
 〈第 1会場〉

  総会 1 月 24 日（木）　13 : 35～14 : 05 

 〈第 1会場〉

  最優秀論文賞授与式および受賞講演 1 月 24 日（木）　14 : 05～14 : 20 

 司会 :  春名　眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 「最優秀論文賞受賞講演」 

 下咽頭扁平上皮癌放射線治療後の原発残存・再発病変に対する救済手術症例の検討 
 高橋　剛史（がん研究会有明病院頭頸科） 

 〈第 1会場〉

  特別講演 1 1 月 24 日（木）　16 : 30～17 : 30【領域講習】 

 司会 :  山岨　達也（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「頭頸部手術における私の工夫」 

 SL1 頭頸部手術おける私の工夫 
 林　　隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科） 

 〈第 1会場〉

  特別講演 2 1 月 25 日（金）　 9 : 00～10 : 00【領域講習】 

 司会 :  吉本　世一（国立がん研究センター中央病院頭頸部外科） 

 「頸部食道癌の周術期管理」 

 SL2 食道癌手術におけるERAS 
 亀井　　尚（東北大学消化器外科学分野） 

第29回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会プログラム



 〈第 1会場〉

  招待講演 1 1 月 24 日（木）　11 : 20～12 : 20【共通講習】 

 司会 :  小川　　郁（慶応義塾大学耳鼻咽喉科） 

 「AMEDによる研究環境の変革」 

 IL1 医療研究開発の促進に向けたAMEDの取組 
 泉　　陽子（国立研究開発法人日本医療研究開発機構） 

 〈第 1会場〉

  招待講演 2 1 月 24 日（木）　15 : 00～16 : 00【領域講習】 

 司会 :  大森　孝一（京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「喉頭の低侵襲手術」 

 IL2 A Movement in Laryngology Towards More Minimally Invasive Procedures for Precan-
cerous and Cancerous Vocal Fold Lesions 
 Seth H. Dailey（ University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

Division of Otolaryngology-Head & Neck Surgery） 

 〈第 1会場〉

  シンポジウム 1 1 月 24 日（木）　 9 : 00～10 : 40 

 司会 :  折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科）
猪原　秀典（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「頭頸部ロボット支援手術の展開」 

 S1-1 Current Situation and Technique of Robotic Surgery in Head and Neck Region 
 Kyung Tae（Hanyang University, Dept. of Otolaryngology-Head and Neck Surgery） 

 S1-2 経口的ロボット支援手術の現状と今後の展開 
 楯谷　一郎（京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 S1-3 経口的ロボット支援手術 
 藤原　和典（鳥取大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 S1-4 次世代喉頭亜全摘出術の開発 
 中山　明仁（横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 〈第 2会場〉

  シンポジウム 2 1 月 24 日（木）　11 : 10～12 : 10 

 司会 :  兵頭　政光（高知大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
鴻　　信義（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科） 

 「頭頸部鏡視下手術の新技術」 

 S2-1 経鼻内視鏡が鼻の外へ 
 田中　秀峰（筑波大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 S2-2 経口内視鏡下輪状咽頭筋切断術　─術中・術後合併症への対応と対策─ 
 千年　俊一（久留米大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 1会場〉

  シンポジウム 3 1 月 25 日（金）　10 : 20～12 : 20 

 総合司会 : 村上　信五（名古屋市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
　　飯野ゆき子（東京北医療センター） 

 「エキスパートに学ぶ～頭頸部外科Ｑ＆Ａ～（耳）」 

 S3-1 You can only treat what you can see 
 聞き手：廣瀬　由紀（筑波大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
講　師：欠畑　誠治（山形大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 「エキスパートに学ぶ～頭頸部外科Ｑ＆Ａ～（鼻）」 

 S3-2 Over the border 
 聞き手：鈴木　　淳（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
講　師：森　　恵莉（東京慈恵会医科大学病院耳鼻咽喉科） 

 「エキスパートに学ぶ～頭頸部外科Ｑ＆Ａ～（嚥下）」 

 S3-3 急性期病院での嚥下治療と気道管理の診療─他科医師からの信頼をめざして─ 
 聞き手：上羽　瑠美（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
講　師：鹿野　真人（大原綜合病院耳鼻咽喉科） 



 「エキスパートに学ぶ～頭頸部外科Ｑ＆Ａ～（悪性腫瘍）」 

 S3-4 がん治療を志す若き頭頸部外科医達へ 
 聞き手：中目亜矢子（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
講　師：藤井　　隆（大阪国際がんセンター耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 1会場〉

  シンポジウム 4 1 月 25 日（金）　13 : 50～15 : 20【領域講習】 

 司会 :  北野　博也（草津総合病院）
丹生　健一（神戸大学耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 「頭頸部外科の新しい技術を培う」 

 S4-1 気道再建手術と人工気管の実用化 
 岸本　　曜（京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 S4-2 細胞シートによる中耳粘膜再生治療の実用化に向けて 
 山本　和央（東京慈恵会医科大学病院耳鼻咽喉科） 

 S4-3 当科での内視鏡下甲状腺手術（VANS法）の適応とその治療成績 
 野村研一郎（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 2会場〉

  パネルディスカッション 1 1 月 24 日（木）　10 : 00～11 : 00 

 司会 :  神田　幸彦（神田E・N・T医院長崎ベルヒアリングセンター） 

 「人工内耳～最新の手術戦略」 

 PD1-1 Atraumaticity and cochlear implants in children 
 Joachim Müller（ Section Otology, Cochlear Implants and Hearing Prosthetics : Munich 

University） 

 PD1-2 Underwater 法による人工内耳手術の展望 
 山内　大輔（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 



 〈第 4会場〉

  パネルディスカッション 2 1 月 24 日（木）　11 : 10～12 : 10 

 司会 :  大島　猛史（日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 「耳管障害の病態と手術治療」 

 PD2-1 Balloon Eustachian Tuboplasty as a treatment for Eustachian Tube Dysfunction 
 Holger Sudhoff（ Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Bielefeld Aca-

demic Teaching Hospital Affiliated to Bielefeld and Münster University） 

 PD2-2 耳管開放症の病態と手術治療 
 池田　怜吉（東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 1・2 1 月 24 日（木）　 9 : 00～10 : 00 

 司会 :  鈴木　貴博（東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科） 

 「1.　睡眠障害」 

 L1 睡眠障害 
 中田　誠一（藤田医科大学総合アレルギーセンター耳鼻咽喉科） 

 司会 :  中田　誠一（藤田医科大学総合アレルギーセンター耳鼻咽喉科） 

 「2.　頚嚢」 

 L2 頸部嚢胞性疾患の治療 
 鈴木　貴博（東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 3・4 1 月 24 日（木）　10 : 05～11 : 05 

 司会 :  野口　直哉（東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科） 

 「3.　鼻副鼻腔」 

 L3 篩骨洞・蝶形骨洞 
 近藤　健二（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 司会 :  近藤　健二（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「4.　鼻副鼻腔」 

 L4 内視鏡下鼻内副鼻腔手術（上顎洞・前頭洞手術）のコツと注意点 
 野口　直哉（東北医科薬科大学病院耳鼻咽喉科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 5・6 1 月 24 日（木）　11 : 10～12 : 10 

 司会 :  鈴木　基之（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「5.　頸部郭清術」 

 L5 頸部郭清術 
 藤本　保志（名古屋大学耳鼻咽喉科） 

 司会 :  藤本　保志（名古屋大学耳鼻咽喉科） 

 「6.　喉頭摘出術」 

 L6 喉頭摘出術 
 鈴木　基之（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 7・8 1 月 24 日（木）　14 : 25～15 : 25 

 司会 :  西池　季隆（大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「7.　乳突削開術」 

 L7 乳突削開術 
 山本　　裕（東京慈恵会医科大学病院耳鼻咽喉科） 

 司会 :  山本　　裕（東京慈恵会医科大学病院耳鼻咽喉科） 

 「8.　TESS」 

 L8 経外耳道的内視鏡下耳科手術の tips & pitfalls 
 西池　季隆（大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 〈第 3会場〉

  教育セッション 9・10 1 月 24 日（木）　15 : 25～16 : 25 

 司会 :  山本　典生（京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「9.　耳硬化症」 

 L9 耳硬化症 
 水足　邦雄（防衛医科大学校耳鼻咽喉科） 

 司会 :  水足　邦雄（防衛医科大学校耳鼻咽喉科） 

 「10.　人工内耳」 

 L10 人工内耳手術 
 山本　典生（京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 11・12 1 月 24 日（木）　18 : 00～19 : 00 

 司会 :  下出　祐造（金沢医科大学頭頸部・甲状腺外科） 

 「11.　鼻中隔・鼻翼」 

 L11 鼻中隔・鼻翼の手術
外鼻形成術 
 鈴木　元彦（名古屋市立東部医療センター） 

 司会 :  鈴木　元彦（名古屋市立大学耳鼻咽喉科） 

 「12.　甲状腺」 

 L12 甲状腺の手術
 下出　祐造（金沢医科大学頭頸部・甲状腺外科） 



 〈第 3会場〉

  教育セッション 13・14 1 月 25 日（金）　 9 : 00～10 : 00 

 司会 :  河本　勝之（草津総合病院頭頚部甲状腺外科センター・耳鼻咽喉科） 

 「13.　唾液腺」 

 L13 唾液腺の手術
特に唾液腺内視鏡を用いた唾石摘出術を中心として 
 高原　　幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 司会 :  高原　　幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「14.　嚥下障害」 

 L14 嚥下障害の手術 
 河本　勝之（草津総合病院頭頚部甲状腺外科センター・耳鼻咽喉科） 

 〈第 3会場〉

  教育セッション 15・16 1 月 25 日（金）　13 : 30～14 : 30 

 司会 :  讃岐　徹治（名古屋市立大学病院耳鼻いんこう科） 

 「15.　喉頭微細手術」 

 L15 喉頭微細手術 
 渡邊　雄介（国際医療福祉大学耳鼻咽喉科・東京ボイスセンター） 

 司会 :  渡邊　雄介（国際医療福祉大学東京ボイスセンター） 

 「16.　喉頭枠組み手術」 

 L16 喉頭枠組み手術 
 讃岐　徹治（名古屋市立大学病院耳鼻いんこう科） 



 〈第 3会場〉

  教育セッション 17・18 1 月 25 日（金）　14 : 30～15 : 30 

 司会 :  日高　浩史（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 「17.　周術期管理」 

 L17 頭頸部癌手術の周術期管理 
 今井　隆之（宮城県立がんセンター頭頸部外科） 

 司会 :  今井　隆之（宮城県立がんセンター頭頸部外科） 

 「18.　臨床統計」 

 L18 臨床研究とシステマテックレビュー 
 日高　浩史（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 1会場〉

  専門医共通講習（医療倫理） 1 月 24 日（木）　18 : 00～19 : 00【共通講習】 

 司会 :  鈴木　幹男（琉球大学耳鼻咽喉科） 

 「専門医共通講習（医療倫理）」 

 CS1 診療と研究の境界を知る　患者さんと共に作るエビデンスの意義 
 種村菜奈枝（慶應義塾大学薬学部医薬品開発規制科学講座） 

 〈第 1会場〉

  専門医共通講習（感染） 1 月 25 日（金）　15 : 45～16 : 45【共通講習】 

 司会 :  香取　幸夫（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 「専門医共通講習（感染対策）」 

 CS2 薬剤耐性菌の脅威～抗菌薬を大事に使おう～ 
 矢野　寿一（奈良県立医科大学微生物感染症学講座） 



 〈第 2会場〉

  解剖ライブ 1 1 月 24 日（木）　14 : 25～15 : 25 

 司会 :  福田　　諭（北海道医療大学病院耳鼻咽喉科） 

 「縦隔郭清術」 

 DL1 縦隔郭清術 
 川端　一嘉（がん研究会有明病院頭頸科） 

 〈第 2会場〉

  解剖ライブ 2 1 月 24 日（木）　16 : 30～17 : 30 

 司会 :  土井　勝美（近畿大学耳鼻咽喉科） 

 「人工聴覚器手術」 

 DL2 人工聴覚器手術 
 東野　哲也（宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 
 Joachim Müller（ Section Otology, Cochlear Implants and Hearing Prosthetics : Munich 

University） 
 神田　幸彦（神田E・N・T医院、長崎ベルヒアリングセンター） 
 山内　大輔（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 2会場〉

  モーニングセミナー 1月 25 日（金）　 7 : 50～8 : 50 

 司会 :  二藤　隆春（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 MS 嚥下障害関連肺炎とサルコペニア及びマイオカインの関係 
 岡崎　達馬（東北大学肢体不自由リハビリテーション科） 



 〈第 2会場〉

  ランチョンセミナー 1 1月 24 日（木）　12 : 25～13 : 25 

 司会 :  黒野　祐一（鹿児島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「アレルギー性鼻炎に対する手術療法と薬物療法」 

 LS1 好酸球性気道炎症に対する手術のポイント 
 朝子　幹也（関西医科大学総合医療センター） 

 〈第 3会場〉

  ランチョンセミナー 2 1月 24 日（木）　12 : 25～13 : 25 

 司会 :  本間　明宏（北海道大学耳鼻咽喉科） 

 LS2 頭頸部外科医でもできる癌免疫療法！ 
 塚原　清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 4会場〉

  ランチョンセミナー 3 1月 24 日（木）　12 : 25～13 : 25 

 司会 :  塩谷　彰浩（防衛医科大学耳鼻咽喉科） 

 「甲状腺疾患に対する内視鏡手術の最前線」 

 LS3-1 高周波エナジーデバイスを用いた内視鏡下甲状腺手術のテクニックとコツ 
 片山　昭公（札幌徳洲会病院甲状腺内視鏡サージセンター） 

 LS3-2 Use of Energy Devices in Thyroid Surgery 
 Kyung Tae（Hanyang University, Dept. of Otolaryngology-Head and Neck Surgery） 

 〈第 2会場〉

  ランチョンセミナー 4 1月 25 日（金）　12 : 30～13 : 30 

 司会 :  朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科） 

 LS4 分子標的治療薬登場後の頭頸部癌化学療法の実際と今後の展開 
 折舘　伸彦（横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科） 



 〈第 3会場〉

  ランチョンセミナー 5 1月 25 日（金）　12 : 30～13 : 30 

 司会 :  猪原　秀典（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 「TKI 時代の局所進行・再発甲状腺癌治療」 

 LS5-1 腎機能を考慮した TKI 治療マネジメント 
 今田　恒夫（山形大学第一内科、（山形大学公衆衛生学講座）） 

 LS5-2 甲状腺分化癌　─局所進行癌の治療と分子標的薬─ 
 森谷　季吉（草津総合病院頭頸部甲状腺外科センター） 

 〈第 4会場〉

  ランチョンセミナー 6 1月 25 日（金）　12 : 30～13 : 30 

 司会 :  林　　隆一（国立がん研究センター東病院頭頸部外科） 

 LS6 誤嚥防止手術における新展開─喉頭音声温存手術（TED/TEP）の適応と頭頸部癌への応
用─ 
 梅﨑　俊郎（福岡山王病院、国際医療福祉大学） 



 〈第 4会場〉 

 学生・研修医セッション 1 1 月 24 日（木）　14 : 20～15 : 20 

 座長： 欠畑　誠治（山形大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
山下　裕司（山口大学耳鼻咽喉科） 

 SR-1 バークホルデリア・グラディオリによる頸部リンパ節炎の１症例 
 久冨木　冠（宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 SR-2 小児の中耳に発生した炎症性偽腫瘍の 1例 
 續木　彩加（愛媛県立中央病院　臨床研修センター） 

 SR-3 難聴後 50 年以上経過したのち、人工内耳装用効果を認めた１例 
 吉田　早希（近畿大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科） 

 SR-4 内リンパ嚢開放術の効果─内耳造影MRI を用いた検討─ 
 西村　碩人（奈良県立医科大学附属病院　臨床研修センター） 

 SR-5 経過中に外耳道真珠腫を認めた外耳道狭窄症の１例 
 豊田　拓司（近畿大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科） 

 SR-6 側頭下窩に発生した大細胞性神経内分泌癌の 1例 
 水本　　結（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 4会場〉 

 学生・研修医セッション 2 1 月 24 日（木）　15 : 20～16 : 40 

 座長： 清水　猛史（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）
吉崎　智一（金沢大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 SR-7 下顎骨正中離断法を併用して摘出した巨大舌根部血管腫の 1例 
 辻　　華子（東京医科大学病院　初期臨床研修医） 

 SR-8 妊娠に関連しない鼻腔化膿性肉芽腫の 2例 
 山内　直也（滋賀医科大学　耳鼻咽喉科） 

 SR-9 局所進行下咽頭・喉頭癌に対する手術例における F-NLR score の有用性について 
 松山　尚樹（横浜市立大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 SR-10 下咽頭癌に合併した IgG4 関連疾患の 1例 
 川田健太郎（高知医療センター　総合診療科） 

 SR-11 下咽頭表在癌に対して ELPS後の後発頸部リンパ節と鑑別を要した濾胞性リンパ腫の一
例 
 町井　衣保（東京医科大学病院　初期臨床研修医） 



 SR-12 鼻腔に発生した多形腺腫の１例 
 大賀　智行（近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 SR-13  声門下平滑筋腫の一例
 東浦　　航（小牧市民病院　耳鼻いんこう科・頭頸部外科） 

  SR-14 真珠腫性中耳炎における顔面神経露出の検討 
 笹林　　舜（山形大学医学部医学科 3年） 

 〈第 4会場〉 

 学生・研修医セッション 3 1 月 24 日（木）　16 : 40～17 : 50 

 座長： 木村百合香（荏原病院耳鼻咽喉科）
峯田　周幸（浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

SR-15 耳下腺癌におけるHER2、AR、EGFRの発現と予後
 木下　一太（大阪医科大学） 

 SR-16 扁桃に発生した振子様腫瘤の 1例 
 安田　大成（琉球大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座） 

 SR-17 非反回下喉頭神経の一例 
 得能　翔太（金沢大学　研修医専門医総合教育センター） 

 SR-18 嚥下機能改善型喉頭閉鎖術を行った 1症例の経験 
 藤田　智貴（京都第二赤十字病院耳鼻咽喉科） 

 SR-19 当院で施行した誤嚥防止術および嚥下機能改善手術について 
 横井　麻衣（名古屋第一赤十字病院耳鼻咽喉科） 

 SR-20 CT 透視下に上顎骨外側よりドレナージを施行した側頭下窩膿瘍の一例 
 藤井　翔太（東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野） 

 SR-21 新しいデバイスを用いた咳テストの嚥下スクリーニング検査としての有用性 
 桑田　直人（鳥取大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 4会場〉 

 学生・研修医セッション 4 1 月 24 日（木）　17 : 50～18 : 50 

 座長： 中川　尚志（九州大学耳鼻咽喉科）
藤枝　重治（福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 SR-22 鼻腔小細胞癌の 1例 
 北川　智介（岩手県立中部病院） 



 SR-23 鼻腔原発非腸管型腺癌の一例 
 山本まり恵（香川県立中央病院　初期研修医） 

 SR-24 化学放射線療法後に骨髄異型性症候群を発症し白血病化した進行中咽頭癌症例 
 臼倉　典宏（日本医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 SR-25 高 Ca 血症で判明した副甲状腺異型腺腫（Atypical parathyroid adenoma : APA）の 1
例 
 今成　隼人（北海道大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科学教室） 

 SR-26 頸部リンパ節転移より発見された上顎歯肉原発悪性黒色腫の 1例 
 水野　将治（富山赤十字病院初期臨床研修医） 

 SR-27 頸部食道癌と甲状腺癌の重複癌の 1例 
 山口　諒子（日本海総合病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 



 〈第 2会場〉 

 第 1 群　耳・側頭骨 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  宇佐美真一（信州大学耳鼻咽喉科）
西崎　和則（岡山大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 001 当科における小児人工内耳手術症例の検討 
 荻原　敦子（北里大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 002 中耳炎合併例に対する人工内耳手術の工夫 
 伊藤　　吏（山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 003 Open cavity 症例に対する人工内耳手術の工夫　─外耳道閉鎖とPalva flap の利用─ 
 南　修司郎（ 国立病院機構東京医療センター　耳鼻咽喉科／

国立病院機構東京医療センター　臨床研究センター） 

 004 神経線維腫症第 2型における人工内耳埋込術の検討 
 橋本　陽介（国立病院機構東京医療センター） 

 005 耳小骨可動測定と蝸電図を用いた中耳手術における術中モニタリング法の開発 
 神崎　　晶（慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 006 Yamauchi 法による上半規管裂隙症候群の治療─2症例の経験 
 川村　善宣（仙塩利府病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 2会場〉 

 第 2 群　救済手術 15 : 30～16 : 10 

 座長 :  小池　修治（山形県立中央病院頭頸部・耳鼻咽喉科） 

 007 放射線治療後の再発喉頭癌に対し大胸筋皮弁を用いた salvage total laryngectomy の術
後合併症の検討 
 岡本　伊作（東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野） 

 008 中咽頭癌放射線治療後再発症例における予後因子についての検討 
 新橋　　渉（がん研有明病院　頭頸科） 

 009 下咽頭喉頭食道摘出術後 1か月後に頸動脈破裂を認めた下咽頭癌の 1例 
 藤田　紘子（横浜市立市民病院） 

 010 救済手術として行った喉頭亜全摘術後に喉頭壊死を来した 1症例 
 栗田　　卓（久留米大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座） 

第 1日目　平成 31 年 1月 24 日（木）



 〈第 3会場〉 

 第 3 群　手術支援機器・教育 16 : 25～17 : 45 

 座長 :  坂口　博史（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
工　　　穣（信州大学耳鼻咽喉科） 

 011 経口的ロボット支援手術トレーニングのためにシミュレータ開発（第 1報） 
 清水　　顕（東京医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科分野） 

 012 レーザーを用いた頭頸部外科手術
 竹本　　剛（山口県立総合医療センター　耳鼻咽喉科） 

 013 新しいエナジーデバイス、アクロサージの頭頸部手術への使用 
 小山　哲史（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） 

 014 バイポーラーカットモードを用いた顕微鏡下口蓋扁桃摘出術とその成績 
 鶴田　幸之（市立池田病院　耳鼻いんこう科） 

 015 食道癌手術における頸部郭清術に対する神経モニタリング装置（NIM）の有用性の検討 
 阪上　智史（関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 016 Endoscopic clip applier を使用した鼻腔血管腫の一例 
 松田　信作（竹田綜合病院　耳鼻咽喉科） 

 017 当センターにおけるウェットラボトレーニングの取り組み 
 江川　峻哉（ 昭和大学　頭頸部腫瘍センター／昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座／

昭和大学　歯学部　口腔外科学講座　口腔腫瘍外科学部門） 

 018 臨床実習における気管切開シミュレーション教育 
 岸野毅日人（香川大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 〈第 4会場〉 

 第 4 群　鼻・副鼻腔 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  安藤　瑞生（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
竹内　万彦（三重大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 019 当院で経験した鼻腔神経鞘腫の 2症例 
 利國桂太郎（国家公務員共済組合連合会　立川病院） 

 020 鼻中隔に発症した seromucinous hamartoma 例 
 戸村　美紀（JA高知病院　耳鼻咽喉科） 

 021 悪性腫瘍を疑った細菌性上顎洞炎の 3例 
 新井　智之（成田赤十字病院　耳鼻咽喉科） 



 022 EMMMを施行した上顎洞含歯性嚢胞例 
 生駒　　亮（国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　耳鼻咽喉科） 

 023 TACMI 法を用いた鼻腔腫瘍に対する内視鏡下鼻内的腫瘍摘出術 
 大村　和弘（東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科） 

 024 TACMI 法と Endoscopic Denker’s Approach の併用により摘出しえた鼻腔血管腫の 1例 
 松本　淳也（香川労災病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 4会場〉 

 第 5 群　鼻・副鼻腔 2 10 : 00～11 : 00 

 座長 :  飯田　政弘（東海大学耳鼻咽喉科）
吉川　　衛（東邦大学医療センター大橋病院耳鼻咽喉科） 

 025 鼻副鼻腔に発生した線維性骨病変の 2例 
 海老原　央（東京慈恵会医科大学附属病院　耳鼻咽喉科） 

 026 鼻副鼻腔に発生した孤立性線維性腫瘍の 1例 
 矢野実裕子（国家公務員共済組合連合会　横浜南共済病院　耳鼻咽喉科） 

 027 鼻腔 Glomangiopericytoma の 1例 
 齋藤雄太郎（東北医科薬科大学　耳鼻咽喉科） 

 028 手術治療を行った Juvenile psammomatoid ossifying fibroma（JPOF）の一例 
 西村　　在（奈良県立医科大学附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 029 若年性血管線維腫 4症例の検討　─鼻咽腔原発例と上顎洞原発例─ 
 阿部　靖弘（山形大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 030 一側性副鼻腔疾患に対する統計 
 戸塚　大幾（東北公済病院　耳鼻いんこう科） 

 〈第 5会場〉 

 第 6 群　頸部 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  植田　広海（愛知医科大学耳鼻咽喉科）
将積日出夫（富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 031 頭頸部に発生したデスモイド腫瘍の 2症例 
 村上　大造（熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 032 頸部デスモイド腫瘍の一例 
 片桐　克則（岩手医科大学　医学部　頭頸部外科学科） 



 033 頸部デスモイド腫瘍の 1例 
 野田　洋平（ 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、頭頸部がんセ

ンター） 

 034 術前診断が困難であった頸部神経鞘腫の一例 
 竹本　梨紗（熊本大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科） 

 035 Narrow Band Imaging を利用し摘出した頸部神経鞘腫の 2症例 
 藤田　祥典（川崎医科大学　耳鼻咽喉科学） 

 036 著明な気管狭窄を来した縦隔原発 plexiform cellular schwannoma の 1例 
 大槻　周也（兵庫県立尼崎総合医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 5会場〉 

 第 7 群　頸部 2 10 : 10～10 : 50 

 座長 :  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） 

 037 口腔扁平上皮癌における FDG-PET/CT によるリンパ節転移や節外進展の診断能 
 鈴木　秀典（愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科） 

 038 当科で経験した頸動脈破裂症例の検討 
 九鬼　伴樹（藤田医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室） 

 039 頭頸部癌治療に関連した総頸動脈破裂を発症し、救命しえた 4症例 
 入谷　啓介（神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 040 同日術前栄養動脈塞栓術による頸動脈小体腫瘍摘出術 
 志賀　清人（岩手医科大学　医学部　頭頸部外科学科） 

 〈第 5会場〉 

 第 8 群　鼻・副鼻腔 3 14 : 20～15 : 20 

 座長 :  川内　秀之（島根大学耳鼻咽喉科）
春名　眞一（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 041 内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術ペンローズステント残留涙嚢内異物除去・再手術の経験 
 大澤　陽子（福井赤十字病院　耳鼻咽喉科） 

 042 耳鼻咽喉科単独で行う涙道外・経内眼角ライトガイド下ステントレスDCR鼻内法～予
備研究と第 1報～ 
 松見　文晶（公益財団法人　星総合病院　耳鼻いんこう科） 

 043 眼窩筋円錐内腫瘍に対する経鼻内視鏡下アプローチについて 
 大木　雄示（千葉大学　大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頚部腫瘍学） 



 044 カルボキシメチルセルロース銀（アクアセルAg Extra）による術後鼻内パッキングの有
用性 
 北野　正之（大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 045 当科における入院を要した鼻出血症例の臨床的検討 
 堀地　祐人（神戸市立西神戸医療センター　耳鼻いんこう科） 

 046 当科における鼻性視神経炎・鼻性視神経症の臨床的検討 
 山崎　一樹（千葉大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学） 

 〈第 5会場〉 

 第 9 群　鼻・副鼻腔 4 15 : 20～16 : 20 

 座長 :  池田　勝久（順天堂大学耳鼻咽喉科）
松原　　篤（弘前大学耳鼻咽喉科） 

 047 当科での鼻・副鼻腔扁平上皮癌症例の検討 
 力丸　文秀（九州がんセンター　頭頸科） 

 048 当科における鼻副鼻腔悪性腫瘍の検討 
 坂東　伸幸（北斗病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 049 当科における上顎洞癌の治療成績 
 島　　嘉秀（筑波大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 050 当科における上顎癌に対する超選択的動注併用放射線療法に関する検討 
 吉田　昌史（東京大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 051 当科で動注化学放射線療法を施行した T3、T4 上顎洞扁平上皮癌の検討 
 山下　　懐（琉球大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座） 

 052 鼻副鼻腔扁平上皮癌におけるEGFR変異の臨床的意義 
 西川　大輔（愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科） 

 〈第 5会場〉 

 第 10 群　咽頭 1 16 : 30～17 : 40 

 座長 :  秋定　　健（川崎医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科）
那須　　隆（山形市立病院済生館耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 053 当科における上咽頭癌の臨床的検討 
 谷　美有紀（埼玉県立がんセンター　頭頸部外科） 

 054 上咽頭原発小細胞癌の一例 
 岸下　定弘（NTT東日本関東病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 055 上咽頭血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫の 1例 
 羽生　　昇（国家公務員共済組合連合会　立川病院　耳鼻咽喉科） 

 056 経口的に治療した小児上咽頭鰓性嚢胞の 1例 
 森　　大地（京都第一赤十字病院） 

 057 経鼻内視鏡を用いて摘出した上咽頭良性腫瘍の 2例 
 沖中　洋介（山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学） 

 058 経口蓋的に摘出しえた咽頭後間隙腫瘍の一例 
 丸山　大輔（NTT東日本関東病院） 

 059 軟口蓋背側に発生した腫瘍に対する摘出の工夫 
 中村伸太郎（慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 〈第 6会場〉 

 第 11 群　異物  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  伊藤　真人（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児耳鼻咽喉科）
平林　秀樹（獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 060 歯科インプラントによる篩骨洞異物の 1例 
 大井祐太朗（富山大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 061 鼻腔内過剰歯に対して内視鏡下で摘出した小児の一例 
 野坂　　瞳（ 東京慈恵会医科大学　附属第三病院　耳鼻咽喉科／

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室） 

 062 彎曲型咽喉頭直達鏡で観察を行った咽頭異物による頸部膿瘍の 2例 
 竹林亜貴子（東京都済生会中央病院　耳鼻咽喉科） 

 063 全身麻酔下に摘出した咽頭・食道異物症例の検討 
 大脇　成広（滋賀医科大学　耳鼻咽喉科） 

 064 術中の透視下操作が有効であった下咽頭異物の一例 
 矢島雄太郎（群馬大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 

 065 当科における過去 20 年間の下咽頭・食道異物の検討 
 山口　大夢（弘前大学　医学部　耳鼻咽喉科） 



 〈第 6会場〉 

 第 12 群　外傷 10 : 00～11 : 00 

 座長 :  津田　豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科・摂食嚥下センター）
渡邊　健一（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 066 晩発性に複視が再燃し、手術加療を要した眼窩内側壁骨折の 1例 
 本岡　太心（愛媛県立中央病院） 

 067 眼窩内進展を来たした外傷性前頭洞嚢胞の 1例 
 岡野　博之（京都岡本記念病院） 

 068 絵筆による経鼻腔頭蓋底穿通外傷の 1例 
 野島　雄介（横浜市立大学附属市民総合医療センター　耳鼻咽喉科） 

 069 頬部外側から対側鼻翼に貫通した顔面皮下木片異物の 1例 
 藤田　裕人（奈良県立医科大学　医学部　付属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 070 自傷による喉頭断裂の 1例 
 向山　宣昭（岡崎市民病院） 

 071 頸部ガラス異物により椎骨動脈損傷をきたした一症例 
 水野　敬介（神戸市立医療センター中央市民病院） 

 〈第 6会場〉 

 第 13 群　感染症 1 14 : 20～15 : 20 

 座長 :  北原　　糺（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
日高　浩史（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 072 副咽頭間隙膿瘍に進展した扁桃周囲膿瘍に対する即時扁摘の有用性 
 大堀純一郎（鹿児島大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 073 当院の耳鼻咽喉科診療における感染対策の取り組み 
 小島　雅貴（順天堂大学耳鼻咽喉科学講座） 

 074 当科で経験した梅毒の 3例 
 有賀　健治（大阪警察病院　耳鼻咽喉科） 

 075 歯性感染から側頭部膿瘍を生じた超高齢者の 1例 
 柳原　太一（ 東京慈恵会医科大学　附属第三病院　耳鼻咽喉科／

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室） 

 076 頸部鈍的外傷後の血腫に遅延性に発生した深頸部膿瘍の 1例 
 黒田　一範（ 岡山大学大学院医歯薬総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科、頭頸部がんセ

ンター） 



 077 治療開始前に肺炎球菌による脾臓摘出後重症感染症を発症した原発不明癌の 1例 
 宮丸　　悟（熊本大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 6会場〉 

 第 14 群　感染症 2 15 : 20～16 : 20 

 座長 :  鈴木　秀明（産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
高野　賢一（札幌医科大学耳鼻咽喉科） 

 078 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）による深頸部膿瘍例
 田口　大藏（国立病院機構　福山医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 079 降下性壊死性縦郭炎の 1例 
 宇野　雅子（川崎医科大学総合医療センター） 

 080 異なる嚥下の転帰をたどった降下性縦隔炎症例 
 黒柳　拓樹（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室） 

 081  Eggerthia catenaformis により深頸部膿瘍から降下性壊死性縦隔炎をきたした 1例 
 平田　智也（三重大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 082 降下性壊死性縦隔炎術後に右腕頭静脈瘻を合併した 1例 
 大内　陽平（香川大学　耳鼻咽喉科） 

 083 当院における頸部膿瘍から縦隔膿瘍に至った症例の検討 
 押領司親史（九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 6会場〉 

 第 15 群　甲状腺 1 16 : 30～17 : 40 

 座長 :  辻　　裕之（金沢医科大学頭頸部外科）
水田　啓介（岐阜大学耳鼻咽喉科） 

 084 甲状腺濾胞性腫瘍の術前画像診断におけるマルチモダリティの可能性について
 下出　祐造（金沢医科大学　頭頸部外科学講座） 

 085 甲状腺乳頭癌 T1-3N1bM0 に対する術後放射性ヨード治療の有用性の検討
 吉澤　　亮（倉敷中央病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 086 切除不能甲状腺乳頭癌に対しレンバチニブが奏効し根治切除術を行った一症例 
 及川　伸一（岩手医科大学　頭頸部外科学科） 

 087 レンバチニブの投与により良好な経過が得られている甲状腺未分化癌の 1例
 藤巻　充寿（順天堂大学医学部附属順天堂医院　耳鼻咽喉・頭頸科） 



 088 甲状腺癌に対するレンバチニブの使用経験 
 岡　　愛子（四国がんセンター　頭頸科・甲状腺腫瘍科） 

 089 甲状腺乳頭癌BRAF V600E 変異と免疫的微小環境の検討 
 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／Oregon Health & 

Science University, Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery
／Oregon Health & Science University, Dept of Cell, Developmental and 
Cancer Biology） 

 090 甲状腺分化癌肺転移の経過に関する検討 
 北村　守正（京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 7会場〉 

 第 16 群　副甲状腺  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  内田　真哉（京都第二赤十字病院気管食道外科）
森谷　季吉（草津総合病院頭頸部甲状腺外科センター耳鼻咽喉科） 

 091 当院で経験した副甲状腺癌の 1例 
 斎藤　翔太（ SUBARU健康保険組合太田記念病院　耳鼻咽喉科／

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室） 

 092 副甲状腺腺腫出血により深頸部血腫をきたした 1例 
 北嶋　達也（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター） 

 093 副甲状腺腺腫による原発性副甲状腺機能亢進症における術後管理の検討 
 平井　信行（厚生連高岡病院　耳鼻咽喉科） 

 094 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（島根大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 095 当科で 10 年間に施行された原発性副甲状腺機能亢進症の手術症例の検討 
 杉浦　文康（市立札幌病院　耳鼻咽喉科・甲状腺外科） 

 096 当科における副甲状腺機能亢進症に対する手術症例の検討 
 森岡　繁文（京都市立病院　耳鼻いんこう科） 

 〈第 7会場〉 

 第 17 群　甲状腺 2 10 : 00～11 : 10 

 座長 :  熊井　良彦（熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
本田　耕平（新潟大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 097 内視鏡補助下甲状腺手術の習得にあたって 
 洲崎　真吾（苫小牧市立病院　耳鼻咽喉科） 



 098 耳後部切開による内視鏡補助下甲状腺手術 
 菅野　真史（福井大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 099 当科における内視鏡補助下甲状腺手術の現況について 
 澤井　文子（舞鶴共済病院　耳鼻咽喉科） 

 100 胸腔鏡を併用した甲状腺両葉および縦隔内迷入型腺腫様甲状腺腫の手術経験 
 真栄田裕行（琉球大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座） 

 101 当科で経験した非反回下喉頭神経の 4症例 
 三根実穂子（神戸大学医学部付属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 102 甲状腺両葉手術症例における術後反回神経麻痺の検討
 今井　　聡（手稲渓仁会病院耳鼻咽喉科・頭頚部外科） 

 103 甲状腺癌周術期反回神経麻痺の検討
 松川奈々央（関西労災病院） 

 〈第 7会場〉 

 第 18 群　咽頭 2 14 : 20～15 : 30 

 座長 :  鈴木　雅明（帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科）
丸山裕美子（黒部市民病院耳鼻咽喉科） 

 104 当科における口蓋扁桃摘出術の術後出血の検討 
 舘田　　勝（仙台医療センター耳鼻咽喉科） 

 105 口蓋扁桃摘出術における術後出血の検討 
 立之　大智（足利赤十字病院） 

 106 口蓋扁桃摘出術における周術期管理の術後出血への影響 ─多施設 1,070 症例での検討─ 
 田中　伸和（名古屋市立大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科／春日井市民病院　耳鼻咽喉科） 

 107 口蓋扁桃摘出術と味覚障害 
 北谷　　栞（JCHO仙台病院　耳鼻咽喉科） 

 108 閉塞性睡眠時無呼吸症に対するSuture suspension technique（CWICKs）の手技の工夫 
 千葉伸太郎（太田総合病院記念研究所　太田睡眠科学センター） 

 109 閉塞性睡眠時無呼吸症に対する咽頭手術法（CWICKs）による効果の検討 
 井上　大介（ 太田総合病院　耳鼻咽喉科・気管食道科／

東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室） 

 110 茎状突起過長症と舌咽神経痛を術前に鑑別できなかった 3症例 
 熊井　良彦（熊本大学　耳鼻咽喉科　頭頚部外科） 



 〈第 7会場〉 

 第 19 群　頸部 3 15 : 30～16 : 30 

 座長 :  佐々木俊一（足利赤十字病院耳鼻咽喉科）
舘田　　勝（仙台医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 111 頸部リンパ節生検 98 例の臨床的検討 
 赤羽　邦彬（聖マリアンナ医科大学　耳鼻咽喉科） 

 112 超音波造影法による頭頸部癌センチネルリンパ節同定 
 脇坂　尚宏（金沢大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 113 頭頸部領域におけるコア針生検 （core needle biopsy）の有用性 
 黒瀬　　誠（札幌医科大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 114 当院での Fine Core M type TM を使用した針生検の検討 
 倉橋　崇史（新潟県立がんセンター新潟病院　頭頸部外科） 

 115 頚部リンパ節腫脹から診断に至った多中心性Castleman 病の 1例 
 細野　祥子（東邦大学医療センター　大森病院　耳鼻咽喉科） 

 116 経口腔的嚢胞開窓術を行った第 2鰓裂嚢胞（側頸嚢胞）の 1例 
 高井　俊輔（東北ろうさい病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 7会場〉 

 第 20 群　頸部 4 16 : 30～17 : 40 

 座長 :  三枝　英人（東京女子医大八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科）
横島　一彦（日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 117 ガマ腫との鑑別を要した顎下部嚢胞性腫瘤 
 加藤　大星（日本医科大学付属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 118 当院で経験した多発性対称性脂肪腫症の 2症例 
 嘉陽　祐紀（琉球大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座） 

 119 頭頸部領域に発生した皮様嚢腫の 2症例 
 佐藤　満雄（近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 120 急速に増大した耳介腫瘤の 1例 
 菅原　康介（聖隷浜松病院） 

 121 茎状突起切除術によって嚥下障害の改善を認めた茎状突起過長症の一例 
 齊藤　吉紀（ 東京歯科大学　市川総合病院　耳鼻咽喉科／

東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科） 



 122 右頸部痛と発熱を主訴に受診した肺血栓塞栓症の 1例 
 國井　美羽（白河厚生総合病院　耳鼻咽喉科） 

 123 当院における頸部リンパ節結核症例の臨床的検討 
 内山　広大（聖隷三方原病院） 

 〈第 8会場〉 

 第 21 群　唾液腺 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  河田　　了（大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
吉原　俊雄（東都文京病院耳鼻咽喉科） 

 124 当科における耳下腺腫瘍の臨床的検討 
 森倉　一朗（島根大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 125 耳下腺多形腺腫例の被膜所見 
 中谷　宏章（国立病院機構福山医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 126 治療に難渋した再発唾液腺多形腺腫二例の検討 
 為野　仁輔（京都第一赤十字病院） 

 127 再発多型腺腫手術症例の検討 
 伊藤　文展（ 国立病院機構東京医療センター　耳鼻咽喉科／

慶應義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室） 

 128 手術治療を行った多形腺腫再発 2症例 
 上村　裕和（奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 129 若年者における耳下腺内顔面神経鞘腫の治療戦略 
 瓜生　英興（国立病院機構　九州医療センター　耳鼻咽喉科） 

 〈第 8会場〉 

 第 22 群　唾液腺 2 10 : 00～11 : 00 

 座長 :  栢野　香里（京都中部総合医療センター耳鼻咽喉科）
吉田　尚弘（自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科） 

 130 唾液腺内視鏡を用いて治療した耳下腺導管拡張症の 2例 
 齋藤　陽元（熊本大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 131 当院での顎下腺深部・移行部唾石に対する内視鏡手術と口内法手術の位置づけ 
 久満美奈子（千葉市立海浜病院　耳鼻咽喉科） 

 132 唾液腺管内視鏡を使用した唾石症の検討 
 松延　　毅（日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 



 133 耳下腺腫瘍や副咽頭間隙腫瘍に対するフェイスリフトアプローチの適応と注意点 
 的場　拓磨（名古屋市立大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 134 耳介後方アプローチによる耳下腺手術例 
 樋渡　　直（京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頚部外科） 

 135 当科における耳下腺浅葉手術時の顔面神経アプローチについての検討 
 鈴木　政博（福島県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座） 

 〈第 8会場〉 

 第 23 群　嚥下 14 : 20～15 : 20 

 座長 :  唐帆　健浩（杏林大学耳鼻咽喉科杏林大学病院摂食嚥下センター）
林　　達哉（旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学講座） 

 136 局所麻酔下で喉頭中央部切除術を施行した重度嚥下障害の 1例 
 倉持　篤史（東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 137 当院における神経難病に対する嚥下改善手術の取り組み 
 髙岡　勇稀（金沢医科大学　医学部　頭頸部外科学） 

 138 外耳道癌術後に段階的嚥下機能改善手術を施行し高解像度マノメトリーで評価した 1例 
 古川　竜也（神戸大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 139 頸動脈小体腫瘍摘出術後高度嚥下障害に対する、気管食道吻合術及び気管食道瘻作成術
（TED with TEP）施行例 
 井口　貴史（福岡山王病院　音声・嚥下センター　耳鼻咽喉科） 

 140 小児期からの誤嚥に対して施行した誤嚥防止手術症例の検討 
 須藤　　敏（沖縄県立中部病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 141 唾液誤嚥レベルの嚥下障害を来した症例に対し、嚥下機能改善手術を施行することで症
状改善を得た一例 
 笠原　　健（佐野厚生総合病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 8会場〉 

 第 24 群　唾液腺 3 15 : 20～16 : 20 

 座長 :  岡本　美孝（千葉大学耳鼻咽喉科）
保富　宗城（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 142 唾液腺癌における穿刺吸引細胞診と捺印細胞診に関する検討 
 細川　誠二（浜松医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 143 針生検（CNB）を中心とした唾液腺腫瘍の術前病理診断 
 茶薗　英明（千葉大学医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 144 耳下腺癌における頸部リンパ節転移と予防的頸部郭清術の適応 
 河田　　了（大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 145 術前に顔面神経切断を決定した耳下腺癌手術の成績 
 横島　一彦（日本医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 146 口腔内アプローチにより摘出した副耳下腺癌の一例 
 伊藤　裕介（亀田総合病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 147 低悪性度耳下腺癌の検討 
 清水　皆貴（関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 8会場〉 

 第 25 群　唾液腺 4 16 : 30～17 : 20 

 座長 :  菊地　　茂（埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科）
三輪　正人（日本医科大学耳鼻咽喉科） 

 148 顎下腺移行術の経験 
 岡村　　純（聖隷浜松病院耳鼻咽喉科頭頸部外科／浜松医科大学耳鼻咽喉科頭頚部外科） 

 149 難渋した唾液漏に対するボツリヌストキシン局所注入の治療経験 
 内山美智子（日本赤十字社医療センター） 

 150 当科で経験した大唾液腺以外に生じた多形腺腫症例の検討 
 鈴木　真輔（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） 

 151 舌下腺に発生した多形腺腫症例 
 鎌田　恭平（山形県立中央病院　頭頸部・耳鼻咽喉科） 

 152 当院における舌下腺悪性腫瘍症例の検討 
 斎藤　　真（慶応義塾大学　医学部　耳鼻咽喉科学教室） 

 〈第 9会場〉 

 第 26 群　下咽頭 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  三浦　弘規（国際医療福祉大学三田病院耳鼻咽喉科）
加藤　健吾（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 153 下咽頭扁平上皮癌N2c 症例についての臨床検討 
 馬場　大輔（国際医療福祉大学三田病院　頭頸部腫瘍センター） 



 154 当院における下咽頭癌と食道癌の重複症例の検討 
 山川　泰幸（高知大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 155 下咽頭癌 earlyT, N+ 症例に対する先行頸部郭清術施行例の検討 
 谷内　政崇（大阪医科大学　耳鼻咽喉科頭頚部外科） 

 156 化学放射線療法後の再発下咽頭癌に対する救済頸部郭清術の検討 
 松居　秀敏（兵庫県立がんセンター　頭頸部外科） 

 157 Inflammation based prognostic score を用いた下咽頭癌の予後因子の検討 
 井内　寛之（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） 

 158 下咽頭原発のBasaloid squamous cell carcinoma の 3例 
 中村　匡孝（兵庫医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 9会場〉 

 第 27 群　下咽頭 2 10 : 00～10 : 50 

 座長 :  櫻井　一生（藤田医科大学耳鼻咽喉科）
鈴木　政美（群馬県立がんセンター頭頸科） 

 159 下咽頭喉頭摘出術における気管傍郭清と甲状腺切除の範囲による副甲状腺機能低下症頻
度の違い 
 有泉　陽介（東京医科歯科大学頭頸部外科） 

 160 咽喉食摘術症例における術後放射線治療後の甲状腺機能に関する検討 
 尾股　　丈（がん研有明病院　頭頸科） 

 161 多発下咽頭表在癌に対し瘢痕狭窄予防として段階的切除とトリアムシノロンアセトニド
の局所注射を施行した 1例 
 向井　昌功（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） 

 162 心臓転移から肺動脈腫瘍塞栓をきたし肺梗塞に至った下咽頭扁平上皮癌の 1例 
 松尾美央子（九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 163 下咽頭 Basaloid squamous cell carcinoma の 2例 
 荻野　裕平（関西医科大学附属病院　耳鼻咽喉科） 



 〈第 9会場〉 

 第 28 群　下咽頭 3 14 : 20～15 : 20 

 座長 :  荒木　幸仁（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）
大上　研二（東海大学耳鼻咽喉科） 

 164 modified Killian 法により術前に瘻孔を同定できた下咽頭梨状窩瘻の一例 
 加藤　雄介（新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 165 当科において外科的治療を行った下咽頭梨状窩瘻 11症例の検討 
 高橋　　梓（産業医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 166 Transoral videolaryngoscopic surgery（TOVS）にて経口的に摘出した下咽頭脂肪腫の
一例 
 高木　千晶（大垣市民病院　頭頸部・耳鼻いんこう科） 

 167 18 年間再発を繰り返し、咽喉頭食道摘出術に至った下咽頭高分化型脂肪肉腫の一例 
 寺村　　侑（竹田綜合病院　耳鼻咽喉科） 

 168 下咽頭表在癌両側梨状陥凹同時多発例に対する二期的経口切除  
 渡部　佳弘（東京都済生会中央病院　耳鼻咽喉科） 

 169 経口的切除術では原発巣制御が困難であった咽頭癌 
 富岡　利文（国立がん研究センター東病院　頭頸部外科） 

 〈第 9会場〉 

 第 29 群　免疫療法 1 15 : 20～16 : 30 

 座長 :  近松　一朗（群馬大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
山﨑　知子（宮城県立がんセンター頭頸部内科） 

 170 耳下腺唾液腺導管癌遠隔再発例に対してニボルマブ投与を行った一例 
 竹本　洋介（山口大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科学） 

 171 Nivolumab を使用した上顎癌の 1例 
 堀　　健志（山口大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉科学） 

 172 当科におけるオプジーボ使用症例の検討 
 坂口　功一（長崎大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 173 当科におけるニボルマブ症例の検討 
 福岡　　修（東京大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 174 当院におけるニボルマブの使用経験 
 羽生　健治（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） 



 175 当科におけるニボルマブ投与症例の検討 
 稲毛　まな（横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 176 当科におけるニボルマブ投与例の検討 
 早野　　賢（岐阜大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 〈第 9会場〉 

 第 30 群　免疫療法 2 16 : 30～17 : 40 

 座長 :  久保田　彰（神奈川県立がんセンター頭頸部外科）
塚原　清彰（東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 177 当科でのニボルマブ投与例の治療経過 
 水田　匡信（倉敷中央病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 178 当院における頭頸部癌に対するニボルマブの使用状況について 
 寺薗　貴浩（兵庫県立がんセンター　頭頸部外科） 

 179 当科におけるニボルマブの使用経験 
 横田知衣子（大阪市立大学大学院　医学研究科　耳鼻咽喉病態学） 

 180 再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するNivolumab 療法の検討 
 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） 

 181 ニボルマブの奏功・非奏功例の臨床的特徴
 北田　有史（北野病院） 

 182 Nivolumab 効果予測因子としての末梢血好中球/リンパ球比測定の有用性 
 真子　知美（九州大学　医学研究院　耳鼻咽喉科） 

 183 ニボルマブの奏功により頸動脈出血をきたし、ステント留置により救命し得た喉頭癌頸
動脈浸潤の 1例 
 小島　綾乃（一宮市立市民病院耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 10 会場〉 

 第 31 群　口腔 1  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  長谷川泰久（朝日大学病院頭頸部外科）
米川　博之（がん研有明病院頭頸科） 

 184 口腔癌微小環境における糖代謝と免疫マーカー発現の関連性の検討 
 菊地　正弘（京都大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 185 早期舌癌におけるMRI によるDepth of invasion の評価 
 寺田　星乃（愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科） 



 186 若年者舌癌の治療成績の検討 
 松本　文彦（国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科） 

 187 転移性口腔癌への対応 
 中石　　征（日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 188 Pull-through 法による口腔癌切除後の開放創による二次治癒管理 
 田口　敦士（天理よろづ相談所病院　耳鼻咽喉科） 

 189 下顎区域切除一次縫合例の検討 
 森下　洋平（国立がん研究センター東病院頭頸部外科） 

 〈第 10 会場〉 

 第 32 群　口腔 2 10 : 00～11 : 00 

 座長 :  岩江　信法（兵庫県立がんセンター頭頸部外科）
別府　　武（埼玉県立がんセンター頭頸部外科） 

 190 第 8 版 TNM分類における早期舌癌症例の潜在的頸部リンパ節転移についての検討 
 曹　　弘規（大阪国際がんセンター　頭頸部外科） 

 191 舌癌に対するセンチネルリンパ節生検の有用性　─舌リンパ節の検出例を通して─ 
 平川　　仁（琉球大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 192 口腔癌センチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術における微小転移の定義の試み
─本学での研究について─ 
 小針　健大（福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科） 

 193 センチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術における口腔癌のリンパ節転移巣の大き
さの検討 
 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） 

 194 口腔癌 T2N0 症例に対する後発リンパ節転移の検討 
 鈴木　英佑（大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 

 195 舌扁平上皮癌旧 T1T2N0 症例の簇出（budding）ならびにDOI（depth of invasion）の
層別化検討 
 蝦原　康宏（埼玉医科大学　国際医療センター　頭頸部腫瘍科） 



 〈第 10 会場〉 

 第 33 群　口腔 3 14 : 25～15 : 15 

 座長 :  佐藤雄一郎（新潟県立がんセンター新潟病院頭頸部外科） 

 196 舌内反性乳頭腫より発生した扁平上皮癌の一例 
 松田　信作（竹田綜合病院　耳鼻咽喉科） 

 197 舌原発の Adenocarcinoma の 1例 
 野崎　謙吾（関西労災病院） 

 198 舌原発のNeuroendocrine tumor の 1 例 
 櫛橋　幸民（昭和大学　頭頸部腫瘍センター／昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座） 

 199 舌亜全摘術後に非閉塞性腸管虚血（NOMI）を発症した 1例 
 長岐　孝彦（国立がん研究センター東病院　頭頸部外科） 

 200 鼻咽腔血管平滑筋腫の 2例 
 横山　哲也（岩手医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科／盛岡赤十字病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 10 会場〉 

 第 34 群　口腔 4 15 : 15～16 : 15 

 座長 :  五十嵐文雄（日本歯科大学医科病院耳鼻咽喉科）
志賀　清人（岩手医科大学頭頸部外科） 

 201 動脈塞栓後に摘出した頬部動静脈瘻例 
 安里　　亮（京都医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 202 頬粘膜顆粒細胞腫の 1例 
 津田　潤子（山口大学医学部医学系研究科　耳鼻咽喉科） 

 203 鼻唇溝皮弁にて再建を行った頬粘膜癌症例 
 遠藤　一平（金沢大学　附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 204 幼児の舌根に発生した胞巣状軟部肉腫の一例 
 是松　瑞樹（大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学） 

 205 術前化学療法が奏功した下顎骨原発骨肉腫の経験 
 河野　崇志（四国がんセンター　頭頸科・甲状腺腫瘍科） 

 206 顎骨中心性癌についての検討 
 加藤　　裕（大阪国際がんセンター） 



 〈第 10 会場〉 

 第 35 群　喉頭 1 16 : 30～17 : 50 

 座長 :  金子　賢一（長崎大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
原　　浩貴（川崎医科大学耳鼻咽喉科） 

 207 喉頭肉芽腫に対するロイコトリエン受容体拮抗薬の有効性について 
 和佐野浩一郎（ 国立病院機構　東京医療センター　耳鼻咽喉科／

国立病院機構　東京医療センター　臨床研究センター） 

 208 当科で経験した咽喉頭アミロイドーシスの 2症例 
 入舩　悠樹（愛媛大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 209 喉頭に発生したアミロイドーシス 5例から得られた教訓 
 上田　航毅（伊勢赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 210 甲状軟骨截開術を要した喉頭粘膜下腫瘍症例
 石永　　一（三重大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頚部外科） 

 211 抗真菌薬の再投与によって改善を認めた喉頭真菌症の一例 
 吉見　龍二（長崎大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 212 ダブルルーメンチューブ挿管後に発症した声門下狭窄の 1例 
 高橋　亮介（群馬県立がんセンター　頭頸科） 

 213 喉頭軟弱症に対して非挿管自発換気下で声門上形成術を行った 1例 
 桐　　広樹（大阪母子医療センター） 

 214 埼玉県医工連携事業＜ひとことコール＞の紹介 
 別府　　武（埼玉県立がんセンター　頭頸部外科） 



   〈第 2会場〉 

 第 36 群　喉頭 2  9 : 00～10 : 10 

 座長 :  片田　彰博（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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） 

 215 声帯麻痺に対する自家脂肪注入術の臨床的検討 
 松本　尚之（東京大学　医学部　附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 216 東京ボイスセンターにおける局所麻酔下日帰り声帯ポリープ・結節切除術について 
 廣崎　真柚（ 国際医療福祉大学　東京ボイスセンター／

東北大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 217 当センターでのステロイド声帯注入療法 
 金澤　丈治（国際医療福祉大学　東京ボイスセンター） 

 218 anteroinferior approach による甲状軟骨形成術 1型 
 二藤　隆春（東京大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 219 ラリンジアルマスク下に行った披裂軟骨内転術および甲状軟骨形成術Ⅰ型について
 工　　　穣（信州大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 220 3D 外視鏡下喉頭フレーム手術 
 福原　隆宏（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） 

 221 Tracheoesophageal diversion for complete cervical cord paralysis.　Case report 
 田路　正夫（新百合ケ丘総合病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 2会場〉 

 第 37 群　喉頭 3 10 : 15～11 : 15 

 座長 :  平野　　滋（京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
山下　　拓（北里大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 222 喉頭原発 solitary fibrous tumor の 1 例 
 篠崎　　剛（国立がん研究センター東病院　頭頸部外科） 

 223 喉頭蓋原発神経内分泌腫瘍の 2症例 
 安塚　孝治（群馬大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 224 喉頭温存が可能であった喉頭軟骨肉腫の一例 
 佐分利純代（京都府立医科大学付属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

第 2日目　平成 31 年 1月 25 日（金）



 225 type III laser cordectomy 後の neocord と音声に関するQOL評価 
 鈴木　政美（群馬県立がんセンター　頭頸科） 

 226 喉頭温存を目指したサルベージ舌根喉頭蓋切除と再建 
 益田　宗幸（九州がんセンター　頭頸科） 

 227 早期声門癌における再発危険因子の検討 
 牧野　琢丸（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） 

 〈第 2会場〉 

 第 38 群　喉頭 4 11 : 15～12 : 25 

 座長 :  梅野　博仁（久留米大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
増山　敬祐（山梨大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 228 当科における局所進行喉頭癌 cT3 例の治療成績 
 渡邉　佳紀（日本赤十字社　大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 229 当科における喉頭癌 T3症例の臨床的検討 
 吉田　真夏（高知大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 230 気管切開を先行した喉頭癌手術症例における気管孔再発と甲状腺温存 
 坂井　　梓（日本医科大学付属病院　耳鼻咽喉科頭頚部外科） 

 231 喉頭全摘症例における副甲状腺機能低下の検討 
 田崎　彰久（東京医科歯科大学　医学部　頭頸部外科） 

 232 当院におけるシャント発声の臨床的検討 
 得丸　貴夫（埼玉県立がんセンター　頭頚部外科） 

 233 拡大喉頭全摘出後にオトガイ下皮弁による咽頭再建を行った高齢進行声門上癌の 2例 
 宮本　俊輔（北里大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 234 両側声帯麻痺加療から 4年半後に喉頭腺扁平上皮癌と診断・治療した一例 
 山下　　勝（ 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） 

 〈第 2会場〉 

 第 39 群　化学放射線療法 1 13 : 30～14 : 30 

 座長 :  鵜久森　徹（愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
菅澤　　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） 

 235 頭頸部扁平上皮癌に対する高用量CDDP併用化学放射線療法の臨床的検討 
 阿部　尚央（弘前大学大学院　医学研究科） 



 236 再発・転移頭頸部癌に対するCBDCA+PTX療法の治療成績 
 岩城　　翔（名古屋市立大学大学院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 237 名古屋市立大学病院における進行頭頸部癌に対する TREMPLIN レジメンの長期成績 
 川北　大介（名古屋市立大学大学院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 238 導入化学療法におけるPCE療法の検討 
 新井　啓仁（京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 

 239 切除不能局所進行頭頸部扁平上皮がんに対する PCE導入化学療法後の化学放射線療法
の実施可能性検証試験 
 槇　　大輔（東海大学医学部　耳鼻咽喉科） 

 240 下咽頭癌喉頭癌化学放射線療法施行症例におけるCONUT関連因子の治療成績予測能の
検討 
 佐藤えみり（川崎市立川崎病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 2会場〉 

 第 40 群　化学放射線療法 2 14 : 30～15 : 30 

 座長 :  大月　直樹（神戸大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
永橋　立望（北海道がんセンター頭頸部外科） 

 241 頭頸部領域の再発/遠隔転移扁平上皮癌に対する iCi 投与後化学療法の治療効果 
 若崎　高裕（九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 242 遠隔転移を伴う甲状腺扁平上皮癌の治療経験 
 石田　正幸（富山大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 243 ゲフィチニブ投与中に甲状腺癌に対して甲状腺全摘を施行した一例 
 新川智佳子（山形市立病院済生館耳鼻いんこう科） 

 244 免疫チェックポイント阻害薬不応直後に放射線治療が奏功した鼻腔メラノーマ症例 
 太田　一郎（奈良県立医科大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 245 Ipilimumab 投与後に重篤な皮膚障害を来たした鼻副鼻腔悪性黒色腫の一例 
 吉村佳奈子（京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 246 中心静脈ポート関連合併症とCetuximab 投与の関係 
 末吉慎太郎（久留米大学医学部耳鼻咽喉科頭頚部外科学講座） 



 〈第 3会場〉 

 第 41 群　頸部 5 10 : 20～11 : 20 

 座長 :  倉富勇一郎（佐賀大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
瓜生　英興（国立病院機構九州医療センター耳鼻咽喉科頭頸部腫瘍センター） 

 247 胸骨切開を要した頸胸境界領域疾患の 3例 
 松山　　洋（新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 248 口腔・咽喉頭癌に対する健側予防的頸部郭清術の必要性についての検討 
 山本　浩孝（京都大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 249 咽頭神経叢温存ルビエールリンパ節郭清術 
 吉田　尚生（大阪赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 250 当院における内視鏡補助下頸部郭清術の経験 
 浅田　行紀（宮城県立がんセンター　頭頸部外科） 

 251 頸部郭清術における副神経僧帽筋枝の分岐部位に関する検討 
 坂本　耕二（済生会宇都宮病院） 

 252 当科における頭頸部癌術後瘻孔に対する陰圧閉鎖療法の使用経験 
 牧田　春菜（金沢大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 3会場〉 

 第 42 群　頸部 6 11 : 20～12 : 20 

 座長 :  安里　　亮（京都医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
横山　純吉（江戸川病院頭頸部外科） 

 253 当センターにおける頭頸部腺様嚢胞癌症例の検討 
 安藤いづみ（昭和大学　頭頸部腫瘍センター／昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座） 

 254 当科における頭頸部非扁平上皮癌（腺系癌）症例の臨床的検討 
 打田　義則（福岡大学医学部耳鼻咽喉科） 

 255 術中迅速病理診断により診断可能であった咽頭後間隙原発高分化型脂肪肉腫の 1例  
 池田　雅一（国立がん研究センター東病院　頭頸部外科） 

 256 後期高齢者に発症した甲状舌管癌の 1例 
 栢野　香里（京都中部総合医療センター　耳鼻咽喉科） 

 257 血管腫と鑑別を要した巨大乳児線維肉腫の一例 
 吉澤　宏一（京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 



 258 難渋する気道確保に前酸素化が有用であった頸部膿瘍を合併した喉頭癌の 1例 
 宮崎　拓也（小倉記念病院／倉敷中央病院） 

 〈第 4会場〉 

 第 43 群　甲状腺 3 10 : 00～11 : 00 

 座長 :  庄司　和彦（天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科）
真栄田裕行（琉球大学耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 259 甲状腺・副甲状腺術後出血症例の検討
 村上　　怜（京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科気管食道外科） 

 260 当科で外科治療を行った甲状腺癌の検討 
 竹内　頌子（産業医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 261 当科における甲状腺分化癌頸部リンパ節転移症例の検討 
 溝上　晴恵（金沢大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 262 甲状腺乳頭癌Ex2 症例の検討
 千代延　和貴（三重大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 263 バセドウ病に対する甲状腺全摘/亜全摘症例の検討 
 木谷　卓史（愛媛大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頚部外科） 

 264 甲状腺癌に対する甲状腺全摘術後の副甲状腺機能の検討
 大月　直樹（神戸大学　医学研究科　耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野） 

 〈第 4会場〉 

 第 44 群　甲状腺 4 11 : 00～12 : 20 

 座長 :  上村　裕和（奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
濱　　孝憲（東京慈恵医科大学耳鼻咽喉科） 

 265 当科における多発性内分泌腫瘍症の治療 
 小出　悠介（愛知県がんセンター中央病院　頭頸部外科） 

 266 扁平上皮化生を示した再発甲状腺乳頭癌 
 樽谷　貴之（広島大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 267 甲状腺全摘後に甲状腺機能亢進症を呈した甲状腺乳頭癌骨転移の一例
 小黒　美樹（中東遠総合医療センター　耳鼻咽喉科） 

 268 根治切除不能と診断した甲状腺癌で、結果的に TKI 治療後に救済手術を施行した症例 
 三宅　成智（鳥取大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 



 269 甲状腺髄様癌の 3例
 岡崎　慎一（日本海総合病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 270 縦隔甲状腺腫瘍 4例の臨床的検討 
 大久保淳一（産業医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 271 両側耳介軟骨を用い開窓部を閉鎖した甲状腺癌輪状軟骨・気管合併切除例 
 中村　　哲（三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 272 当科で施行したPEIT 症例の検討 
 川上　　理（加賀市医療センター耳鼻咽喉科） 

 〈第 4会場〉 

 第 45 群　再建・支持療法 13 : 30～14 : 20 

 座長 :  鬼塚　哲郎（静岡県立静岡がんセンター頭頸部外科） 

 273 頭頸部癌 ERASプログラムによる抗炎症・免疫能保持効果の検討（好中球・リンパ球比、
NLRの解析） 
 今井　隆之（宮城県立がんセンター　頭頸部外科） 

 274 頭頚部癌における予後予測因子としての炎症・栄養マーカーの検討 
 寺澤　耕祐（岐阜大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 275 当科における植え込み型ポート作成の現状 
 仲江川雄太（福島県立医科大学　耳鼻咽喉科学講座） 

 276 頭頸部癌手術における大胸筋皮弁の位置づけ～遊離皮弁による再建が主流の時代で～ 
 大峡　慎一（順天堂大学医学部附属順天堂医院　耳鼻咽喉・頭頸科） 

 277 頭頸部遊離組織移植手術症例における術後譫妄発症の危険因子についての検討 
 小村　　豪（国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科） 

 〈第 4会場〉 

 第 46 群　気管 14 : 20～15 : 30 

 座長 :  齋藤康一郎（杏林大学耳鼻咽喉科）
鈴木　真輔（秋田大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 278 Hybrid 法による経皮的気管切開術施行例の検討 
 八木　建樹（手稲渓仁会病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 279 長期挿管に対する気管切開術　～どこまで説明しますか？～ 
 菊地　俊晶（JCHO仙台病院　耳鼻咽喉科） 



 280 気管皮膚瘻造設後の気管内チューブ長期留置例 
 直井　勇人（姫路赤十字病院　耳鼻咽喉科） 

 281 気道狭窄を呈した迷走神経食道枝由来の神経鞘腫の 1例 
 松本　吉史（国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科） 

 282 気管原発NUT carcinoma に対し、縦隔気管孔作成術を施行した一例 
 赤松　摩紀（国立がん研究センター　中央病院　頭頸部外科） 

 283 ボイスプロテーゼ抜去後の大きな難治性食道気管瘻に対するDP皮弁を用いた 2期的閉
鎖術 
 佐々木慶太（千葉県がんセンター　頭頸科） 

 284 プロボックス抜去後の気管空腸瘻閉鎖に難渋した 1例 
 首藤　洋行（佐賀大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 5会場〉 

 第 47 群　頭蓋底  8 : 55～10 : 25 

 座長 :  花澤　豊行（千葉大学耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）
松浦　一登（宮城県立がんセンター頭頸部外科） 

 285 集学的療法が奏功した頭蓋内進展を伴う篩骨洞類基底細胞扁平上皮癌の 1例 
 井伊里恵子（筑波大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 286 当科での副鼻腔悪性腫瘍に対する前頭蓋底手術の検討 
 山本　佳史（大阪急性期総合医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 287 デュラウェーブを用いて頭蓋底再建した嗅神経芽細胞腫の 1例 
 浦口　健介（高知医療センター） 

 288 蝶形洞髄膜脳瘤を伴う鼻性髄液漏の 1例 
 荒井　康裕（横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 289 当科における頭蓋底手術の切除および断端評価の工夫 
 小林　謙也（国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科） 

 290 外耳道癌手術症例における側頭骨切除部処理について 
 堤　　　剛（東京医科歯科大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 291 当科で施行した側頭頭蓋底手術の検討 
 茂木　雅臣（東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科） 

 292 内視鏡下経鼻摘出術を施行した側頭下窩三叉神経鞘腫の 2例 
 波多野　孝（横浜市立大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 293 聴神経腫瘍手術における経迷路法の利点 
 濱田　昌史（東海大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 〈第 5会場〉 

 第 48 群　鼻・副鼻腔 5 10 : 25～11 : 25 

 座長 :  片桐　克則（岩手医科大学頭頸部外科）
竹野　幸夫（広島大学耳鼻咽喉科学・頭頸部外科） 

 294 当科における鼻腔腫瘍に対する Trans-septal Access with Crossing Multiple Incisions
（TACMI）の経験 
 寺西　裕一（大阪市立大学　大学院　医学研究科　耳鼻咽喉病態学） 

 295 上顎悪性腫瘍に対する内視鏡支援下上顎骨部分切除術の試み 
 平野　　隆（大分大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 296 化学放射線療法が著効した p16 陽性の上顎洞扁平上皮癌（T4aN2c） の 1例 
 岡村　誠司（佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 297 内視鏡下で摘出し得た左鼻腔 verrucous carcinoma の 1例 
 山田　智史（藤枝市立総合病院　耳鼻咽喉科） 

 298 Endoscopic Denker’s 法と TACMI 法を用いて一塊摘出した鼻涙管内進展を疑う鼻腔癌
の一例 
 三浦　拓也（東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科） 

 299 切除前の術中迅速病理margin study の必要性を示した鼻腔未分化癌例 
 小林　正佳（三重大学　大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 5会場〉 

 第 49 群　咽頭 3 11 : 25～12 : 25 

 座長 :  室野　重之（福島県立医科大学耳鼻咽喉科）
家根　且有（近畿大学奈良病院耳鼻咽喉科） 

 300 過去 8年間の当科における中咽頭癌症例の検討 
 山田　俊樹（秋田大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科） 

 301 当科における中咽頭癌の治療成績の検討 
 小林　徹郎（福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座） 

 302 当科における中咽頭癌症例の新病期分類による検討 
 野田　大介（山形大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座） 



 303 当院における中咽頭癌症例の検討 
 小柴　康利（国立病院機構　仙台医療センター　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 304 P16 陽性中咽頭癌の頚部リンパ節転移に関する検討 
 古川　昌吾（大阪医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科教室） 

 305 p16 陽性中咽頭癌の疫学的特徴 
 石田　英一（ 東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科／

国立病院機構仙台医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 6会場〉 

 第 50 群　耳・側頭骨 2  8 : 55～ 9 : 55 

 座長 :  小島　博己（東京慈恵医科大学耳鼻咽喉科）
佐藤　宏昭（岩手医科大学耳鼻咽喉科） 

 306 当院における耳小骨奇形手術症例の検討 
 桑原亜優美（福井大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 307 CSF gusher2 症例に対する FORM電極の使用経験 
 平海　晴一（岩手医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 308 TEES における外耳道切開・剥離器具の比較 
 高橋　昌寛（東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室） 

 309 経外耳道的内視鏡下耳科手術を行った中耳腺腫症例 
 松井　祐興（山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座） 

 310 耳科手術に対する術中ナビゲーションシステムの使用経験 
 原　　　稔（長崎大学病院耳鼻咽喉科） 

 311 有茎側頭筋膜組織弁が有用であった乳様突起膿瘍の 1例 
 本多　伸光（愛媛県立中央病院　耳鼻咽喉科・頭頚部外科） 

 〈第 6会場〉 

 第 51 群　耳・側頭骨 3 9 : 55～10 : 55 

 座長 :  伊藤　　吏（山形大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
阪上　雅史（兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 312 両側耳管咽頭口結紮術を施行した 1例 
 平井　良治（日本大学医学部耳鼻咽喉科／末広町ヒライ耳鼻咽喉科） 

 313 耳小骨周囲の骨増生・化骨により伝音難聴をきたした 2例 
 新村　大地（聖隷横浜病院） 



 314 鼓膜所見からの診断が間違えたり、難しかった真珠腫症例の検討 
 松井　和夫（聖隷横浜病院　耳鼻咽喉科） 

 315 当科における耳硬化症に対するアブミ骨手術症例の検討 
 梶原　　啓（宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室） 

 316 右 4 回左 3回アブミ骨手術を行った先天性アブミ骨固着症例の術後経過 
 阪上　雅史（兵庫医大耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 317 アブミ骨手術が有効であった変容性骨異形成症（TRPV4 異常症）の一例
 本蔵　陽平（東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 〈第 6会場〉 

 第 52 群　耳・側頭骨 4 10 : 55～11 : 55 

 座長 :  柿木　章伸（神戸大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
曾根三千彦（名古屋大学耳鼻咽喉科） 

 318 側頭骨内顔面神経鞘腫のマネジメントと手術療法 
 山田武千代（秋田大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 319 局所進行外耳道腺様嚢胞癌に対して顔面神経移植を伴う拡大手術を行った 2例 
 杉本　寿史（金沢大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 320 外耳道腺様嚢胞癌 6症例の検討 
 望月　大極（浜松医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 321 外耳道筋上皮癌の 1例 
 小山　　一（近畿大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科） 

 322 当科で経験した中耳カルチノイド腫瘍症例 
 山本　　光（東海大学　医学部　付属八王子病院　耳鼻咽喉科） 

 323 当院における外耳道癌症例の検討 
 金子　昌行（山形県立新庄病院　耳鼻咽喉科） 

 〈第 7会場〉 

 第 53 群　唾液腺 5  8 : 55～ 9 : 55 

 座長 :  堀井　　新（新潟大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
松塚　　崇（福島県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 324 心転移を来した耳下腺粘表皮癌、Mucoepidermoid carcinoma of parotid gland with 
pericardial metastasis 
 岸田　拓磨（東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野） 



 325 当科における耳下腺粘表皮癌 49例の検討 
 東野　正明（大阪医科大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 326 唾液腺導管癌（SDC）7症例の検討 
 小柴　　茂（札幌禎心会病院　頭頸科） 

 327 当科における唾液腺導管癌の検討 
 安慶名信也（琉球大学附属病院　耳鼻咽喉頭頸部外科） 

 328 耳下腺原発の基底細胞腺癌の 1例 
 西原美沙子（近畿大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 329 リンパ上皮がんの 1例─当科における耳下腺癌症例　最近 10年間の病理頻度の変化─
 平岡　政信（和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 7会場〉 

 第 54 群　唾液腺 6  9 : 55～10 : 45 

 座長 :  多田雄一郎（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター） 

 330 若年発症の嚢胞性耳下腺腫瘤として認められた分泌癌の 1例 
 長野源太郎（東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 331 当院における耳下腺分泌癌症例について 
 川崎　泰士（静岡赤十字病院耳鼻咽喉科） 

 332 耳下腺腺房細胞癌と診断されていた乳腺相似分泌癌（MASC）症例の検討 
 寺田　哲也（大阪医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 333 耳下腺原発乳腺相似分泌癌の 2例 
 森山　宗仁（大分大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 334 顎下腺分泌癌の 1例 
 河野　通久（北見赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科） 

 〈第 7会場〉 

 第 55 群　小児・再発腫瘍・転移腫瘍・重複癌 10 : 45～11 : 35 

 座長 :  星川　広史（香川大学耳鼻咽喉科） 

 335 当院における小児頭頸部悪性腫瘍に対する外科治療の現状について 
 丸尾　貴志（名古屋大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科） 

 336 頭頚部癌の一次治療後に遠隔転移を来した症例の検討 
 奥田　　匠（宮崎大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 



 337 初診時遠隔転移例における中下咽頭喉頭癌に対する局所根治治療の検討 
 青井　二郎（高知大学　医学部　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 338 当科における同時性重複癌の検討 
 福田裕次郎（川崎医科大学　耳鼻咽喉科学） 

 339 当院における頭頸部癌治療後再発症例に関する検討 
 鬼頭　良輔（信州大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 〈第 7会場〉 

 第 56 群　副咽頭間隙 11 : 35～12 : 25 

 座長 :  大越　　明（東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）
嶋根　俊和（昭和大学頭頸部腫瘍センター） 

 340 ナビゲーションシステム下にNBI を併用し内視鏡下経口腔的被膜間摘出術を行った副咽
頭間隙神経鞘腫症例 
 山本　圭佑（札幌医科大学　耳鼻咽喉科学講座） 

 341 被膜間摘出術を施行した副咽頭間隙神経鞘腫の検討 
 嶋根　俊和（昭和大学　頭頸部腫瘍センター） 

 342 Facelift incision を用いた、副咽頭間隙腫瘍摘出術の経験 
 松浦賢太郎（ 東邦大学　医療センター　大森病院　耳鼻咽喉科／

医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　耳鼻咽喉科） 

 343 副咽頭間隙に発生した円柱上皮性乳頭腫の一例 
 大氣　大和（横浜市立大学附属市民総合医療センター　耳鼻咽喉科） 

 344 胸鎖乳突筋内を進展した頸部膿瘍の 1例 
 中山　　潤（東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室） 

 〈第 7会場〉 

 第 57 群　鼻・副鼻腔 6 13 : 30～14 : 30 

 座長 :  小林　正佳（三重大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
和田　弘太（東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科） 

 345 蝶形洞内に生じた右内頚動脈海綿静脈洞部巨大動脈瘤の一例 
 内尾　紀彦（東京慈恵会医科大学付属病院） 

 346 頭頸部に発生した孤立性線維性腫瘍の検討 
 原　　大貴（九州大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頚部外科） 



 347 術後性蝶形骨洞嚢胞による動眼神経麻痺症例 
 石神　瑛亮（三重大学大学院　医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 348 前頭洞癌に対して前頭蓋底手術を施行した一例 
 六郷　正博（東北大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 349 鼻中隔に発生した腺様嚢胞癌の一症例 
 小澤泰次郎（豊橋市民病院　耳鼻咽喉科） 

 350 鼻中隔に生じた平滑筋肉腫の一例 
 野口　直哉（東北医科薬科大学　耳鼻咽喉科） 

 〈第 7会場〉 

 第 58 群　鼻・副鼻腔 7 14 : 30～15 : 30 

 座長 :  三谷　浩樹（がん研有明病院　頭頸科）
山田武千代（秋田大学耳鼻咽喉科） 

 351 上顎洞に発生した分類不能型低悪性度肉腫例 
 須藤　智之（滋賀医科大学） 

 352 病理診断が困難であった上顎洞原発の粘液腫の一例 
 森　　彩加（長崎大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 353 上顎洞原発 “Human papilloma virus-related carcinoma with adenoid cystic-like fea-
tures” の 1 例 
 千田　邦明（山形大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 354 当科で経験した鼻副鼻腔奇形癌肉腫の 4例について 
 新見　理恵（国立病院機構　千葉医療センター　耳鼻咽喉科） 

 355 当科における鼻副鼻腔悪性黒色腫症例治療成績の検討 
 対馬那由多（北海道大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野） 

 356 当科における頭頸部悪性黒色腫の検討 
 篠田裕一朗（大阪国際がんセンター　頭頸部外科） 

 〈第 8会場〉 

 第 59 群　内視鏡  9 : 00～10 : 00 

 座長 :  冨藤　雅之（防衛医科大学校耳鼻咽喉科）
原渕　保明（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 357 当科における唾液腺内視鏡を用いた唾石摘出の経験 
 寺田　聡広（名古屋第一赤十字病院） 



 358 当科での内視鏡補助下甲状腺手術の検討 
 能田　拓也（金沢医科大学　頭頸部甲状腺外科） 

 359 下咽頭表在癌ELPS後の後発頸部リンパ節転移の検討 
 佐藤　宏樹（東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野） 

 360 微小血管評価に基づく咽喉頭表在癌の深達度診断 
 江口紘太郎（ 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／

東京医科歯科大学　大学院臨床解剖学分野） 

 361 中下咽頭癌に対する経口的内視鏡手術の検討 
 小栗　恵介（名古屋市立大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 362 当科における咽喉頭がん患者に対する経口的切除術の検討 
 深澤　雅彦（国立がん研究センター中央病院　頭頸部外科） 

 〈第 8会場〉 

 第 60 群　化学放射線療法 3 10 : 15～11 : 15 

 座長 :  岩井　　大（関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
藤井　正人（永寿総合病院耳鼻咽喉科） 

 363 頭頸部癌治療における血管アクセスデバイス選択 : 上腕ポートの初期経験 
 正道　隆介（新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 364 頭頸部癌治療における血管アクセスデバイス選択 : 末梢挿入型中心静脈カテーテルの合
併症 
 高橋　優人（新潟大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 365 頭頸部癌化学療法における末梢挿入型中心静脈カテーテル留置の検討 
 佐藤　遼介（旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座） 

 366 化学放射線治療における有害事象と化学療法の認容性に関する検討 
 大熊　雄介（千葉県がんセンター　頭頸科） 

 367 頭頚部癌に対するシスプラチン併用放射線化学療法の忍容性についての検討 
 内　龍太郎（九州大学　医学研究院耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

 368 シスプラチン併用CCRTにおける好中球減少のリスク因子に関する検討
 大熊　雄介（千葉県がんセンター　頭頸科） 



 〈第 8会場〉 

 第 61 群　化学放射線療法 4 11 : 15～12 : 15 

 座長 :  今西　順久（川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科）
小川　徹也（愛知医科大学耳鼻咽喉科） 

 369 当科における進行中咽頭癌に対する動注化学療法併用放射線療法による治療成績 
 工藤　直美（弘前大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科学講座） 

 370 喉頭全摘を要する声門上および下咽頭癌に対する化学放射線療法の治療成績 
 松本　　健（大阪国際がんセンター　頭頸部外科） 

 371 当センターにおける頭頸部扁平上皮癌死亡症例の検討 
 池田賢一郎（昭和大学　頭頸部腫瘍センター／昭和大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座） 

 372 新潟県におけるセツキシマブ併用放射線治療の治療成績 
 高橋　剛史（新潟県立がんセンター新潟病院　頭頸部外科） 

 373 当院における再発・転移性頭頸部扁平上皮癌に対する EXTREMEレジメンを用いた治療
について 
 佐野　大佑（横浜市立大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 374 神奈川県における喉頭癌声門型 T2N0M0症例に対するS-1 併用放射線療法の効果につい
ての検討 
 田辺　輝彦（横浜市立大学附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 〈第 8会場〉 

 第 62 群　咽頭 4 13 : 30～14 : 30 

 座長 :  浅田　行紀（宮城県立がんセンター頭頸部外科）
門田　伸也（四国がんセンター頭頸科・甲状腺腫瘍科） 

 375 中咽頭癌におけるPD-L1 の発現と腫瘍浸潤リンパ球およびHPV感染と予後との関係 
 佐藤　文彦（久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座） 

 376 中咽頭癌の頸部リンパ節転移サイズと節外浸潤（ENE）の関係 
 山田　雅人（埼玉県立がんセンター　頭頸部外科） 

 377 中咽頭癌リンパ節転移を疑ったMTX関連リンパ増殖性疾患の一例 
 堀　　秀成（京都大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 378 中咽頭癌における血液学的炎症および栄養指標の予後予測能の検討 
 井口　聖名（川崎市立川崎病院　耳鼻咽喉科） 

 379 舌根表在癌に対するELPS治療例の検討 
 谷口　雅信（恵佑会札幌病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 



 380 転移性腫瘍が疑われた中咽頭形質細胞腫の 1例 
 能田　淳平（高松赤十字病院　耳鼻いんこう科） 

 〈第 8会場〉 

 第 63 群　咽頭 5 14 : 30～15 : 40 

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

 381 放射線誘発がんと考えられた咽頭血管肉腫の一例 
 久田　真弓（NTT東日本関東病院　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 382 口蓋粘骨膜弁にて軟口蓋の再建を行った中咽頭癌手術症例の検討 
 佐藤　　大（杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室） 

 383 舌根部癌に対する TOVSと頸部郭清術　─舌動脈結紮の要否について─ 
 大上　研二（東海大学　医学部　耳鼻咽喉科） 

 384 咽頭側壁癌に対する経口腔的切除手術と軟口蓋・鼻咽腔形態変化 
 那須　　隆（山形市立病院済生館　耳鼻いんこう科） 

 385 頬筋粘膜弁・頬部脂肪体弁による再建を行った中咽頭上壁癌の 1例 
 籾山　香保（北里大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

 386 中咽頭癌化学放射線療法施行後に繰り返す失神発作に対してペースメーカー植え込み術
を施行した一例 
 長谷川翔一（産業医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科） 

 387 下咽頭に発生した癌肉腫の一例 
 井田　翔太（群馬大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 
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