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1日目　9月3日（木）

第1会場（5階鳳凰）

耳鼻咽喉科領域講習（1）	 14：00～15：00
司会：大森　孝一（京都大学大学院医学研究科・医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

	耳鼻咽喉科領域講習（1）-1	 頭頸部癌手術の新展開　ー up-to-dateロボット支援手術ー
清水　　顕 東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	耳鼻咽喉科領域講習（1）-2	 頭頸部癌手術の新展開　ー喉頭癌に対する低侵襲手術ー
中山　明仁 横浜市立大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

耳鼻咽喉科領域講習（2）	 15：20～16：20
司会：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）

	耳鼻咽喉科領域講習（2）-1	 対応に悩む喉頭疾患　ー慢性咳嗽ー
鈴木　猛司 千葉大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

 

	耳鼻咽喉科領域講習（2）-2	 対応に悩む喉頭疾患　ー両側声帯運動障害ー
松島　康二 東邦大学医療センター大森病院　耳鼻咽喉科
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第2会場（4階翡翠）

第1群：音声障害（1）	 8：30～9：00
座長：原　浩貴（川崎医科大学　耳鼻咽喉科学教室）

	O-1-1	 演題取り下げ

 

	O-1-2	 職業歌手における声帯粘膜隆起性病変-性別と歌唱ジャンルによる垂直方向部位の検討-
廣崎　真柚 国際医療福祉大学東京ボイスセンター

 

	O-1-3	 Intensive	voice	therapyの取り組み
金子　真美 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-1-4	 演題取り下げ

 

	O-1-6	 声帯振動様式の研究を阻む声区概念の混乱：体壁振動を考える。
斉田　晴仁 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

 

	O-1-7	 演題取り下げ

 

第2群：音声障害（2）	 9：30～10：00
座長：兵頭　政光（高知大学医学部　耳鼻咽喉科学教室）

	O-2-1	 演題取り下げ

 

	O-2-2	 名古屋市立大学病院における痙攣性発声障害患者の解析
江崎　伸一 名古屋市立大学大学院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

 

	O-2-3	 演題取り下げ

 

	O-2-4	 臨床試験用チタンブリッジの羽根部破損調査
讃岐　徹治 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-2-5	 本態性音声振戦症例の文章音読における発話速度の分析
前川　圭子 神戸市立医療センター中央市民病院　耳鼻咽喉科

 

臨床パネル	 10：20～10：40
司会：松浦　一登（国立がんセンター東病院　頭頸部外科）

	 CP	 重度嚥下障害へ耳鼻咽喉科医がすべきこと
津田　豪太 聖隷佐倉市民病院　耳鼻咽喉科／聖隷佐倉市民病院　摂食嚥下センター
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公募シンポジウム1：基礎研究	 10：40～12：00
司会：平野　　滋（京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

	S1-1	 嚥下における動物実験の重要性とその特殊性～特殊内蔵求心性入力から遠心性出力まで～
杉山庸一郎 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 

	S1-2	 ヒト声帯粘膜の組織幹細胞	-その異種性(heterogeneity)と階層性(hierarchy)-
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

 

	S1-3	 硫酸バリウム誤嚥による肺障害における硫酸バリウム濃度の影響
上羽　瑠美 東京大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	S1-4	 幼若ラット嚥下中枢の延髄背側領域における左右相互連絡についての検討
木下　翔太 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 

	S1-5	 高齢者の睡眠中の嚥下・呼吸動態と嚥下性肺炎　
	 	 ー終夜睡眠ポリグラフと嚥下筋電図の同時記録による研究ー

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
 

ランチョンセミナー1	 12：30～13：30
司会：志賀　清人（岩手医科大学医学部　頭頸部外科学科）
共催：MSD株式会社

	 LS1	 頭頸部癌に対する薬物療法の進歩と課題
中島　寅彦 独立行政法人国立病院機構　九州医療センター　耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍センター

 

評議員会	 17：15～18：15

総会・日本喉頭科学会優秀論文賞	授賞式	 18：15～19：00



─ 18 ─

第3会場（4階真珠）

第3群：基礎	 8：30～9：30
                         座長：齋藤康一郎（杏林大学医学部　耳鼻咽喉科学教室）
                                  杉山庸一郎（京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

	O-3-1	 声帯麻痺に伴う筋萎縮への塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）早期投与の効果の検討
後藤多嘉緒 東京大学　医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-3-2	 SMAD3抑制による声帯瘢痕治療におけるリピトイドの比較検討
椋代　茂之 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 

	O-3-3	 ラット声帯創傷治癒に対するエストロゲン作用
小澤　聡美 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科頭頸部外科

 

	O-3-4	 演題取り下げ

 

	O-3-5	 脂肪由来再生細胞（ADRCs）の声帯粘膜再生効果
田中久一郎 久留米大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

 

	O-3-6	 声帯の組織幹細胞の局在と分布　ー新生児声帯の組織幹細胞ー
佐藤　公宣 久留米大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

 

	O-3-7	 演題取り下げ

 

	O-3-8	 熱傷による喉頭組織の変化および機序の検討
佐藤　　拓 東京大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-3-9	 演題取り下げ

 

第4群：気道（1）	 9：50～10：30
座長：牧山　　清（日本大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

	O-4-1	 Ho:YAGレーザーを使用した軟性ファイバーガイド下喉頭腫瘍手術
松崎　洋海 日本大学　医学部　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

 

	O-4-2	 気管内病変を伴う再発性喉頭乳頭腫の治療－2症例の検討
栗田　　卓 久留米大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-4-3	 当科で経験した喉頭・気管狭窄症例の検討
岩田　義弘 藤田医科大学　医学部　耳鼻咽喉科教室

 

	O-4-4	 演題取り下げ

 

	O-4-5	 ICU管理を要する重症小児例における、外科的気道確保方法決定を目的とする
	 	 フローチャート作成の試み

今泉　光雅 福島県立医科大学　医学部　耳鼻咽喉科学講座
 

	O-4-6	 演題取り下げ
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第5群：悪性腫瘍	 10：50～11：30
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）

	O-5-1	 喉頭癌の放射線治後再発に対するサルベージ手術症例の検討
布施　慎也 京都府立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

 

	O-5-2	 当科における進行喉頭癌RT/CRT施行例の予後および救済手術についての検討
宮部　淳二 大阪国際がんセンター　頭頸部外科

 

	O-5-3	 当科における進行喉頭癌救済手術についての検討
林　　計企 大阪国際がんセンター　頭頸部外科

 

	O-5-4	 喉頭温存手術を行った放射線治療後の早期声門癌再発例の検討
渡邊　健一 東北労災病院　耳鼻咽喉科／東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

 

	O-5-5	 演題取り下げ

 

	O-5-6	 演題取り下げ

 

	O-5-7	 演題取り下げ

 

第7群：症例（2）	 11：40～12：00
座長：大上　研二（東海大学医学部　耳鼻咽喉科）

	O-7-1	 神経筋疾患患者への誤嚥防止手術の術式選択：3症例の検討
加藤　光彦 東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科

 

	O-7-2	 演題取り下げ

 

	O-7-3	 演題取り下げ

 

	O-7-4	 緩和ケア目的に局所麻酔下誤嚥防止手術を施行した頭頸部癌患者の2例
小山　美咲 東京大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科／東邦大学医療センター　佐倉病院　耳鼻咽喉科

 

第6群：症例（1）	 14：00～14：50
座長：朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学　頭頸部外科）

	O-6-1	 長期挿管による輪状軟骨変形で生じた声帯運動障害例（3DCTの有用性と内視鏡診断の限界）
斉藤　　雄 東京医科大学病院　耳鼻咽喉科頭頸外科学分野

 

	O-6-2	 bFGF声帯内注入と音声治療により声帯発声を獲得した喉頭軟骨形成不全の一例
許斐　氏元 声とめまいのクリニック　二子玉川耳鼻咽喉科／国際医療福祉大学　山王病院　東京ボイスセンター

 

	O-6-3	 歌唱困難となった甲状腺癌術後の上喉頭神経外枝麻痺症例に対する音声治療が奏効した1例
加藤智絵里 大阪大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-6-4	 外転型痙攣性発声障害に対しA型ボツリヌス毒素製剤を投与し効果を認めなかった3症例
本橋　　玲 東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

 

	O-6-5	 閉経後の浮腫性声帯に対してステロイド声帯内注入を行った1症例
小山内彩夏 東京医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

 

	O-6-6	 演題取り下げ
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第8群：症例（3）	 15：00～15：30
座長：畠山　博充（横浜市立大学　市民総合医療センター　耳鼻咽喉科）

	O-8-1	 演題取り下げ

 

	O-8-2	 演題取り下げ

 

	O-8-3	 経皮的気管切開術後に完全気管閉塞をきたした一例
菅澤　駿一 東京大学　医学部　附属病院

 

	O-8-4	 演題取り下げ

 

	O-8-5	 早産・超低出生体重児の声門下狭窄の一例
鬼島　菜摘 横浜市立大学附属市民総合医療センター　耳鼻咽喉科

 

O-8-6	 喉頭浮腫を来した遺伝性血管性浮腫孤発例の1例
倉上　和也 山形県立中央病院　頭頸部・耳鼻咽喉科

 

第12群：症例（4）・第13群：症例（5）	 16：00～17：00
座長：塩谷　彰浩（防衛医科大学校　耳鼻咽喉科学講座）　　　　　

平林　秀樹（獨協医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

	O-12-1	 演題取り下げ

 

	O-12-2	 演題取り下げ

 

	O-12-3	 輪状軟骨肉腫の1例
緒方　政彦 佐賀大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-12-4	 仮声帯脂肪腫の一例
武山　　慧 東京慈恵会医科大学　耳鼻咽喉科学教室

 

	O-13-1	 演題取り下げ

 

	O-13-2	 水痘・帯状疱疹ウイルスによる喉頭麻痺の5例
鈴木　詩織 旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 

	O-13-3	 演題取り下げ

 

	O-13-4	 精神科通院により喉頭肉芽腫が改善した1例
岡本　幸美 PL病院耳鼻咽喉科、大阪市立大学　大学院医学研究科　耳鼻咽喉病態学

 

	O-13-5	 喉頭結核の2症例
渡邉　　格 杏林大学　耳鼻咽喉科学教室

 

	O-13-6	 演題取り下げ

	P-3-5	 最近当科で経験した喉頭（小）嚢嚢胞の2症例
楠　　威志 順天堂大学医学部付属静岡病院　耳鼻咽喉科

 


