 真人、野本 幸男
大原綜合病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 15 群
第 2 日目

喉頭悪性腫瘍

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:00

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）
吉本 世一（国立がん研究センター中央病院頭頸部外科）
O-076

喉頭部分切除術の病変制御および術後喉頭機能についての検討
岡
愛子、門田 伸也、橋本 香里、花川 浩之
四国がんセンター頭頸科・甲状腺腫瘍科

O-077

救済喉頭垂直部分切除術の長期予後に関する検討
岡野
渉、林
隆一、篠崎
剛、富岡 利文
国立がん研究センター東病院頭頸部外科

O-078

当科における声門癌に対する彎曲型咽喉頭直達鏡下レーザー手術症例の検討
羽生
昇、佐藤 靖夫、富永 健裕
国家公務員共済組合連合会立川病院耳鼻咽喉科

O-079

女性喉頭癌症例の検討
東野 正明、神人
彪、谷内 政崇、鈴木 倫雄、河田
大阪医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-080

O-081

喉頭温存治療後の QOL 改善を目的とした喉頭摘出
木村 隆幸、藤井
隆、喜井 正士、音在 信治、曺
大西 皓貴、篠田裕一朗、山本 祐輝、松本
健、加藤
大阪国際がんセンター頭頸部外科

了

弘規、小池 良典、
裕、林
計企

喉頭癌予後予測因子としての炎症性バイオマーカーの有用性の検討
川野 利明、立山 香織、篠村 夏織、平野
隆、鈴木 正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 16 群
第 2 日目

教育

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 10:00〜10:30

座長：川内 秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）
O-082

在宅・地域医療のニーズに沿った出張・出前技術指導（DECLICON）の試み
森
照茂、岸野毅日人、印藤加奈子、星川 広史
香川大学医学部耳鼻咽喉科学

O-083

喉頭形成術ハンズオン用モデルの開発
曜2）、楯谷 一郎2）、二藤 隆春4）、畠山 博充3）、折舘 伸彦3）
讃岐 徹治1）、岸本
1）
名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科
2）
京都大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
3）
横浜市立大学医学部附属病院耳鼻いんこう科
4）
東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・聴覚音声外科

O-084

アニマルラボアドバンストレーニングコース―頸部郭清術の有用性―
顕1）、近藤 貴仁2）、岡田 拓朗3）
岡本 伊作1）、塚原 清彰1）、佐藤 宏樹1）、清水
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
3）
国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター

第 17 群
第 2 日目

手術・工夫

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:30

座長：佐伯 浩司（九州大学大学院消化器・総合外科）
友田
O-085

幸一（関西医科大学）

術中超音波検査が有用であった副甲状腺腺腫の 2 症例
青井 典明、森倉 一朗、川内 秀之
島根大学医学部耳鼻咽喉科

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
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O-086

二期的閉鎖による喉頭全摘術の工夫と適応
川内 秀之、青井 典明、森倉 一朗、堀田優希江
島根大学医学部耳鼻咽喉科

O-087

手術用アシストスーツ開発の試み
堤内 俊喜、扇
和弘、意元 義政、坂下
福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

雅文、藤枝

重治

O-088

Alexis ウーンドリトラクターを用いた頸部手術の工夫
福原 隆宏、森崎 剛史、小山 哲史、藤原 和典、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-089

Grunenwald 法による内頸静脈角周囲へのアプローチ
益田 宗幸1）、福島 淳一2）、池辺 正彦3）、力丸 文秀1）、藤
檜垣雄一郎1）、藤 也寸志3）
1）
九州がんセンター頭頸科
2）
九州がんセンター形成外科
3）
九州がんセンター消化管外科

O-090

賢史1）、森田

勝3）、

腹腔鏡下食道裂孔縫縮術施行例における Barbed suture を用いた胃固定術の有用性
竹村 雅至、瀧井麻美子、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 18 群
第 2 日目

再建

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:00

座長：古川 欣也（東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科）
森田
勝（九州がんセンター消化管外科）
O-091

放射線治療後の中枢気道切除再建術症例の検討
諸鹿 俊彦、白石 武史、若原 純一、目井 秀門、山本玲央那、今村奈緒子、
宮原
聡、早稲田龍一、濱武 大輔、山下 眞一、岩崎 昭憲
福岡大学病院呼吸器・乳腺内分泌・小児外科

O-092

Sleeve pneumonectomy を行った 2 手術例の検討
黒田紗菜恵、田中 雄悟、清水奈保子、法華 大助、眞庭 謙昌
神戸大学大学院医学研究科外科学講座呼吸器外科学分野

O-093

甲状腺分化癌の上部気管食道進展に対する定位放射線と気管再建術を組み合わせた
複合的温存治療
悠1）、伊藤 まり1）
田路 正夫1）、宮崎紳一郎2）、大塚 邦憲1）、酒井
1）
新百合ケ丘総合病院耳鼻咽喉科
2）
新百合ケ丘総合病院放射線治療科

O-094

切除不能進行食道癌放射線療法後の食道瘻孔形成状態に対する食道バイパス手術の検討
藤原 直人、佐藤
弘、伊藤
直、石井
智、粕谷 真郷、渡邉 健次、
宮脇
豊、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-095

彎曲型喉頭鏡下経口内視鏡と経胃瘻的逆行性内視鏡を併用した、
化学放射線療法後の食道入口部閉塞解除の 2 例
久米雄一郎、中島 康晃、山口 和哉、了徳寺大郎、岡田 卓也、星野 明弘、
東海林 裕、川田 研郎
東京医科歯科大学食道外科

O-096

複数回の遊離皮弁術を要した頚部食道再建の 1 例
梅川 浩平、朝戸 裕貴
獨協医科大学形成外科学

第 19 群
第 2 日目

悪性腫瘍①

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 10:00〜10:30

座長：福田

諭（北海道医療大学耳鼻咽喉科）

O-097

喉頭浸潤を認めた肝細胞癌甲状腺転移の一例
佐原 聡甫、川崎 泰士、都築 伸佳
静岡赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科

O-098

びまん性肺胞出血にて発症した若年肺血管肉腫の一例
西川 裕作、西山
理、吉川 和也、御勢 久也、佐伯
翔、山崎
亮、
綿谷奈々瀬、佐野安希子、山縣 俊之、佐野 博幸、岩永 賢司、東田 有智
近畿大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科

O-099

甲状腺手術を契機に発症・発覚した末期胃癌
上田 航毅、小林 大介、金児真美佳、福喜多晃平、福家
伊勢赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 20 群
第 2 日目

気管狭窄

智仁、山田

弘之

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:30

座長：鹿野 真人（大原綜合病院耳鼻咽喉科・嚥下外科）
白石 武史（福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）
O-100

O-101

頸部前屈時にのみ発症する特異な気管狭窄の 1 例
門園
修、三枝 英人、田邉 愛弓、前田 恭世、山本 圭介、伊藤
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

裕之、

PCPS 下に気管ステントを抜去した一例―気管ステント長期留置のデメリット―
中島 寅彦1）、山崎 宏司2）、森久陽一郎3）、権藤 理絵3）、甲斐 哲也4）、増田 智也1）、
瓜生 英興1）
1）
国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科・臨床研究センター
2）
国立病院機構九州医療センター呼吸器外科
3）
国立病院機構九州医療センター形成外科
4）
国立病院機構九州医療センター麻酔科
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O-102

当科における気管挿管・気管切開後に生じた気管狭窄症例の検討
向井 俊之、佐藤
拓、後藤多嘉緒、上羽 瑠美、二藤 隆春
東京大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-103

デュモンステント挿入の検討〜安全性と効果の検討〜
宮脇美千代、辛島 高志、安部 美幸、内匠 陽平、橋本 崇文、武内 秀也、
岡本 龍郎、杉尾 賢二
大分大学医学部呼吸器乳腺外科

O-104

食道気管（支）瘻に対する気道ステント留置術の検討
小野祥太郎、松原 泰輔、中嶋 英治、古川 欣也
東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科

O-105

食道癌による気道狭窄に対する気道ステントの治療的意義
香川 正樹、池部 正彦、中司
悠、中ノ子智徳、杉山
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

第 21 群
第 2 日目

甲状腺・悪性腫瘍②

雅彦、太田

光彦、

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 9 日（金） 9:00〜10:00

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）
O-106

胸骨骨膜付き有茎胸鎖乳突筋弁を用いて一期的気管再建を行った高齢甲状腺癌気管浸潤症例
川崎 泰士1）、都築 伸佳1）、佐原 聡甫1）、和佐野浩一郎2）
1）
静岡赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科
2）
慶應義塾大学耳鼻咽喉科学教室

O-107

胸骨・肋骨切開（transmanubrial osteomuscular sparing approach）を行った甲状腺癌の
症例
西谷友樹雄、上條 朋之、向川 卓志、濱口 宣子
静岡県立静岡がんセンター頭頸部外科

O-108

喉頭気管内腔に浸潤し一期的切除再建を行なった甲状腺乳頭癌の一例
榎本 圭佑、玉川 俊次、平岡 政信、酒谷 英樹、保富 宗城
和歌山県立医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-109

術前に反回神経麻痺の改善を認めた甲状腺乳頭癌の一例
福田裕次郎、雑賀 太郎、田所 宏章、原
浩貴
川崎医科大学耳鼻咽喉科学

O-110

妊娠後期に発見され増大傾向を認めた甲状腺癌症例
石永
一、中村
哲、竹内 万彦
三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-111

甲状腺未分化癌切除例の治療成績
森谷 季吉、永原 國彦、河本 勝之、武信真佐夫、吉岡
北野 博也
草津総合病院頭頸部甲状腺外科センター

第 22 群
第 2 日目

良性腫瘍①

佳奈、安永

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 9 日（金） 10:00〜10:30

座長：原

浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科学教室）

O-112

経口的手術にて全摘出しえた、晩期再発性の中咽頭多形性脂肪腫例
井口 貴史、喜瀬 乗基、松原 尚子、梅崎 俊郎
福岡山王病院音声・嚥下センター耳鼻咽喉科

O-113

咽頭側壁腫瘍として摘出した頸部 PEComa の 1 例
中谷 彩香、三好
毅、有賀 健治、松代 直樹
大阪警察病院耳鼻咽喉科

O-114

喉頭から頸部に発生した過誤腫疑いの 1 例
奥田
匠、長井 慎成、井手 慎介、東野
宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

第 23 群
第 2 日目

雅一、

嚥下障害④

哲也

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 9 日（金） 10:30〜11:40

座長：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）
津田 豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科）
O-115

中咽頭癌に対する経口腔的切除による嚥下機能への影響
勝部 泰彰、岡本 伊作、佐藤 宏樹、井谷 茂人、冨岡
塚原 清彰
東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

O-116

甲状腺手術後に著明な嚥下障害をきたした 2 症例
増田 聖子、草場 雄基
熊本労災病院耳鼻咽喉科

O-117

扁桃結石が原因であった特異な嚥下障害の 1 例
山本 圭介、三枝 英人、門園
修、前田 恭世、田邉
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

O-118

亮太、小山内彩夏、

愛弓、伊藤

裕之、

歩行可能だが、咽頭期反射性嚥下運動が回復しない、重度の胃食道逆流のある高齢者の
延髄伷塞による嚥下障害
前田 恭世、三枝 英人、門園
修、田邉 愛弓、伊藤 博之、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
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O-119

統合失調症慢性期に嚥下障害と全身の筋力低下が進行した一症例
木村百合香1）、山本 敏之3,4）、小林 一女2）
1）
東京都保健医療公社荏原病院耳鼻咽喉科
2）
昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座
3）
国立精神・神経医療研究センター嚥下障害リサーチセンター
4）
国立精神・神経医療研究センター神経内科

O-120

多系統萎縮症の 1 剖検例による咽頭〜食道病理
三枝 英人、門園
修、前田 恭世、田邉 愛弓、山本 圭介、伊藤
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-121

裕之、

誤嚥防止術を施行した A 群色素性乾皮症の一例
小林 雅和、山内 彰人、田山 二朗
国立国際医療研究センター耳鼻咽喉科

第 24 群
第 2 日目

喉頭狭窄

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 9 日（金） 12:50〜13:50

座長：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）
室野 重之（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座）
O-122

当科で経験した喉頭・気管侵襲による喉頭・声門下狭窄、気管狭窄症例の臨床的検討
弘瀬かほり、兵頭 政光
高知大学医学部耳鼻咽喉科

O-123

拡大喉頭気管部分切除術（extended PCTR）の経験
福本 弘二、関岡 明憲、山田
豊、矢本 真也、高橋
野村 明芳、漆原 直人
静岡県立こども病院外科

O-124

O-125

O-126

非腫瘍性声門下狭窄の治療
中山 光男、杉山 亜斗、井上 慶明、青木
儀賀 理暁
埼玉医科大学総合医療センター呼吸器外科
特発性声門下狭窄の 1 例
福田
彩、岡村
純、三澤
清、細川
浜松医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

耕平、羽藤

誠二、峯田

俊明、仲谷

健吾、

泰、福田

祐樹、

周幸

感染により気道狭窄をきたした laryngocele の 1 例
坂本 耕二1）、新田 清一1）、岡田 峻史1）、島貫茉莉恵1）、御子柴卓弥1）、上野 真史3）、
郁2）
鈴木 成尚2）、小川
1）
済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科
2）
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科
3）
けいゆう病院耳鼻咽喉科

O-127

咽頭・喉頭・気管狭窄症診療ガイドライン作成を目指したエビデンス創出研究
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）、楯谷 一郎1）、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
3）
東京医科大学茨城医療センター呼吸器外科
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）
埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科

第 25 群
第 2 日目

感染

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 9 日（金） 14:00〜14:30

座長：岡本 美孝（千葉大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）
O-128

水痘帯状疱疹ウイルスによる多発脳神経障害を認めた 4 例
章2）、藤井 良一2）、馬場 大輔2）、稲垣 洋三1,2）
戎野ちひろ1,2）、小形
1）
日野市立病院耳鼻咽喉科
2）
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

O-129

右反回神経麻痺を契機に発見された頸部リンパ節結核の 1 例
純2）、三澤
清2）、細川 誠二2）、峯田 周幸2）
瀧澤 義徳1）、竹内 一隆1）、岡村
1）
聖隷三方原病院耳鼻咽喉科
2）
浜松医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-130

扁桃周囲膿瘍に併発した食道粘膜下膿瘍の一例
大輔1）、飯島 宏章1）、寺邑 尭信1）、金田 将治1）、村上 知聡1）、
山内 麻由1）、槇
酒井 昭博1）、谷田部健太郎2）、二宮 大和2）、數野 暁人2）、小柳 和夫2）、
創3）、松嶋 成志3）
小澤 壯治2）、大上 研二1）、水上
1）
東海大学医学部付属病院耳鼻咽喉科
2）
東海大学医学部付属病院消化器外科
3）
東海大学医学部付属病院消化器内科

第 26 群
第 2 日目

縦隔②

第 3 会場
（グリーンウィンド）

11 月 9 日（金） 14:30〜15:30

座長：中山 光男（埼玉医科大学総合医療センター呼吸器外科）
馬島

徹（公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院呼吸器内科）

O-131

頸縦郭脂肪腫の多科共同手術
瓜生 英興1）、田中 康隆1）、増田 智也1）、池尻 公二2）、吉永 敬士2）、中島 寅彦1）
1）
国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科
2）
国立病院機構九州医療センター消化器外科

O-132

嚢胞内出血による腫瘤の膨張が心臓圧迫と不整脈・うっ血性肝障害の原因と思われた
食道重複嚢胞の一例
伊藤 知和、中西 浩三、後藤 英典
国立病院機構埼玉病院呼吸器外科
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O-133

上縦隔に発生した気管支原性嚢胞の一例
朝岡 龍博、小澤泰次郎、西村 聖一、山口
豊橋市民病院耳鼻咽喉科

慎人、竹本

直樹、氏原

O-134

縦隔気腫に対する頸部エコーの有用性
山口
学1）、小中 千守1）、大平 善之3）、池田 徳彦2）
1）
国際医療福祉大学市川病院呼吸器外科
2）
東京医科大学病院呼吸器甲状腺外科
3）
国際医療福祉大学市川病院総合診療科

O-135

当院における特発性縦隔気腫の検討
那須
隆、塩水 紀香、新川智佳子、浅野
山形市立病院済生館耳鼻いんこう科

敬史、天野真太郎

特発性縦隔気腫の 1 例
高橋 雅章、黒子 光貴、大庭
東京警察病院耳鼻咽喉科

雅信

O-136

第 27 群
第 2 日目

晋、篠上

喉頭腫瘍

健作

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 12:50〜13:50

座長：野村研一郎（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
星川 広史（香川大学医学部耳鼻咽喉科学教室）
O-137

当科における声帯白板症の検討
昇1）、矢部はる奈2）、松本 伸晴2）、小川
富永 健裕1）、羽生
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

O-138

経口造影剤併用下 CT による咽頭瘻孔同定
中西 庸介、吉崎 智一
金沢大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-139

喉頭全摘出術後の咽頭瘻孔に対する陰圧閉鎖療法の使用経験
篠村 夏織、川野 利明、馬渕 英彰、平野
隆、鈴木
大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

郁2）

正志

O-140

喉頭に発生した顆粒細胞腫の 3 症例
松本 伸晴、矢部はる奈、小川
郁
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

O-141

咽喉頭サルコイドーシスに対し、副腎皮質ステロイドの局所注入術を施行した 2 症例
川瀬 友貴、仲江川雄太、鈴木
亮、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-142

喉頭多形腺腫の再発に対し経口的咽喉頭部分切除術にて切除した一例
犬塚 義亮、荒木 幸仁、原田 栄子、宇野 光祐、冨藤 雅之、塩谷
防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

彰浩

第 28 群
第 2 日目

外傷

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 14:00〜14:30

座長：岩井

大（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

O-143

当院における喉頭外傷 16 例の臨床的検討
佐藤
拓、二藤 隆春、後藤多嘉緒、上羽 瑠美
東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-144

口腔咽頭チューブ i-gel の挿入が原因と考えられた咽喉頭外傷の 2 例
前田真由香、佐藤 道哉
自衛隊中央病院耳鼻咽喉科

O-145

自殺企図による総頸動脈損傷の 1 例
橋本
大、甲藤 麻衣、藤原
肇
製鉄記念広畑病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第 29 群
第 2 日目

悪性腫瘍②

第 4 会場
（ネクサスウィンド）

11 月 9 日（金） 14:30〜15:30

座長：折田 頼尚（熊本大学耳鼻咽喉科）
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（耳鼻咽喉科）
）
O-146

下咽頭癌術後皮弁再発に対し頸皮弁により咽頭再建を行った一例
小柴
茂、氷見 徹夫
札幌禎心会病院頭頸科

O-147

再建後 30 年で大胸筋皮弁に発癌を認めた 1 例
今井 貫太、石井 健太、阿久津 誠、今野
平林 秀樹、春名 眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-148

咽頭乳頭腫―癌化例の検討―
浅居 僚平、松崎 洋海、石井 崇平、友松
日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

渉、後藤

一貴、中島

裕貴、牧山

清、大島

逸男、

猛史

O-149

喉頭原発の MALT リンパ腫の 2 症例
真1）、渡邉
格1）、橋本 麻未2）、中川 秀樹3）、齋藤康一郎1）
木村 泰彰1）、宮本
1）
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）
立正佼成会附属佼成病院耳鼻咽喉科
3）
聖母病院耳鼻咽喉科

O-150

胃腺癌が同時性重複した喉頭原発 neuroendocrine carcinoma の一例
宮口
潤、齋藤 大輔、片桐 克則、池田
文、土田 宏大、志賀
岩手医科大学附属病院頭頸部外科

O-151

甲状腺癌の気管内進展が疑われた原発性気管癌の 1 例
小山 貴久、西崎 和則
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

清人

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
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ラ
ム

第 30 群
第 2 日目

甲状腺・良性腫瘍

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 12:50〜13:50

座長：鈴木 幹男（琉球大学医学部耳鼻咽喉科）
山内 宏一（順天堂大学医学部附属浦安病院耳鼻咽喉科）
O-152

甲状腺癌としての術後病理検査にて硝子化索状腫瘍と診断された 1 例
慶1）、中谷 彩香1）、有賀 健治1）、松代 直樹1）、宮原
三好
毅1）、横井
1）
大阪警察病院耳鼻咽喉科
2）
奈良市

裕2）

O-153

術前に甲状腺乳頭癌と鑑別が困難であった甲状腺硝子化索状腫瘍の 1 例
細川 裕貴、眞田 朋昌、三谷 壮平、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-154

Riedel 甲状腺炎の 1 症例
中澤
宝1,2）、森下 洋平2）、大戸 弘人2）、齊藤 吉紀2）、尾田 丈明2）、
農2）、高橋 昌寛2）、石垣 高志2）、長岡 真人2）、清野 洋一2）
児玉 浩希2）、近藤
1）
東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科
2）
東京慈恵会医科大学附属柏病院耳鼻咽喉科

O-155

腺腫様甲状腺腫による上気道閉塞を繰り返した 1 例
金城 賢弥、真栄田裕行、金城 秀俊、上里
迅、安慶名信也、鈴木
琉球大学大学院医学研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

幹男

O-156

穿刺吸引細胞診後に急激な頸部腫脹をきたし挿管管理を要した巨大甲状腺腫の 1 例
都築 伸佳1）、川崎 泰士1）、佐原 聡甫1）、富里 周太2）、和佐野浩一郎3,4）
1）
静岡赤十字病院耳鼻咽喉科・気管食道科
2）
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科
3）
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
4）
国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科

O-157

穿刺吸引細胞診にて鑑別困難であった甲状腺腫瘍の検討
山田光一郎1）、竹林 慎治2）、本多 啓吾1）、中平 真衣1）、谷上 由城1）、木村 俊哉1）、
誠1）
暁 久美子1）、池田 浩己1,3）、三浦
1）
日本赤十字社和歌山医療センター耳鼻咽喉科
2）
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
3）
池田耳鼻いんこう科院

第 31 群
第 2 日目

基礎

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 14:00〜14:50

座長：梅崎 俊郎（福岡山王病院耳鼻咽喉科）
近松 一朗（群馬大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）
O-158

O-159

ラットにおける経口投与したビタミン A の体内動態と声帯への分布
西本 康兵、熊井 良彦、廣田薫瑠子、伊東山 舞、宮丸
悟、村上
伸島 靖浩、折田 頼尚
熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
ミトコンドリアの微細構造からみたヒト声帯黄斑内細胞のエネルギー代謝
佐藤 公則、千年 俊一、佐藤 公宣、佐藤 文彦、栗田
卓、梅野
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

大造、

博仁

O-160

延髄腹外側領域への GABA 作動薬微少注入による嚥下惹起性の検討
光1）、越久 仁敬2）、
布施 慎也1）、杉山庸一郎1）、橋本 慶子1）、椋代 茂之1）、永尾
1）
平野
滋
1）
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
2）
兵庫医科大学生理学生体機能部門

O-161

肺腺癌における癌幹細胞マーカー（Aldehyde dehydrogenase-1・CD133）の
予後因子としての重要性
賢1）、
小山 倫浩1,2）、浦本 秀隆3）、桒田 泰治1）、平井 文子1）、竹中
1）
1）
4）
4）
哲哉 、吉松
隆5）、花桐 武志6）、
今西 直子 、市来 嘉伸 、山下 直樹 、宗
安田
学7）、大崎 敏弘7）、中西 良一8）、田中 文啓1）
1）
産業医科大学医学部第二外科
2）
今光ホームケアクリニック
3）
金沢医科大学呼吸器外科
4）
新小文字病院呼吸器外科
5）
福岡和白病院呼吸器外科
6）
新小倉病院呼吸器外科
7）
飯塚病院呼吸器外科
8）
名古屋市立大学腫瘍・免疫外科

O-162

グルコシルセラミドによる頭頸部癌の発生抑制効果
藤原 和典、矢間 敬章、堂西 亮平、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 32 群
第 2 日目

薬物・放射線療法

第 5 会場（ネクサスフィールド）

11 月 9 日（金） 14:50〜15:30

座長：中島 寅彦（国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科）
O-163

当科における Nivolumab の使用経験について
冨岡 拓矢、佐々木俊一、稲木 香苗、喜田有未来
足利赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

O-164

ニボルマブ投与により副腎機能不全を起こしたと考えられる 2 症例
鹿子島大貴、堀
龍介、児嶋
剛、岡上 雄介、藤村真太郎、田口 敦士、
庄司 和彦
天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科

O-165

当科におけるセツキシマブ併用放射線療法症例に関する検討
佐藤恵里子、細川 裕貴、三谷 壮平、田中加緒里、羽藤 直人
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-166

当科における頭頸部癌放射線治療後甲状腺機能低下症例の解析
白倉
聡、杉本 太郎
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

第 33 群
第 2 日目

良性腫瘍②

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 9 日（金） 14:00〜14:30

座長：中田 誠一（藤田医科大学ばんたね病院耳鼻咽喉科）
O-167

喉頭に発生した神経鞘腫の 2 症例
真1）、橋本 麻美1）、岡部 直太2）、千葉 知宏2）、柴原 純二2）、
渡邉
格1）、宮本
中川 秀樹1）、齋藤康一郎1）
1）
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
2）
杏林大学医学部病理学教室

O-168

側頸嚢胞が疑われた頸部神経鞘腫症例
小島 崇史1）、池田 勝久2）、肥後隆三郎1）、春山 琢男1）、山内 宏一1）、塩澤 晃人1）、
美梨1）、中島早百合1）
小林 優子1）、陶
1）
順天堂大学医学部附属浦安病院耳鼻咽喉科
2）
順天堂大学医学部附属順天堂医院

O-169

頸部良性腫瘍として経過観察されていたキャッスルマン病の 1 例
櫛橋 幸民1,2）、江川 峻哉1,2）、北嶋 達也1,2）、小林 一女2）、嶋根 俊和1,2）
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

第 34 群
第 2 日目

気道・症例

第 6 会場
（アネモネ）

11 月 9 日（金） 14:30〜15:30

座長：小柏 靖直（埼玉医科大学国際医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
中川 秀樹（聖母病院耳鼻咽喉科）
O-170

当科で経験した気管腕頭動脈瘻の検討
石田 知也、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

O-171

気管腕頭動脈瘻のリスク症例に対する気道確保の経験
阿部 秀晴、石田 正幸、將積日出夫
富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-172

混合型喉頭気腫例
森田
勲、田中 信三、平塚 康之、箕山
大阪赤十字病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

学、草野

プ
ロ
グ
ラ
ム

純子

O-173

披裂部余剰粘膜切除が奏功した思春期発症の喉頭軟弱症の二例
廣田薫瑠子、西本 康兵、伊東山 舞、宮丸
悟、村上 大造、熊井 良彦、
伸島 靖浩、折田 頼尚
熊本大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-174

両側声帯麻痺を呈した超高齢者への対応
隆二1）、上野 真史1）、小川
此枝 生恵1）、山田 浩之1）、南
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-175

頸部伸展不能例に対し、内視鏡下の Ejnell 手術が奏功した一例
喜瀬 乗基、井口 貴史、松原 尚子、梅崎 俊郎
福岡山王病院耳鼻咽喉科・音声嚥下センター

郁2）

