
第26回日本喉頭科学会総会・学術講演会　日程表　第1日目　3月6日（木）

9:00～10:00

第1群：音声障害
（１～６）

座長：小宮山荘太郎
　塩谷彰浩

10:00～11:30

シンポジウム　臨床
『痙攣性発声障害の診断と治療』

讃岐徹治、喜友名朝則
熊田政信、溝口兼司　
本橋　玲、石毛美代子

司会：湯本英二　
　　　渡嘉敷亮二

11:30～12:30

ビデオセッション
【How I do it】①

「悪性腫瘍・嚥下・その他」
座長：岸本誠司
　　　小宗静男

12:30～13:30

ランチョンセミナーⅠ
『明日の診療に役立つOD錠の臨床的機能性に関する豆知識』

演者：並木徳之
座長：折舘伸彦

共催：杏林製薬株式会社
13:30～14:00

総会

14:00～15:00

第2群：音声検査
（7～12）

座長：岡本牧人
　　　古川政樹

15:00～16:00
ビデオセッション
【How I do it】②

「音声」
座長：福田宏之
　　　平林秀樹

16:00～17:00
ビデオセッション
【How I do it】③
「声帯麻痺手術」
座長：梅﨑俊郎
　　　土師知行

17:00～18:00

第3群：嚥下評価
（13～18）

座長：兵頭政光
　　　津田豪太

18:40～20:10

懇親会

11:30～12:30

第5群：声帯麻痺
（25～30）

座長：福田　諭
　　　梅野博仁

12:30～13:30

ランチョンセミナーⅡ
『喉頭領域におけるコーンビームCTの有用性を考える ～試用経験をもとに～』

演者：齋藤康一郎、矢部はる奈
座長：久　育男

共催：株式会社モリタ製作所

12:30～13:20

評議員会

14:00～15:00

第6群：基礎1
（31～36）

座長：藤枝重治
　　　片田彰博

15:00～16:00

第7群：炎症
（37～42）

座長：伊藤壽一
　　　村上信五

16:00～17:00

第8群：基礎2
（43～48）

座長：黒野祐一
　　　小川徹也

17:00～18:30

教育パネル
『診断困難な喉頭疾患の取り扱い』

高野真吾、安達一雄
片岡英幸、原　浩貴
小野剛治　　　　　

司会：中島　格
　　　田山二朗

9:00～10:00

第4群：悪性腫瘍
（19～24）

座長：北野博也
　　　山下裕司

ポスター貼付
（8:00～）

ポスター閲覧
（18:30まで）

8:55　　　　　　　　　開会式
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第1会場
天妃の間

第2会場
龍宮の間

ポスター会場
守禮の間・胡蝶の間

別館3階
てぃーだ



第26回日本喉頭科学会総会・学術講演会　日程表　第2日目　3月7日（金）

8:30~9:00

第9群：喉頭機能性疾患
（49～51）

座長：小林武夫

8:30~9:00

第14群：声帯内注入
（76～78）

座長：小川　郁
9:00~10:00

第10群：音声手術
（52～57）

座長：新美成二
　　　平野　滋

11:30～12:30

教育講演
『病態からみた音声障害の診断と治療
～声帯所見に乏しい音声障害をどう 

取り扱うか～』

演者：佐藤公則
座長：大森孝一

8:30~9:00

第9群　一般演題
「喉頭機能性疾患」

（49～51）
座長：小林　武夫

8:30~9:00

第9群　一般演題
「喉頭機能性疾患」

（49～51）
座長：小林　武夫

8:30~9:00

第9群　一般演題
「喉頭機能性疾患」

（49～51）
座長：小林　武夫

8:30~9:00

第9群　一般演題
「喉頭機能性疾患」

（49～51）
座長：小林　武夫

8:30~9:00

第9群　一般演題
「喉頭機能性疾患」

（49～51）
座長：小林　武夫

12:30～13:30

ランチョンセミナーⅢ
『分子標的薬を用いた 

頭頸部がん治療の現状と展望』
演者：中島寅彦
座長：丹生健一

共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社
　　　メルクセローノ株式会社
13:30～14:30

第11群：基礎3
（58～63）

座長：原渕保明
　　　金澤丈治

13:30～14:30

第17群：喉頭癌
（91～96）

座長：加藤孝邦
　　　甲能直幸

13:30～13:51
P1群：癌①
（P-1～3）

座長：氷見徹夫

13:30～13:51
P5群：癌⑤

（P-14～16）
座長：將積日出夫

14:19～14:40
P11群：小児
（P-34～36）
座長：暁　清文 14:33～15:08

P15群：喉頭蓋
（P-49～53）
座長：東野哲也
　　　中山明仁

13:51～14:12
P2群：癌②
（P-4～6）

座長：竹内万彦

13:51～14:12
P6群：癌⑥

（P-17～19）
座長：片岡英幸

13:58～14:19
P10群：自己免疫疾患

（P-31～33）
座長：鹿野真人

14:05～14:33
P14群：アレルギー・炎症

（P-45～48）
座長：森　　望
　　　平川勝洋

14:12～14:33
P3群：癌③
（P-7～9）

座長：鈴木賢二

14:12～14:33
P7群：癌⑦

（P-20～22）
座長：飯田政弘

14:40～15:01
P12群：音声
（P-37～39）
座長：鈴木　衞

14:33～15:01

P4群：癌④
（P-10～13）
座長：鈴木正志

14:33～15:01
P8群： 

良性腫瘍・その他
（P-23～26）
座長：肥塚　泉

14:30～15:30

第12群：嚥下
（64～69）

座長：峯田周幸
　　　河田　了

14:30～15:30

第18群：気道狭窄
（97～102）

座長：岡本美孝
　　　森　一功

15:30～16:30

第13群：症例
（70～75）

座長：田邉正博
　　　大上研二

16:30　　　　　閉会式

15:30～16:30

第19群：気管
（103～108）

座長：清水猛史　
　　　倉富勇一郎

10:00～11:30

シンポジウム　基礎
『喉頭疾患とヒト乳頭腫ウイルス』

栗田　卓　
真栄田裕行
齋藤康一郎
室野重之　

司会：猪原秀典
　　　吉崎智一

9:00~10:00

第15群：癌・その他
（79～84）

座長：佐藤宏昭
　　　枝松秀雄

11:30～12:30

第16群：アレルギー
（85～90）

座長：内藤健晴
　　　池田勝久

13:30～13:58
P9群：嚥下

（P-27～30）
座長：鈴木真輔

13:30～14:05

Ｐ13群：喉頭麻痺
（P-40～44）
座長：三浦　誠
　　　田村悦代

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

第1会場
天妃の間

第2会場
龍宮の間

ポスター会場
守禮の間・胡蝶の間



第26回日本喉頭科学会総会・学術講演会　プログラム

1. 評議員会 3月6日（木）12:30～13:20 
別館3階［てぃーだ］  　　　

2. シンポジウム　臨床 3月6日（木）10:00～11:30 
第1会場［天妃の間］  　　　

『痙攣性発声障害の診断と治療』

　　　　司会：湯本　英二（熊本大学）　　　　　　

　　　　　　　渡嘉敷亮二（新宿ボイスクリニック）

シンポジスト：讃岐　徹治（熊本大学）

　　　　　　　喜友名朝則（琉球大学）

　　　　　　　熊田　政信（耳鼻咽喉科クマダ・クリニック）

　　　　　　　溝口　兼司（北海道大学）

　　　　　　　本橋　　玲（東京医科大学）

　　　　　　　石毛美代子（帝京大学）

3. シンポジウム　基礎 3月7日（金）10:00～11:30 
第1会場［天妃の間］  　　　

『喉頭疾患とヒト乳頭腫ウイルス』

　　　　司会：猪原　秀典（大阪大学）

　　　　　　　吉崎　智一（金沢大学）

シンポジスト：栗田　　卓（久留米大学）

　　　　　　　真栄田裕行（琉球大学）

　　　　　　　齋藤康一郎（慶應義塾大学）

　　　　　　　室野　重之（金沢大学）



4. 教育パネル 3月6日（木）17:00～18:30 
第2会場［龍宮の間］  　　　

『診断困難な喉頭疾患の取り扱い』

司会：中島　　格（久留米大学）

　　　田山　二朗（国立国際医療研究センター）

演者：高野　真吾（国立国際医療研究センター）

　　　安達　一雄（九州大学）

　　　片岡　英幸（鳥取大学）

　　　原　　浩貴（山口大学）

　　　小野　剛治（久留米大学）

5. 教育講演 3月7日（金）11:30～12:30 
第1会場［天妃の間］  　　　

『�病態からみた音声障害の診断と治療��
～声帯所見に乏しい音声障害をどう取り扱うか～』

座長：大森　孝一（福島県立医科大学）

演者：佐藤　公則（久留米大学）



第1日目　3月6日（木）

第1会場　［天妃の間］

第1群：音声障害 9:00～10:00

座長：小宮山荘太郎（九州大学）　　 
塩谷　彰浩（防衛医科大学校）

1 当科における声帯ポリープ、ポリープ様声帯、一側喉頭麻痺の治療成績
池上　　聰 静岡市立静岡病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2 成人喉頭乳頭腫手術症例における術前・術後の音声評価について
加藤　貴重 愛知医科大学病院

3 終末期患者の一側声帯麻痺に対する治療の経験
鈴木　真輔 秋田大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

4 甲状腺術後の高音発声障害の検討
齋藤　　幹 神戸大学 医学部 附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 

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

5 甲状腺全摘術後10年経過した高音発声障害に対して音声治療が有効であった一例
中川　絵美 神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部

6 甲状腺癌手術における反回神経即時再建術後の音声の継時的変化
岩城　　忍 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

シンポジウム　臨床　『痙攣性発声障害の診断と治療』 10:00～11:30

司会：湯本　英二（熊本大学）　　　　　　 
渡嘉敷亮二（新宿ボイスクリニック）

痙攣性発声障害の診断
讃岐　徹治 熊本大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

痙攣性発声障害の病因 ～functional MRIを用いた喉頭調節に関する中枢神経系の研究～
喜友名朝則 琉球大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

痙攣性発声障害の治療－Botulinum Toxin注入術－
熊田　政信 耳鼻咽喉科クマダ・クリニック

内転型痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術Ⅱ型
溝口　兼司 北海道大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

甲状披裂筋切除術（Thyroarytenoid muscle myectomy）
本橋　　玲 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

痙攣性発声障害に対する音声治療の役割
石毛美代子 帝京大学 ちば総合医療センター耳鼻咽喉科



ビデオセッション【How I do it】①：悪性腫瘍・嚥下・その他 11:30～12:30

座長：岸本　誠司（東京医科歯科大学） 
小宗　静男（九州大学）　　　　

V-1 超音波を利用した声帯運動の評価
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

V-2 耳鼻咽喉科診療所における嚥下障害例への実践的対応法
西山耕一郎 西山耳鼻咽喉科医院

V-3 簡易かつ即時効果のある嚥下訓練手技　chinpushpull手技とその応用
岩田　義弘 藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科

V-4 Provoxによるシャント発声（安全な2期的挿入法の検討）
福島　啓文 がん研究会がん研有明病院 頭頸科

V-5 輪状軟骨鉗除の声門閉鎖術
鹿野　真人 大原綜合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部顔面外科

V-6 喉頭垂直部分切除の手技
鵜久森　徹 愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ランチョンセミナーⅠ 12:30～13:30

座長：折舘　伸彦（横浜市立大学） 
共催：杏林製薬株式会社　 　 　

明日の診療に役立つOD錠の臨床的機能性に関する豆知識
並木　徳之 静岡県立大学 薬学部 実践薬学分野

第2群：音声検査 14:00～15:00

座長：岡本　牧人（北里大学）　　 
古川　政樹（横浜市立大学）

7 喉頭ストロボスコピーにおける局所麻酔方法の選択に関する検討
大野　　覚 日本赤十字社 和歌山医療センター 耳鼻咽喉科

8 当科で使用しているFile Maker Pro®を用いた音声動画ファイリングシステムについて
堀　　健志 山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学分野

9 改めて振り返る音響分析の有用性について
川崎　泰士 静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科

10 喉頭ストロボスコピーによる声帯振動評価－熟練者はどこを診て評価しているか－
城本　　修 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

11 当科における新しい喉頭ハイスピードデジタル画像システム
金子　賢一 長崎大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

12 吃音症のブロックが発生した語の検討
菊池　良和 九州大学 医学部 耳鼻咽喉科



ビデオセッション【How I do it】②：音声 15:00～16:00

座長：福田　宏之（東海大学）　　 
平林　秀樹（獨協医科大学）

V-7 心因性失声症に対する音声治療
田口　亜紀 愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科

V-8 声帯ポリープ・声帯結節症の病変サイズによる手術治療の検討
國枝千嘉子 羽島市民病院 

国際医療福祉大学 東京ボイスセンター

V-9 喉頭肉芽腫に対するビデオ電子スコープ下喉頭手術（VELS）
磯貝　　豊 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 
国際医療福祉大学 保健医療学部 言語聴覚学科

 V-10 大阪ボイスセンターにおけるMicrolaryngoscopy手術の実際
望月　隆一 大阪厚生年金病院 耳鼻咽喉科 大阪ボイスセンター

 V-11 声帯瘢痕・溝症に対する声帯上皮剥離・声帯内脂肪注入術
梅野　博仁 久留米大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 V-12 痙攣性発声障害に対する甲状舌骨間経由のボツリヌムトキシン注入術
許斐　氏元 東京医科大学 耳鼻咽喉科

ビデオセッション【How I do it】③：声帯麻痺手術 16:00～17:00

座長：梅﨑　俊郎（九州大学）　　 
土師　知行（県立広島大学）

 V-13 片側声帯麻痺症例に対する喉頭枠組み手術の術前リスク評価
駒澤　大吾 山王病院 国際医療福祉大学 東京ボイスセンター

 V-14 Non-recurrent inferior laryngeal nerveの安全確実な同定方法
渡邉　昭仁 恵佑会札幌病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 V-15 甲状軟骨形成術Ⅰ型専用チタンプレートを用いた音声改善手術
松島　康二 東邦大学医学部 耳鼻咽喉科学講座（大森）

 V-16 異なる麻酔法で行った片側反回神経麻痺に対する喉頭枠組み手術の検討
金澤　丈治 自治医科大学 医学部 耳鼻咽喉科 

国際医療福祉大学 東京ボイスセンター

 V-17 両側喉頭麻痺への対応 ～Ejnell法の治療効果と工夫～
津田　豪太 福井県済生会病院耳鼻咽喉科・頚部外科

 V-18 両側声帯運動障害に対する内視鏡下披裂軟骨切除術
二藤　隆春 東京大学 医学部 耳鼻咽喉科

第3群：嚥下評価 17:00～18:00

座長：兵頭　政光（高知大学）　　　　 
津田　豪太（福井県済生会病院）

13 重症筋無力症の診断に有用であった嚥下造影検査によるテンシロンテストの効果判定所見
長井　美樹 大阪府立急性期・総合医療センター 耳鼻咽喉・頭頸部外科



14 全身麻酔を契機に発症した重症筋無力症による嚥下障害の一例
溜箭　紀子 NTT東日本関東病院

15 当院における嚥下内視鏡検査に関する検討
坂田　絢子 川崎市立井田病院耳鼻咽喉科

16 4mm径高解像度マノメトリーを用いた健常者の嚥下動態の評価
露無　松里 東京慈恵会医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

17 健常高齢者の嚥下機能と身体機能との関係
西窪加緒里 鷹の子病院 耳鼻咽喉科

18 混合性喉頭麻痺における咽頭残留の定量的検討
熊井　良彦 熊本大学耳鼻咽喉科 頭頸部外科

懇親会 18:40～20:10

第2会場　［龍宮の間］

第4群：悪性腫瘍 9:00～10:00

座長：北野　博也（鳥取大学） 
山下　裕司（山口大学）

19 喉頭・下咽頭癌の超音波診断
古川まどか 神奈川県立がんセンター 頭頸部外科

20 反回神経入口部周囲に浸潤した甲状腺がんにおける双方向性神経温存について
門田　伸也 四国がんセンター 頭頸科

21 喉頭癌治療おける機能温存についての現況
野田　大介 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 耳鼻咽喉科

22 声門癌（化学）放射線治療後再発例に対するサルベージレーザー切除術
冨藤　雅之 防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座

23 喉頭亜全摘術CHEPの適応年齢についての一考察
澤津橋基広 九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科

24 根治照射と垂直部分切除後に再発した喉頭癌症例のサルベージ亜全摘出術
中山　明仁 北里大学 医学部 耳鼻咽喉科

第5群：声帯麻痺 11:30～12:30

座長：福田　　諭（北海道大学）  
梅野　博仁（久留米大学）

25 喉頭像からみた喉頭麻痺
田村　悦代 東海大学 医学部 付属東京病院 耳鼻咽喉科 東海ボイスクリニックセンター

26 医原性に生じた左反回神経麻痺と右披裂軟骨脱臼合併症例
北野　雅子 三重大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

27 当院における反回神経麻痺改善例における原因と経過について
柳川　明弘 福島県立医科大学 耳鼻咽喉科



28 披裂軟骨内転術単独と神経筋弁移植術併用における声の自覚評価と発声機能の比較検討
兒玉　成博 熊本大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

29 Ejnell法による声門開大術後の創感染により披裂軟骨切除術を行った両側声帯麻痺の2例
久田　真弓 東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

30 当院における両側声帯麻痺の症例
脇坂　仁美 倉敷中央病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科

ランチョンセミナーⅡ 12:30～13:30

座長：久　　育男（京都府立医科大学） 
共催：株式会社モリタ製作所 　　　

喉頭領域におけるコーンビームCTの有用性を考える ～試用経験をもとに～
齋藤康一郎 慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科 
矢部はる奈 慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科、川崎市立井田病院 耳鼻咽喉科

第6群：基礎1 14:00～15:00

座長：藤枝　重治（福井大学）　　 
片田　彰博（旭川医科大学）

31 ラット慢性期声帯瘢痕に対する間葉系幹細胞投与の検討：ASC vs BMSC
樋渡　　直 京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

32 in vitroにおけるヒトiPS細胞を用いた声帯上皮の組織再生
今泉　光雅 福島県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

33 ラット声帯における塩基性線維芽細胞増殖因子受容体およびヒアルロン酸合成酵素の発現
末廣　　篤 草津総合病院 頭頸部外科センター

34 塩基性線維芽細胞増殖因子ハイドロゲルによる声帯瘢痕粘膜再生
小林　俊樹 京都大学大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

35 塩基性線維芽細胞増殖因子を用いた声帯瘢痕・溝症の治療
平野　　滋 京都大学 大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

36 コラーゲンビトリゲルを用いた喉頭気管の再生
多田　靖宏 福島県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

第7群：炎症 15:00～16:00

座長：伊藤　壽一（京都大学）　　　 
村上　信五（名古屋市立大学）

37 酸性洗剤飲用による腐食性咽喉頭炎の1例
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

38 頸静脈孔症候群を呈し診断に苦慮した結核による肥厚性硬膜炎の1例
宮本　俊輔 北里大学 医学部 耳鼻咽喉科

39 当科で経験した喉頭蓋膿瘍の4例
林　　拓二 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター 耳鼻咽喉科



40 抗IL-6受容体抗体投与中に発症した急性喉頭蓋炎の一例
佐藤　万宣 九州大学 医学研究院 耳鼻咽喉科

41 当科における喉頭蓋膿瘍症例の検討
山下　安彦 福山市民病院 耳鼻咽喉科

42 急性喉頭蓋炎の発症における喉頭蓋嚢胞の関与について
井内　寛之 鹿児島大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第8群：基礎2 16:00～17:00

座長：黒野　祐一（鹿児島大学）　 
小川　徹也（愛知医科大学）

43 マウス喉頭における自律神経系受容体の発現
西尾　健志 京都府立医科大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

44 ラット声帯におけるslow cycling cellの同定
河合　良隆 京都大学 大学院 医学研究科 耳鼻咽喉科 頭頸部外科

45 喉頭気管における喫煙と禁煙による変化－喫煙モデル動物を用いて－
上羽　瑠美 東京大学耳鼻咽喉科

46 発声と声帯上皮バリア機構の物理的損傷の関係
児嶋　　剛 京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

ヴァンダービルト大学 耳鼻咽喉科

47 声帯瘢痕における声帯線維芽細胞のキャラクター変化
岸本　　曜 京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

48 ヒト声帯黄斑内の声帯星細胞の起源 －骨髄由来細胞との関連性－
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

教育パネル　『診断困難な喉頭疾患の取り扱い』 17:00～18:30

司会：中島　　格（久留米大学）　　　　　　　 
田山　二朗（国立国際医療研究センター）

機能性発声障害
高野　真吾 国立国際医療研究センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

披裂軟骨脱臼
安達　一雄 九州大学 耳鼻咽喉 頭頸部外科

LPRDの診断 －問診の重要性について－
片岡　英幸 鳥取大学 保健学科

診断困難な喉頭疾患の取扱い～全身疾患に伴う肉芽様病変～
原　　浩貴 山口大学 耳鼻咽喉科学分野

診断が困難な喉頭癌、いわゆる喉頭室癌について
小野　剛治 久留米大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

別館3階　［てぃーだ］

評議員会 12:30～13:20



第2日目　3月7日（金）

第1会場　［天妃の間］

第9群：喉頭機能性疾患 8:30～9:00

座長：小林　武夫（帝京大学）

49 呼吸性喉頭ジストニアの1例
門倉　義幸 昭和大学横浜市北部病院 耳鼻咽喉科

50 百日咳を契機に発症した喉頭痙攣の一例
中西　庸介 福井県済生会病院 耳鼻咽喉科頚部外科

51 咽喉頭ミオクローヌスを呈したFahr病の1例
生井友紀子 横浜市立大学附属病院 耳鼻咽喉科

第10群：音声手術 9:00～10:00

座長：新美　成二（国際医療福祉大学） 
平野　　滋（京都大学）　　　　

52 反回神経内転筋枝麻痺が疑われた2例
加納　　亮 金沢大学 医薬保健研究域 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

53 fenestration approachによる披裂軟骨内転術における当科の工夫
森崎　剛史 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

54 外側輪状披裂筋牽引術（LCA-pull）による披裂軟骨内転術の修正手術
島田　茉莉 自治医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

55 内転型痙攣性発声障害に対する甲状軟骨形成術Ⅱ型後の音声治療の効果
井上　　瞬 新宿ボイスクリニック 

東京医科大学 耳鼻咽喉科学講座

56 甲状軟骨形成術2型　再手術例の検討
廣芝　新也 ひろしば耳鼻咽喉科・一色記念ボイスセンター

57 内転型痙攣性発声障害に対する甲状披裂筋切除術と甲状軟骨形成術Ⅱ型の比較検討
野本　剛輝 西東京中央総合病院 

東京医科大学 耳鼻咽喉科学講座

シンポジウム　基礎　『喉頭疾患とヒト乳頭腫ウイルス』 10:00～11:30

司会：猪原　秀典（大阪大学） 
吉崎　智一（金沢大学）

喉頭粘膜上皮の分布特性からみた喉頭乳頭腫の発生機序
栗田　　卓 久留米大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

喉頭疾患とヒト乳頭腫ウイルス－喉頭疾患とHPV感染
真栄田裕行 琉球大学 耳鼻咽喉頭頸部外科学講座

喉頭乳頭腫に対する外科的治療での挑戦 ～精度・効果の向上と機能温存を目指して～
齋藤康一郎 慶應義塾大学 耳鼻咽喉科



喉頭乳頭腫に対する特殊治療
室野　重之 金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

教育講演 11:30～12:30

座長：大森　孝一（福島県立医科大学）

病態からみた音声障害の診断と治療 ～声帯所見に乏しい音声障害をどう取り扱うか～
佐藤　公則 久留米大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

ランチョンセミナーⅢ 12:30～13:30

座長：丹生　健一（神戸大学）　　　　　　 
共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社 

メルクセローノ株式会社　　　　

分子標的薬を用いた頭頸部がん治療の現状と展望
中島　寅彦 九州大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科

第11群：基礎3 13:30～14:30

座長：原渕　保明（旭川医科大学） 
金澤　丈治（自治医科大学）

58 下咽頭収縮筋における筋小胞体Ca2+-ATPaseの発現の検討
板東　秀樹  京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

59 声帯麻痺症例における病状変化とelectoroglottography波形のパラメータとの関連性
細川　清人 大阪大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 

医療法人神甲会 隈病院 外科

60 モルモットにおける脳幹発声時の延髄呼吸ニューロン群の活動様式
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

61 埋め込み型刺激装置を用いた機能的電気刺激による声門閉鎖運動の誘発
野村研一郎 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

62 fMRIを用いた内転型痙攣性発声障害の脳活動の検討
豊村　文将 東京医科大学 耳鼻咽喉科

63 NIRSを用いた痙攣性発声障害患者における文章発声時の脳活動の検討
上田　百合 東京医科大学 耳鼻咽喉科学教室

第12群：嚥下 14:30～15:30

座長：峯田　周幸（浜松医科大学） 
河田　　了（大阪医科大学） 

64 嚥下障害を主訴に受診した破傷風症例
河本　勝之 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

65 下咽頭腫瘍の術後数年後に嚥下障害を契機に下咽頭狭窄と診断された1例
福村　　崇 香川大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頚部外科

66 一側性声帯麻痺に対する外科的介入後の嚥下機能の変化に関する検討
甲能　武幸 慶應義塾大学医学部 耳鼻咽喉科



67 頭頸部癌における喉頭挙上術の有効性についての検討
小野田友男 岡山大学大学院 医歯薬学総合研部がんセンター 耳鼻咽喉・頭頸部外科

68 経口的咽喉頭部分切除術後の嚥下機能について
杉本　良介 東海大学 医学部 耳鼻咽喉科 頭頸部腫瘍センター

69 喉頭機能温存手術後の嚥下機能の検討
高橋　美貴 神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部 

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

第13群：症例 15:30～16:30

座長：田邉　正博（小松病院） 
大上　研二（東海大学）

70 声帯粘膜下に認めた顆粒細胞腫の一例
竹内　成夫 国立国際医療研究センター 耳鼻咽喉科

71 喉頭に発生した顆粒細胞腫の1例
辻　　正博 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

72 呼吸困難をきたした声門下平滑筋腫の1例 
三谷　壮平 愛媛大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

73 声門下狭窄を反復し診断に苦慮した多発血管炎肉芽腫症の1例
印藤加奈子 香川大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

74 舌根部静脈瘤からの出血に対し、高周波電気凝固鉗子が有効であった一例
濱島　有喜 名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

75 LigaSure Small Jaw®を用いて摘出しえた広範囲咽喉頭血管腫症例
深堀光緒子 久留米大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座

第2会場　［龍宮の間］

第14群：声帯内注入 8:30～9:00

座長：小川　郁（慶應義塾大学）

76 BIOPEX®声帯内注入術を施行した36症例の検討
鈴木　　洋 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座

77 声帯瘢痕に対するステロイド局所注射の検討
内山美智子 東京大学耳鼻咽喉科

78 本態性音声振戦症に対するボツリヌムトキシン注射の効果
櫻井恵梨子 東京医科大学 耳鼻咽喉科学教室

第15群：癌・その他 9:00～10:00

座長：佐藤　宏昭（岩手医科大学） 
枝松　秀雄（東邦大学）　　

79 前頸部膿瘍を初発とする喉頭癌の2例
石川　竜司 浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科



80 喉頭乳頭腫からの癌化が疑われた喉頭癌の一症例
松崎　洋海 駿河台日本大学病院 耳鼻咽喉科

81 高気圧酸素治療により喉頭を温存できた放射線治療後遅発性喉頭壊死の1例
青山　　猛 熊本大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

82 化学放射線療法後に甲状腺弁を用いた喉頭機能温存救済手術を2度施行した1例
星野　哲朗 愛知医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

83 Voice prosthesisを用いた気管食道シャント手術による術後合併症についての検討
小島　卓朗 藤田保健衛生大学第2教育病院 耳鼻咽喉科

84 Provox抜去後のTEシャント閉鎖術に胸鎖乳突筋筋膜弁を用いた症例
鈴木　法臣 静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科・気管食道科

第16群：アレルギー 11:30～12:30

座長：内藤　健晴（藤田保健衛生大学） 
池田　勝久（順天堂大学）　　　

85 シラカンバ花粉症患者の咽喉頭症状に対する鼻噴霧用ステロイド薬の効果
國部　　勇 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

86 通年性喉頭アレルギーの抗原および喉頭所見
井門謙太郎 広島大学大学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

87 喉頭アレルギー鑑別診断におけるFスケール問診票の有用性と問題点
阪本　浩一 兵庫県立加古川医療センター 耳鼻咽喉科

88 胃食道逆流、アレルギー素因が引き起す咽喉頭異常感の特徴及び咽喉頭異常感症と心理的因子との
関連について
宇野　光祐 慶應義塾大学 医学部 耳鼻咽喉科

89 喉頭アレルギー患者における呼気NOの検討
意元　義政 福井大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

90 慢性型喉頭アレルギー患者の喉頭および気管粘膜における肥満細胞の組織学的研究
村嶋　智明 藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科学教室

第17群：喉頭癌 13:30～14:30

座長：加藤　孝邦（東京慈恵会医科大学） 
甲能　直幸（杏林大学）　　　　　

91 当科における喉頭癌早期例の臨床的検討
清水　保彦 島根大学 医学部 耳鼻咽喉科

92 高齢者喉頭癌症例の検討 ～高齢者を通して見た非典型的治療～
瓜生　英興 九州厚生年金病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

93 喉頭癌治療後の肺転移・原発性肺癌症例の検討
那須　　隆 山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

94 当科における喉頭全摘術後咽頭瘻孔症例の検討
倉上　和也 山形大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座



95 福井県における喉頭癌罹患率：20年間の検討
森川　太洋 公立丹南病院 耳鼻咽喉科 

福井大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

96 当科における喉頭癌T2・T3症例の検討
千田　邦明 山形大学 医学部 耳鼻咽喉頭頸部外科学講座

第18群：気道狭窄 14:30～15:30

座長：岡本　美孝（千葉大学） 
森　　一功（近畿大学）

97 緩徐に進行した声門上狭窄の1症例
大津　和弥 三重大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科

98 EXIT下に気管切開術を行った1例
上野　貴雄 金沢大学医薬保健研究域医学系 耳鼻咽喉科頭頸部外科

99 声門後部癒着症の治療経験
後藤理恵子 三豊総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 100 当科で手術治療を行った成人喉頭気管狭窄症例の臨床的検討
小川　　真 大阪大学 大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 101 多角的検査が病態把握に有効であった喉頭外傷の1例
服部　和裕 東京医科大学茨城医療センター 耳鼻咽喉科

 102 頸部鈍的外傷による気管断裂の1例
中原　奈々 済生会 横浜市東部病院 耳鼻咽喉科

第19群：気管 15:30～16:30

座長：清水　猛史（滋賀医科大学） 
倉富勇一郎（佐賀大学）　　

 103 当院における気道熱傷の検討
永井　世里 名古屋第二赤十字病院 耳鼻咽喉科

 104 気管孔閉鎖不全症例の検討
東野　正明 大阪医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 105 当科における乳幼児気管切開術の検討
大脇　成広 滋賀医科大学 耳鼻咽喉科

 106 気道確保としての輪状軟骨切開術
鹿野　真人 大原綜合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 107 気管弁法を用いた喉頭気管分離術の2症例
松浦　省己 西横浜国際総合病院 耳鼻咽喉科

 108 喉頭気管分離術（気管弁法）におけるトラフ形成の工夫
紫野　正人 群馬大学医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科



ポスター会場　［守禮の間・胡蝶の間］

ポスター1群：癌1 13:30～13:51

座長：氷見　徹夫（札幌医科大学）

P-1 喉頭紡錘形細胞癌の1例
平田　　結 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-2 当科で経験した喉頭腺様嚢胞癌症例
藤田　佳吾 大分大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-3 診断に苦慮した稀な喉頭紡錘細胞腫瘍の1症例
斎藤真貴子 佐賀大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科講座

ポスター2群：癌2 13:51～14:12

座長：竹内　万彦（三重大学）

P-4 当科における進行喉頭癌治療後患者へのTS-1投与状況とその効果についての検討
菅野　真史 福井大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

P-5 良性腫瘍との鑑別が困難であった非扁平上皮癌2症例の検討
森倉　一朗 島根大学 医学部 耳鼻咽喉科教室

P-6 食道浸潤を伴う上縦隔再発甲状腺乳頭癌に対し遊離空腸再建した一例
堂西　亮平 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

ポスター3群：癌3 14:12～14:33

座長：鈴木　賢二（藤田保健衛生大学）

P-7 喉頭に発生したリンパ上皮癌の症例
和佐野浩一郎 静岡赤十字病院 耳鼻咽喉科

P-8 喉頭非定型カルチノイドの1例
児玉　尚子 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

P-9 喉頭非定型カルチノイドの2例
長友　孝文 自治医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

ポスター4群：癌4 14:33～15:01

座長：鈴木　正志（大分大学）

 P-10 当科における喉頭乳頭状扁平上皮癌2例の治療経験
康本　明吉 日本赤十字社 和歌山医療センター 耳鼻咽喉科

 P-11 喉頭横隔膜症様の所見を呈し、喉頭癌であった2症例
宮本　　真 関西医科大学枚方病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 P-12 化学療法のみで改善を認めた声門癌の1例
藤本　将平 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 頭頸部がんセンター 耳鼻咽喉・頭頸部外科

 P-13 喉頭扁平上皮癌におけるリゾフォスファチジン酸受容体4の機能解析
又吉　　宣 琉球大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科



ポスター5群：癌5 13:30～13:51

座長：將積日出夫（富山大学）

 P-14 咽喉部に広範に粘膜下出血をきたした下咽頭癌放射線治療後の1例
原　　敏浩 市立札幌病院 耳鼻咽喉科・甲状腺外科

 P-15 局所再発、続発癌を繰り返す下咽頭癌の2例
山川　泰幸 高知大学 医学部 附属病院 耳鼻咽喉科

 P-16 喉頭がんに対する放射線治療20年後に頸動脈瘤を形成した1例
後藤　隆史 宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

ポスター6群：癌6 13:51～14:12

座長：片岡　英幸（鳥取大学）

 P-17 喉頭横紋筋肉腫の一例
片桐　克則 岩手医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 P-18 喉頭に発生した横紋筋種の1例
森本　浩一 神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

 P-19 長期経過をたどった喉頭軟骨肉腫の一例
川畑　隆之 宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

ポスター7群：癌7 14:12～14:33

座長：飯田　政弘（東海大学）

 P-20 上部消化管内視鏡検査で発見された無症候性喉頭MALTリンパ腫例
牧瀬　高穂 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

 P-21 照射後5年に再発した喉頭MALTリンパ腫症例
東川　雅彦 大阪府済生会中津病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 P-22 極めて稀な悪性黒色腫喉頭転移の1症例
小島　慎平 東京慈恵会医科大学附属病院 

ポスター8群：良性腫瘍・その他 14:33～15:01

座長：肥塚　泉（聖マリアンナ医科大学）

 P-23 神経線維腫症2型に伴った喉頭神経鞘腫症例
植木　義裕 県立宮崎病院

 P-24 喉頭に発生した稀な多形腺腫の1例
宮下　文織 同愛記念病院 耳鼻咽喉科

 P-25 緊急気管切開を要した喉頭良性腫瘤例
小野　麻友 滋賀医科大学 耳鼻咽喉科

 P-26 片側性甲状披裂筋のみの萎縮を疑った慢性進行性外眼筋麻痺症候群の1例
廣田　隆一 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室



ポスター9群：嚥下 13:30～13:58

座長：鈴木　真輔（秋田大学）

 P-27 重症心身障碍児に対する喉頭気管分離術の検討、術式の工夫
黒瀬　　誠 札幌医科大学

 P-28 喉頭気管分離術後に気管腕頭動脈瘻を生じたAicardi症候群の1例
阿部　秀晴 富山大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科  

 P-29 輪状軟骨鉗除と胸骨舌骨筋皮弁を用いた喉頭気管分離術 －気管弁法B-type変法－
安岡　義人 鶴谷病院 耳鼻咽喉科

 P-30 嚥下内視鏡・圧検査の有用性に関する検討
茂呂　順久 杏林大学医学部付属病院

ポスター10群：自己免疫疾患 13:58～14:19

座長：鹿野　真人（大原綜合病院）

 P-31 難治性の喉頭炎を契機に診断された類天疱瘡の一例
渡邊　健一 仙台社会保険病院 耳鼻咽喉科

 P-32 嚥下障害をきたした輪状咽頭筋サルコイド筋炎の一例
弘瀬かほり 高知大学 医学部 耳鼻咽喉科

 P-33 喉頭病変をきたしたCrohn病症例
山野　貴史 福岡大学筑紫病院 耳鼻いんこう科 

福岡大学 医学部 耳鼻咽喉科

ポスター11群：小児 14:19～14:40

座長：暁　清文（愛媛大学）

 P-34 熱湯による小児の喉頭熱傷症例　
篠原　　宏 河北総合病院 耳鼻咽喉科

 P-35 小児声帯ポリープの1例
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

 P-36 先天性喉頭嚢胞の新生児治験例
宮崎　拓也 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

ポスター12群：音声 14:40～15:01

座長：鈴木　衞（東京医科大学）

 P-37 東京ボイスセンターにおけるprofessional voice userの職業を考慮した音声障害に対する 
治療経過の検討
李　　庸學 国際医療福祉大学 東京ボイスセンター

 P-38 喉頭微細手術後の沈黙期間は7日間か3日間か？
早乙女泰伴 国際医療福祉大学 東京ボイスセンター 

山王病院 リハビリテーションセンター

 P-39 一側声帯麻痺に対する喉頭枠組み手術の治療成績の検討
長井　慎成 宮崎大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科



ポスター13群：喉頭麻痺 13:30～14:05

座長：三浦　　誠（日本赤十字社和歌山医療センター） 
田村　悦代（東海大学）　　　　　　　　　　　

 P-40 気管孔閉鎖に苦慮した両側喉頭麻痺の一例
毛部川真理 横浜市立市民病院 耳鼻咽喉科

 P-41 内頸静脈血栓症が原因と思われた混合性喉頭麻痺の1例
兼田美紗子 金沢大学 医学部 耳鼻咽喉科頭頸部外科

 P-42 嗄声が初発症状となった縦隔型肺癌の一例
岡　　愛子 倉敷中央病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

 P-43 甲状腺手術後における反回神経麻痺症例の検討
春日井　滋 聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科

 P-44 当院における挿管性両側声帯運動麻痺症例
籾山　直子 青梅市立総合病院

ポスター14群：アレルギー・炎症 14:05～14:33

座長：森　　　望（香川大学） 
平川　勝洋（広島大学）

 P-45 小児喉頭アレルギーの一例
増田佐和子 国立病院機構 三重病院 耳鼻咽喉科

 P-46 喉頭花粉曝露試験を行った喉頭アレルギーの音声障害について
鈴木　猛司 千葉大学 医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科

 P-47 急性石灰沈着性頸長筋腱炎の1症例
齋藤　善光 聖マリアンナ医科大学 耳鼻咽喉科学教室

 P-48 治療に難渋した喉頭肉芽腫症の1例
田邉　陽介 藤田保健衛生大学 医学部 耳鼻咽喉科

ポスター15群：喉頭蓋 14:33～15:08

座長：東野　哲也（宮崎大学） 
中山　明仁（北里大学）

 P-49 救急外来を受診した喉頭・気管疾患
谷　亜希子 福島県立医科大学 医学部 耳鼻咽喉科

 P-50 気管切開を要した急性喉頭蓋炎の臨床的検討
森山　宗仁 大分大学 医学部 耳鼻咽喉科

 P-51 気管切開を要した喉頭蓋嚢胞出血例
四宮　弘隆 神戸大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

 P-52 嚥下困難による体重減少を伴った喉頭蓋嚢胞の1例
田原　晋作 山口大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科学分野

 P-53 入院治療を要した急性喉頭蓋炎の検討
福留　真二 宮崎大学耳鼻咽喉・頭頸部外科


