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会長ご挨拶

第57回日本鼻科学会総会・学術講演会

会長　原渕保明

（旭川医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座　教授）

この度，第57回日本鼻科学会総会・学術講演会を9月27，28，29日の3日間，旭川で開
催させていただくことになりました。大変光栄であるとともに身の引き締まる思いを感
じております。旭川での開催は前任の海野徳二名誉教授が1986年に第25回を開催してお
り，それから32年ぶり2度目になります。その間，疾患の変貌，手術法の進歩に伴って，
学会の規模も大きくなり，日本のみならず海外からも参加者も増えてきました。このよ
うな背景から今回のテーマは「鼻科学の未来と国際化を語る」としました。
「国際化を語る」催しとして，米国から4名の招請講演，アジア諸国から4名の招待講演，

さらに韓国からは韓国鼻科学会理事長スペシャルレクチャー，日韓セッション，国際セッ
ションに計6名の演者が来旭してご講演いただきます。また，「鼻科学の未来を語る」催
しとして，4つのシンポジウム，2つのパネルディスカッション，日本鼻科学会診療指針・
ガイドラインセミナーなどを企画致しました。

招請講演として4名の先生を米国から招待いたしました。Utah大学教授でアメリカ 
鼻科学会理事長であるRichard Orlandi教授と次期ISIAN会長であるNorthwestern大学
のRobert Kern教授には，内視鏡下頭蓋底手術やESSなどについてアメリカの現況と 
今後の展望についてご講演いただく予定です。また，清野　宏教授（California大学 
San Diego校）にはNALTを中心とした上気道粘膜免疫，紀太博仁教授（Mayo Clinic）
には鼻アレルギーや好酸球性鼻副鼻腔炎におけるサイトカインネットワーク機構につい
て，それぞれ最新の研究成果をご講演いただく予定です。また，Meet the Professor 
from Asian Countiesと称し，アジア諸国から4名の教授，タイ鼻科学会理事長でKhon 
Kaen大 学 のSanguansak Thanaviratananich教 授，Taipei Mackay Memorial病 院 の
Ying-Piao Wang教授，National Taiwan大学のTe-Huei Yeh教授，香港鼻科学会理事長
でHongKong Chinese大学のMichael Tong教授，をお招きしました。そして，2002年から
継続している韓国鼻科学会との交流として韓国からは，6名の参加が予定されています。

鼻科学の発展は目覚ましく，内視鏡手術も鼻副鼻腔のみならず，近接部位にまで及ぶ
ようになりました。その現況と発展について米国からRichard Orlandi教授とRobert 
Kern教授に講演していただきます。また，アドバンス内視鏡手術ビデオシンポジウム 

「内視鏡手術の適応拡大と限界」を企画し，第一線で活躍中の4名のシンポジストに眼窩
病変，頭蓋底病変，翼口蓋窩病変，下垂体病変をテーマに，動画を用いてその手術法に
ついて参加者と共にディスカッションします。また，鼻内視鏡手術に関するランチョン
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セミナーを企画しています。さらに実際に模型を使った内視鏡手術ハンズオンセミナー
を初心者向けと中級者向けに2つ企画しました。受講人数には制限がありますので受講
希望者は早めにホームページからご応募下さい。

鼻副鼻腔の悪性腫瘍では，扁平上皮癌以外の肉腫に対する治療法や病態に関しては未
だ確立されていません。そこでシンポジウム「鼻副鼻腔悪性腫瘍の病態･診断･治療 
up to date」を企画しました。現在，第一線で活躍中の3名のシンポジストにそれぞれ
嗅神経芽細胞腫，悪性黒色腫，鼻性NK/T細胞リンパ腫について最新の治療法や病態に
関してディスカッションしていただきます。

神経変性疾患・認知症の初期症状として嗅覚障害が注目されており，超高齢者社会に
向けて嗅覚を扱う本学会の役割は極めて重要です。そこで，シンポジウム「嗅覚検査
up to date：中枢神経疾患･認知症のスクリーニング・早期診断への応用」を企画しま
した。レビュートークをこの分野の第一人者である武田　篤先生（国立病院機構 仙台
西多賀病院脳神経内科）にしていただき，3名の耳鼻咽喉科医が最新の研究成果を発表 
し，討論していただきます。また，嗅覚教育セミナーとして柏柳 誠教授（旭川医科大
学　生理学）に嗅覚研究に関して最新情報を提供していただくことになっています。

自己免疫疾患，特に難治性血管炎の増加が高齢者社会に向けて注目されています。そ
の中でも，多発血管炎性肉芽腫症（GPA）（旧，ウェゲナー肉芽腫症）と好酸球性多発
血管炎性肉芽腫症（EGPA）（旧，Churg Strauss症候群）は鼻副鼻腔に初発することも
あって本学会でも重要なテーマであり，会員の皆さまも精通するべき分野であります。
そこで，本学会と私も班員になっている「厚労省難治性血管炎に関する研究班」との合
同シンポジウム「GPA，EGPAの臨床と病態」を企画しました。レビュートークを「厚
労省難治性血管炎に関する研究班・横断協力分科会」会長である高崎芳成先生（順天堂
大学越谷病院院長）に講演していただき，2名のシンポジストが耳鼻咽喉科の立場から
それぞれGPA（特に上気道限局型）とEGPAついて発表します。

近年，若手医師の基礎研究離れが問題になっています。今回，最新の研究成果をディ
スカッションすることと，若手医師の研究マインドを刺激する目的で，若手研究者パネ
ルディスカッションを2つ企画しました。ひとつは，「上気道感染･アレルギー・腫瘍ワ
クチン療法：臨床への応用」です。鼻副鼻腔領域は感染やアレルギーの標的になってい
ると同時に上気道免疫の中心的役割を有し，ワクチンの実効器官でもあります。現在，
自ら基礎研究している若手耳鼻咽喉科医4名によるワクチン開発の現況と臨床への応用
をディスカッションしてもらいます。さらに，清野　宏教授（California大学 San Diego校）
に招請講演として上気道粘膜免疫について最新の話題を提供していただきます。

もうひとつの若手研究者パネルディスカッションは「好酸球性鼻副鼻腔炎の謎を探
る！」です。現在，基礎研究を行なっている若手耳鼻咽喉科医4名によって好酸球性鼻
副鼻腔炎の謎を解く鍵をディスカッションしていただきます。また，紀太博仁教授（Mayo 
Clinic）には，招請講演として鼻アレルギーや好酸球性鼻副鼻腔炎の病態について最新
の話題を提供していただきます。また，これから，基礎研究を始めよう，新たな技術を
つけようとしている若手研究者には基礎ハンズオンセミナーも催していますので，多数
参加いただければ幸いです。

本学会にはいくつかのアドホック委員会があり，診療指針・ガイドラインが作成・更
新され，ホームページにも掲載されています。そこで，「日本鼻科学会診療指針・ガイ
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ドラインセミナー」として，委員会の一員に，1）アレルギー性鼻炎に対するアレルゲ
ン免疫療法診療指針，2）急性副鼻腔炎ガイドライン，3）嗅覚障害診療ガイドライン， 
4）鼻腔通気度標準化，そして5）鼻副鼻腔手術手技機能評価委員会からESS分類と術後
の評価，についてそれぞれ解説をしていただきます。

日本専門医機構認定の専門医共通講習には3つ必修講習，1）医療倫理，2）感染対策，
3）医療安全，があります。今回はこの3講習全てを企画しました。学会参加者はいずれ
も受講することができます。

一般市民への啓発も学会の使命として重要です。そこで，学術講演会最終日の9月29
日（土）の午後に，市民公開講座「知っておきたい花粉症，副鼻腔炎，鼻出血の対応」
を企画しました。シラカバ花粉症と口腔アレルギー症候群，好酸球性鼻副鼻腔炎，鼻出血
への対応について，3名の会員に一般市民の立場に立った解説をしていただく予定です。

これらの企画に加えて，第一線の診療に役立つランチョンセミナーも数多く企画して
います。

学術講演会開催中の旭川は周辺の大雪山連峰，十勝岳連峰の美しい紅葉が真っ盛りで
す。その麓の美瑛，富良野では色とりどりの花もご観賞いただけます。また，旭川市内
には三浦綾子記念館，井上靖記念館などの文学記念館，数多くのゴルフ場に加え，入園
者数日本一になった旭山動物園があります。さらに，この時期には脂ののった鮭，いく
ら，毛がに，たらばがに，花咲きがに，うに，あわび，牡蠣，などの海の幸，じゃがい
も（北あかり，男爵，メイクイーン），とうもろこしなどの陸の幸，旭川ラーメン， 
大雪山の伏流水を用いた銘酒（男山，高砂，大雪の蔵）などをご賞味いただけます。 
会期終了後には滞在を延ばして秋真っ盛りの旭川をご満喫していただければ幸いに 
存じます。

このような環境のもと，多くの参加者が討論と親睦を重ね，実り多い学術講演会にな
るように教室員と同門会一同，一丸となって準備しています。数多くの会員の皆様のご
参加を心からお待ち申し上げます。
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第57回日本鼻科学会総会・学術講演会のご案内

第57回日本鼻科学会総会・学術講演会を下記により開催いたします。
会期：2018年9月27日（木），28日（金），29日（土）
会場：星野リゾート　OMO7 旭川（旧 旭川グランドホテル）
　　　〒070-0036　北海道旭川市6条通9丁目

【理事会・代議員会】
理事会： 9月27日（木）7：00～9：00　 

星野リゾート　OMO7 旭川　2階　北斗の間
代議員会 （総会）：9月27日（木）12：20～13：20　 

星野リゾート　OMO7 旭川　2階　北斗の間

【参加者の皆様へ】
 1）参加受付
　　場所：星野リゾート　OMO7 旭川　3階　総合受付
　　参加費：13,000円
　　　 参加費をお支払いのうえ，ネームカード兼領収書をお受け取りください。学会

期間中，会場内ではネームカードを必ずご着用ください。会員懇親会費は無料
です。

　　開始時間：
　　9月27日（木）09：00～18：00
　　9月28日（金）07：30～18：30
　　9月29日（土）07：30～15：30

 2） ① 日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医の方は，「学術集会参加報告票」 
または「専門医証（IDカード）」をご持参くださいますようお願いいたします。
参加受付の際に， 総合受付内の「専門医受付」でお手続きください。

　　② 日本専門医機構認定専門医領域講習と専門医共通講習（医療倫理・感染対策・
医療安全）の受講要領：

　　　 本学術集会では専門医領域講習を8セッション，専門医共通講習（医療倫理・
感染対策・医療安全）を各々1セッション企画しております。取得可能な単位
は領域講習は上限2セッション（合計2単位）まで，共通講習は医療倫理・感染
対策・医療安全の各々1セッションで合計3単位までとなっております。

　　　 総合受付の日本専門機構認定専門医講習受付にて「専門医領域講習受講用紙」
と「専門医共通講習受講用紙」をお渡しいたしますので，各位受講する「専門
医領域講習」を2セッション，「専門医共通講習」を3セッションお選びください。

　　　 講習終了後に出口にて受講用紙と引き換えに「受講証明書」を配布します。
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　　　 講習開始以降に入場はできません。また，「専門医領域講習受講用紙」の再発
行もできませんので各自忘れずにお持ちください。

　　　 「受講証明書」の発行とは関係なく，どのセッションも聴講は可能ですので奮っ
てご出席くださいますようお願いいたします。

　　【専門医領域講習】
　　　［領域講習］9月27日（木）13：30～14：40　　 日本鼻科学会・難治性血管炎に

関する研究班合同シンポジウム
　　　［領域講習］9月27日（木）16：30～17：30　　 招請講演1
　　　［領域講習］9月27日（木）17：40～18：40　　 招請講演2
　　　［領域講習］9月28日（金）　9：10～10：10　　 Meet the Professor from Asian 

Countries 1
　　　［領域講習］9月28日（金）10：20～11：20　　 Meet the Professor from Asian 

Countries 2 
　　　［領域講習］9月28日（金）15：40～16：40　　 招請講演3
　　　［領域講習］9月28日（金）16：50～17：50　　 招請講演4
　　　［領域講習］9月29日（土）13：30～14：30　　 嗅覚教育セミナー
　　【専門医共通講習】
　　　［共通講習］9月28日（金）　8：00～9：00　 　 医療倫理
　　　［共通講習］9月29日（土）　8：00～9：00　 　 感染対策
　　　［共通講習］9月29日（土）14：40～15：40　　 医療安全

 3） 医学部学生，研修医（新臨床研修制度による）の参加が認められております。参
加費は無料です。総合受付で学生証等，身分の証明できるものをご呈示ください。

 4） 演者および共同演者は，本学会会員に限ります。未入会の方は，入会の手続きを
お取りください。尚，学会当日にも総合受付で新入会受付を行います。

 5）携帯電話はマナーモードにするか，電源を切って会場にお入りください。
 6） 各会場とも緊急時以外の呼び出しは行いませんのでご了承ください。また， 

メッセージボードを用意しますので適宜ご利用ください。

【クローク】
 星野リゾート　OMO7 旭川　3階にございますのでご利用ください。なお，貴重品は
各自でお持ちくださいますようお願いします。

【会員懇親会】
時間：9月28日（金）19：00～
会場：星野リゾート　OMO7 旭川　3階
　　　 懇親会費は無料ですので奮ってご参加ください。当日は，必ずネームカードを

ご着用ください。
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【機器展示】
日程：9月27日（木），28日（金），29日（土）
会場：星野リゾート　OMO7 旭川　2階　機器展示会場

【書籍展示】
日程：9月27日（木），28日（金），29日（土）
会場：星野リゾート　OMO7 旭川　2階　機器展示会場

【ドリンクコーナー】
日程：9月27日（木），28日（金），29日（土）
会場：星野リゾート　OMO7 旭川　2階　機器展示会場

【学会発表について】
 1．特別企画演題の講演者・司会の方へ
　 1）講演時間
　　　セッションにより異なります。別途ご連絡をしておりますのでご確認ください。
　 2）機材
　　　 PCプレゼンテーション（1面）に限ります。35mmスライドによる発表はでき

ません。詳細は，一般演題（口演発表）の項をご参照ください。
　 3）進行
　　　 講演者は，講演開始10分前までに会場内最前列の次演者席にお着きください。

司会の進行のもと講演を行ってください。
　　　 司会の先生は，セッション開始10分前までに会場内最前列の次座長席にお着き

ください。
　　　 開始の合図が入り次第登壇し，セッションを開始してください。また，時間厳

守にご協力をお願いします。

 2．一般演題（口演発表）の演者・座長の方へ
　 1）発表時間
　　　発表7分
　　　討論3分
　　　※発表・討論時間を含めて，1演題10分です。時間厳守でお願いします。
　 2）機材
　　　 PCプレゼンテーション（1面）に限ります。35mmスライド等のフィルム素材，

mini-DV，VHS等のアナログテープ素材，また，ブルーレイディスクでの発表
はできません。

　 3）受付及びデータ保存方法
　　・ 演者の方は，発表開始30分前までに，USBメモリに保存した発表データを各自

でご持参の上，PC受付でデータチェックをしてください。
　　・ 万一に備え，バックアップ用データ（USBメモリに保存したもの）もご持参く

ださい。
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　　・ 事務局で用意しておりますPCのOSは，Windows10 PowerPoint（2007 2010 
2013），Windows7 PowerPoint（2007 2010 2013 2016）です。

　　・ フォントはWindows標準フォントをご使用ください。特殊フォントには対応
しておりませんのでご了承ください。

 3．一般演題（ポスター発表）の演者・座長の方へ
＜展示要領＞
　・ ポスター設営の前にポスター受付にお越しください。ポスターの演者は設置用の

押しピンと発表者用のリボンをお渡しいたします。
　・ポスターパネルは右図の要領で準備します。
　　 横90cm×縦210cm（発表スペース    横90cm× 

縦180cm）
　・ 演題番号は，事務局でポスターパネルに表

示しています。
　　 演題番号が隠れないように「発表者の写真」

「演題名・演者名・所属」「発表内容」をご用
意ください。

　・ ポスターは押しピンでしっかり留めてくだ
さい。押しピンは事務局で準備します。

　・貼付日時　9月27日（木）10：00～12：00
　　撤去日時　9月29日（土）17：30～18：00
　・ 撤去されないポスターは事務局で処分いた

します。

＜発表要領＞
　　セッション日時：9月28日（金）18：00～18：50
　　　　　　　　　9月29日（土）16：00～17：10
　　発表時間：5分（発表3分，質疑応答2分）
　　ポスター会場：星野リゾート　OMO7 旭川　2階
　・発表時間を必ずご確認ください。
　・演者はセッション（当該群）開始10分前にポスターパネル前で待機してください。
　・座長の進行のもと時間厳守でお願いします。

 4．次の指針，ガイドラインを遵守するようお願いいたします。 
 　1） 「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護

に関する指針」（外科関連学会協議会）
 　2）  「疫学研究に関する倫理指針」（文部科学省，厚生労働省）
 　3）  「臨床研究に関する倫理指針」（厚生労働省）
 　4）  「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」（日本学術会議） 
 　5） 臨床研究の利益相反（conflict of interest: COI）に関する指針
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【会期前後の学会に関するお問い合わせ先】
第57回日本鼻科学会総会・学術講演会主催事務局
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室
〒078-8510　旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
TEL：0166-68-2554　FAX：0166-68-2559　E-mail：jrs57@kyodo-cs.com

運営事務局：事務取扱
（株）協同コンベンションサービス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6
西新宿K-1ビル403号
TEL：03-5937-4656　FAX：03-5386-6649　E-mail：jrs57@kyodo-cs.com
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平成30年9月27日（木）

星野リゾート　OMO7 旭川（旧 旭川グランドホテル）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 機器展示・ポスター会場 ハンズオン会場
3階　彩雲の間 3階　景雲の間 3階　瑞雲の間 2階　北斗の間 2階　錦糸の間 2階 孔雀・白鳥・北辰の間 6階 エルム・オーク

7：00～9：00
日本鼻科学会理事会8：00

9：00

9：30～9：50
開会セミナー

10：00 10：00～11：00 10：00～12：00 10：00～12：10 10：00～11：50 10：00～12：10

機器 
展示

10：00～
12：00

O-1群：抗原特異的 
免疫療法

座長：岡本美孝・黒野祐一
（O-1～ O-6）

O-2群：新規手術法
座長：西池季隆・比野平恭之

（O-7～ O-18）

O-4群：鼻出血（1）・
新規治療法

座長：朝子幹也・上條　篤
（O-25～ O-37）

O-7群：悪性腫瘍（3）
座長：小林一女・横井秀格
（O-55～ O-65）

O-10群：感染症（2）・
自己免疫疾患（1）

座長：塚原清彰・中丸裕爾
（O-81～ O-93）

ポスター
貼付

11：00
11：10～12：10

鼻科学会診療指針・ 
ガイドラインセミナー（1）
司会：山田武千代
演者：保富宗城・宮之原郁代
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社12：00

ポスター
供覧

12：20～13：20 12：20～13：20 12：20～13：20 12：20～13：20
ランチョンセミナー1

司会：古川　仭
演者：澤津橋基広・小川晴彦

・社会式株業工品薬鵬大 ：催共
Meiji Seikaファルマ株
式会社

ランチョンセミナー2
司会：今野昭義
演者：森　恵莉・小林正佳

クッニロトドメ本日 ：催共
株式会社

ランチョンセミナー3
司会：間島雄一
演者：阪本浩一
共催：塩野義製薬株式会社

日本鼻科学会 
代議員会13：00

領域講習
13：30～14：40

日本鼻科学会・難治性血管炎に
関する研究班合同シンポジウム
司会：髙崎芳成，飯野ゆき子

　成芳崎髙 ：者演  
岸部　幹　 
吉田尚弘

13：30～14：30 13：30～14：40 13：30～14：30

O-3群：感染症（1）
座長：飯田政弘
（O-19～ O-24）

O-5群：悪性腫瘍（1）
座長：和田弘太
（O-38～ O-44）

O-8群：手術法（1）
座長：大島猛史
（O-66～ O-71）

14：00

14：40～16：20 14：40～16：10
14：50～16：20 14：50～16：20

O-6群：悪性腫瘍（2）
座長：高原　幹・渡邊　毅
（O-45～ O-54）

O-9群：良性腫瘍（1）
座長：小川　郁・吉川　衛
（O-72～ O-80）

15：00 若手研究者パネル 
ディスカッション1

「上気道感染･アレルギー・腫瘍
ワクチン療法：臨床への応用」
司会：黒野祐一・太田伸男

　樹雅畠川 ：者演  
河野正充　 
淵脇貴史　 
熊井琢美

鼻科学会診療指針・ 
ガイドラインセミナー（2）

司会：西﨑和則
　子厚田古 ：者演  

片田彰博　 
飯村慈朗16：00

領域講習
16：30～17：30

招請講演1
Regulation of Allergic Airway Diseases 

by Innate and Adaptive Immunity
司会：竹内万彦
演者：Hirohito Kita

17：00

領域講習
17：40～18：40 

招請講演2
The Etiology and Pathogenesis of 

CRS: Treatment Implications in 2018
司会：大久保公裕
演者：Robert Kern

18：00

19：00
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平成30年9月28日（金）

星野リゾート　OMO7 旭川（旧 旭川グランドホテル）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 機器展示・ポスター会場 ハンズオン会場
3階　彩雲の間 3階　景雲の間 3階　瑞雲の間 2階　北斗の間 2階　錦糸の間 2階 孔雀・白鳥・北辰の間 6階 エルム・オーク

8：00 共通講習 
（医療倫理）

8：00～9：00
「医療倫理2500年の流れを

50分で振り返る」
司会：内藤健晴
演者：藤尾　均

9：00

機器 
展示

ポスター
供覧

領域講習
9：10～10：10

Meet the Professor  
from Asian Countries 1

司会：竹内裕美
演者： Sanguansak Thanaviratananich　 

Ying-Piao Wang 

9：10～11：20 9：10～11：20 9：10～11：20 9：10～11：20

O-11群：基礎研究（1）
座長：阪本浩一・竹野幸夫

（O-94～ O-106）

O-12群：嗅覚障害
座長：志賀英明・山岨達也

（O-107～ O-119）

O-14群：手術法（3）
座長：出島健司・山下裕司

（O-127～ O-139）

O-16群：悪性腫瘍（4）
座長：東野哲也・峯田周幸

（O-149～ O-161）

9：20～11：50

基礎ハンズオン
セミナー

10：00

領域講習
10：20～11：20

Meet the Professor  
from Asian Countries 2 
司会：平川勝洋
演者： Te-Huei Yeh　 

Micheal Tong
11：00

11：30～12：00
韓国鼻科学会スペシャルレクチャー

司会：竹中　洋
演者：Jung Soo Kim

12：00 12：00～13：00 12：00～13：00 12：00～13：00 12：00～13：00

ランチョンセミナー4
司会：夜陣紘治
演者：兵　行義
共催：杏林製薬株式会社

ランチョンセミナー5
司会：荻野　敏
演者：松岡伴和
共催：鳥居薬品株式会社

ランチョンセミナー6
司会：友田幸一
演者：坂本達則
共催： カールストルツ・エンドス

コピー・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー7
司会：長谷川　誠
演者：橋口一弘
共催：久光製薬株式会社

13：00 13：00～13：30
日本鼻科学会賞授賞式・記念講演

司会：川内秀之
演者：神前英明

13：30～14：00
日本鼻科学会認定鼻科手術指導医について

司会：川内秀之
演者：春名眞一

14：00 14：00～15：30 14：00～15：30 14：00～15：10 14：00～15：30

若手研究者パネル 
ディスカッション2

「好酸球性鼻副鼻腔炎の 
謎を探る！」

司会：清水猛史・藤枝重治
演者： 武田和也　 

山本小百合　 
意元義政　 
檜垣貴哉

腫瘍シンポジウム
「鼻副鼻腔悪性腫瘍の病態

･診断･治療up to date」
司会：岡本美孝・近松一朗
演者： 高原　幹　 

花澤豊行　 
高安幸弘

O-13群：手術法（2）
座長：肥塚　泉・鈴木正志

（O-120～ O-126）

O-15群：良性腫瘍（2）
座長：大森孝一・鈴木幹男

（O-140～ O-148）

14：20～17：30

臨床ハンズオン
セミナー

ベーシック
コース

15：00

領域講習
15：40～16：40

招請講演3
From Mucosal Multi-immunological 
Ecosystem to Vaccine Development
司会：山中　昇
演者：Hiroshi Kiyono

16：00

領域講習
16：50～17：50

招請講演4
Evidence-Based Medicine 

in Rhinology
司会：川内秀之
演者：Richard Orlandi

17：00

18：00 18：00～
18：50

ポスター 
発表

（P-1～ P-50）

19：00

19：00～21：00
会員懇親会
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平成30年9月29日（土）

星野リゾート　OMO7 旭川（旧 旭川グランドホテル）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 機器展示・ポスター会場 ハンズオン会場
3階　彩雲の間 3階　景雲の間 3階　瑞雲の間 2階　北斗の間 2階　錦糸の間 2階 孔雀・白鳥・北辰の間 6階 エルム・オーク

8：00 共通講習 
（感染対策）

8：00～9：00
「抗生物質・抗菌薬が効かなく

なる未来に立ち向かえ」
司会：原田　保
演者：大崎能伸

8：00～9：00
鼻腔生理学フォーラム
司会：大木幹文・中島逸男

　慶　島福 ：者演  
石野岳史

クンリルガンィフ ：催共  
株式会社

機器 
展示

ポスター
供覧

9：00
9：10～10：40 9：10～10：30 9：10～10：00 9：10～10：40 9：10～10：40

アドバンス内視鏡手術 
ビデオシンポジウム

「内視鏡手術の適応拡大と限界」
司会：池田勝久・鴻　信義

　郎一研村野 ：者演  
中川隆之　 
大村和弘　 
田中秀峰

日本・韓国鼻科学会
セッション

・eY gnuyK iM ：会司  
松根彰志

演者： 　miK gnuoY gnoD  
Mi-Kyung Ye　  
Tetsuya Terada　  
Nozomu Wakayama

O-17群：基礎研究（2）
座長：田中康広
（O-162～ O-166） O-19群：新規診断法

座長：大木幹文・都築健三
（O-180～ O-188）

O-21群：手術法（4）
座長：小川　洋・折田頼尚
（O-198～ O-206）10：00 10：00～12：10

O-18群：基礎研究（3）
座長：松原　篤・吉崎智一
（O-167～ O-179）

10：40～12：10 10：40～12：10 10：40～12：10
10：50～12：20

International Session 1
・oM nuH iJ ：会司  

岡野光博

O-20群：副鼻腔炎（1）
座長：北原　糺・春名眞一
（O-189～ O-197）

O-22群：手術法（5）
座長：將積日出夫・村上信五
（O-207～ O-215）

11：00 嗅覚シンポジウム
「嗅覚検査up to date： 
中枢神経疾患･認知症の 

スクリーニング・ 
早期診断への応用」

司会：丹生健一・三輪高喜
　篤　田武 ：者演  

張田雅之　 
鈴木宏和　 
藤尾久美

12：00

12：20～13：20 12：20～13：20 12：20～13：20

ランチョンセミナー8
司会：市村恵一
演者：白崎英明
共催：田辺三菱製薬株式会社
　　　帝國製薬株式会社

ランチョンセミナー9
司会：洲崎春海
演者：竹野幸夫
共催：サノフィ株式会社

ランチョンセミナー10
司会：吉原俊雄
演者：近藤健二
共催：第一薬品産業株式会社13：00

領域講習
13：30～14：30

嗅覚教育セミナー
「ダイナミックな嗅覚系」

司会：増山敬祐
演者：柏栁　誠

13：30～14：30 13：30～16：30

International Session 2
司会： Micheal Tong・ 

清水猛史

臨床ハンズオン
セミナー

アドバンス
コース

14：00

共通講習 
（医療安全）
14：40～15：40

「医療安全の基本」
司会：氷見徹夫
演者：林　達哉

15：00

16：00 16：00～17：30 16：00～
17：10

市民公開講座
「知っておきたい花粉症， 
副鼻腔炎，鼻出血の対応」
司会：原渕保明・藤枝重治

　幸伸東坂 ：者演  
藤枝重治　 
大原賢三

ポスター
発表
（P-51～
P-105）

17：00

17：30～17：40
閉会の辞

17：30～18：00
ポスター 
撤去

18：00

19：00
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平成30年9月28日（金）
ポスター発表 18：00～18：50

ポスター会場

2階 孔雀・白鳥・北辰の間
18：00 18：00～18：50

P-1群：基礎研究（4）

座長：河田　了・白崎英明

（P-1～ P-10）

18：00～18：50

P-2群：基礎研究（5）

座長：神田　晃・小林正佳

（P-11～ P-20）

18：00～18：50

P-3群：感染症（3）・ 
自己免疫疾患（2）

座長：青井典明・武田憲昭

（P-21～ P-30）

18：00～18：50

P-4群：悪性腫瘍（5）

座長：花澤豊行・原　浩貴

（P-31～ P-40）

18：00～18：50

P-5群：手術法（6）

座長：坂本達則・松岡伴和

（P-41～ P-50）

19：00

平成30年9月29日（土）
ポスター発表 16：00～17：10

ポスター会場

2階 孔雀・白鳥・北辰の間
16：00 16：00～17：10

P-6群：悪性腫瘍（6）

座長：岩井　大・梅野博仁

（P-51～ P-64）

16：00～17：05

P-7群：手術合併症・ 
鼻腔通気度

座長：阿部靖弘・平林秀樹

（P-65～ P-77）

16：00～17：10

P-8群：副鼻腔炎（2）・ 
鼻出血（2）

座長：寺田哲也・兵頭政光

（P-78～ P-91）

16：00～17：10

P-9群：副鼻腔炎（3）・ 
良性腫瘍（3）

（P-92～ P-105）

17：00

岸部　幹
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第57回日本鼻科学会総会・学術講演会

［平成30年9月27日（木）］

第1会場：3階　彩雲の間

開会セミナー 9:30～9:50
第57回日本鼻科学会総会・学術講演会　会長
原渕　保明　（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第1会場：3階　彩雲の間

鼻科学会診療指針・ガイドラインセミナー（1） 11:10～12:10 
 共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

司会：山田武千代（秋田大学）

1． 急性副鼻腔炎診療ガイドライン
保富　宗城（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． アレルゲン免疫療法診療指針
宮之原郁代（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）

第1会場：3階　彩雲の間

ランチョンセミナー1 12:20～13:20 
 共催：大鵬薬品工業株式会社・Meiji Seikaファルマ株式会社 

司会：古川　　仭（金沢大学　名誉教授）

1． アレルギー性鼻炎に対する抗ヒスタミン薬の考え方
澤津橋基広（九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科）

2． 
スエヒロタケ関連アレルギー性副鼻腔気管支真菌症の臨床―診断・治療から疾患管理まで―
One airway one diseaseからみたSchizophyllum allergy

小川　晴彦（石川県済生会金沢病院内科）

1
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第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　日本鼻科学会・難治性血管炎に関する研究班合同シンポジウム 
 13:30～14:40 
GPA，EGPAの臨床と病態

司会：髙崎　芳成（順天堂大学越谷病院），飯野ゆき子（東京北医療センター）

1． ANCA関連血管炎（AAV）の病態と治療―特にGPAとEGPAについて
髙崎　芳成（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院　院長）

2． 多発血管炎性肉芽腫症（GPA）の臨床像と取り扱い―特に上気道限局型について―
岸部　　幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3． EGPAの臨床像と取り扱い
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）

第1会場：3階　彩雲の間

若手研究者パネルディスカッション1 14:50～16:20 
上気道感染･アレルギー・腫瘍ワクチン療法：臨床への応用

司会：黒野　祐一（鹿児島大学），太田　伸男（東北医科薬科大学）

1． 高齢マウスにおける複合DNAアジュバントによる免疫応答の再活性化
川畠　雅樹（鹿児島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． 母体を介した子に対する肺炎球菌ワクチン療法の開発
河野　正充（和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3． スギ花粉症治療米を用いた経粘膜的アプローチによる免疫療法
淵脇　貴史（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

4． 頭頸部癌に対する癌ペプチドワクチン療法の開発
熊井　琢美（旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学）

第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　招請講演1 16:30～17:30 
Regulation of Allergic Airway Diseases by Innate and Adaptive Immunity

司会：竹内　万彦（三重大学）
演者： Hirohito Kita（Division of Allergic Diseases, Mayo Clinic, Rochester, USA）
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第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　招請講演2 17:40～18:40 
The Etiology and Pathogenesis of CRS: Treatment Implications in 2018
司会：藤枝　重治（福井大学）
演者： Robert Kern（President of 38th ISIAN (2019), Northwestern University, Chicago, USA）

第2会場：3階　景雲の間

ランチョンセミナー2 12:20～13:20 
 共催：日本メドトロニック株式会社 

好酸球性副鼻腔炎に対する手術戦略
司会：今野　昭義（脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　アレルギー・頭頸部センター）

1． 好酸球性副鼻腔炎に対する手術戦略～手技の紹介，術野確保のコツ，出血のコントロール～
森　　恵莉（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）

2． 嗅覚改善の戦略・術中合併症への対処戦術
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2会場：3階　景雲の間

鼻科学会診療指針・ガイドラインセミナー（2） 14:50～16:20

1． 嗅覚障害診療ガイドライン
古田　厚子（日本医科大学多摩永山病院耳鼻咽喉科）

2． 鼻腔通気度の標準化について
片田　彰博（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3．  ESS分類と術後の評価
飯村　慈朗（東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科）

第3会場：3階　瑞雲の間

ランチョンセミナー3 12:20～13:20 
 共催：塩野義製薬株式会社 

ダニアレルゲン舌下免疫療法の現状と小児への期待
司会：間島　雄一（三重大学　名誉教授）
演者：阪本　浩一（大阪市立大学大学院耳鼻咽喉病態学）
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［平成30年9月28日（金）］

第1会場：3階　彩雲の間

共通講習（医療倫理） 8:00～9:00 
医療倫理2500年の流れを50分で振り返る～ヒポクラテスの主題による変奏曲
とフーガ～
司会：内藤　健晴（藤田保健衛生大学）
演者：藤尾　　均（旭川医科大学　副学長　教授（歴史・哲学））

第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　Meet the Professor from Asian Countries 1 9:10～10:10
司会：竹内　裕美（鳥取大学）

1． Delivery of Topical Nasal Medication for Postoperative Sinus Surgery
Sanguansak Thanaviratananich（President of Thai Rhinologic Society, Khon Kaen University, 
Thailand）

2． Application and outcomes of EMLP
Ying-Piao Wang（Mackay Medical College, New Taipei City, Taiwan）

第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　Meet the Professor from Asian Countries 2 10:20～11:20
司会：平川　勝洋（広島大学　名誉教授）

1． The impact of house dust mite allergy on chronic rhinosinusitis
Te-Huei Yeh（National Taiwan University, Taipei, Taiwan）

2． Robotics and other innovations in Rhinology- Research and clinical applications in Hong Kong
Michael TONG（The Chinese University of Hong Kong）

第1会場：3階　彩雲の間

韓国鼻科学会スペシャルレクチャー 11:30～12:00 
How can we effectively correct deviated nasal septum: Is the crosshatching 
incision technique effective in septoplasty?
司会：竹中　　洋（京都府立医科大学　学長）
演者： Jung Soo Kim（Vice president of Korea Rhinology Society, Kyungpook National 

University, Daegu, Korea）
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第1会場：3階　彩雲の間

ランチョンセミナー4 12:00～13:00 
 共催：杏林製薬株式会社 

アレルギー性鼻炎治療における抗ヒスタミン薬～QOLの観点から～

A mechanism of interleukin-25 production from airway epithelial cells induced by Japanese cedar pollen

司会：夜陣　紘治（広島大学　名誉教授）
演者：兵　　行義（川崎医科大学耳鼻咽喉科）

第1会場：3階　彩雲の間

日本鼻科学会賞授賞式・記念講演 13:00～13:30

司会：川内　秀之（一般社団法人　日本鼻科学会　理事長）
演者：神前　英明（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

第1会場：3階　彩雲の間

日本鼻科学会認定鼻科手術指導医について 13:30～14:00 
日本鼻科学会認定鼻科手術指導医（Japan Rhinologic Society Certified Nasal 
Surgeon）について
司会：川内　秀之（一般社団法人　日本鼻科学会　理事長）
演者： 春名　眞一1,2（1日本鼻科学会鼻副鼻腔手術手技機能評価委員会， 

2獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第1会場：3階　彩雲の間

若手研究者パネルディスカッション2 14:00～15:30 
好酸球性鼻副鼻腔炎の謎を探る！
司会：清水　猛史（滋賀医科大学），藤枝　重治（福井大学）

1． 好酸球性副鼻腔炎における鼻茸局所IgE産生
武田　和也（大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． 好酸球性副鼻腔炎の免疫抑制機能について―制御性T細胞と抑制性サイトカイン―
山本小百合（滋賀医科大学耳鼻咽喉科）

3． 短鎖脂肪酸による好酸球性副鼻腔炎の新規治療戦略
意元　義政（福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

4． IL-22，IL-22受容体の好酸球性副鼻腔炎病態への関与について
檜垣　貴哉（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）
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第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　招請講演3 15:40～16:40 
From Mucosal Multi-immunological Ecosystem to Vaccine Development

司会：山中　　昇（和歌山県立医科大学　名誉教授）
演者： Hiroshi Kiyono（Division of Gastroenterology, Department of Medicine CU-UCSD 

Center for Mucosal Immunology, Allergy and Vaccines, University of California,  
San Diego）

第1会場：3階　彩雲の間

領域講習　招請講演4 16:50～17:50 
Evidence-Based Medicine in Rhinology

司会：川内　秀之（島根大学）
演者： Richard Orlandi（Chairman of American Rhinologic Society, University of Utah Health, 

Utah, USA）

第2会場：3階　景雲の間

ランチョンセミナー5 12:00～13:00 
 共催：鳥居薬品株式会社 

アレルゲン免疫療法の現状と今後の課題
司会：荻野　　敏（大阪大学　名誉教授）
演者：松岡　伴和（山梨大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第2会場：3階　景雲の間

腫瘍シンポジウム 14:00～15:30 
鼻副鼻腔悪性腫瘍の病態･診断･治療up to date

司会：岡本　美孝（千葉大学），近松　一朗（群馬大学）

1． 鼻性NK/T細胞リンパ腫
高原　　幹（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． 嗅神経芽細胞腫の病態・診断・治療up to date
花澤　豊行（千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

3． 鼻副鼻腔悪性性黒色腫―重粒子線治療を中心に―
高安　幸弘（群馬大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第3会場：3階　瑞雲の間

ランチョンセミナー6 12:00～13:00 
 共催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 

IMAGE1 S 4Uカメラシステムを中心とした経鼻内視鏡手術のための環境構築
～北野病院の場合～

司会：友田　幸一（関西医科大学　学長）
演者：坂本　達則（田附興風会医学研究所北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第4会場：2階　北斗の間

ランチョンセミナー7 12:00～13:00 
 共催：久光製薬株式会社 

アレルギー性鼻炎―新しい治療戦略―
司会：長谷川　誠（群馬病院　理事）
演者：橋口　一弘（ふたばクリニック）

ハンズオン会場：6階　エルム・オーク

基礎ハンズオンセミナー 9:20～11:50

ブースA
鼻・副鼻腔サンプルからの細胞単離および，mRNA抽出の実践

前田　陽平，津田　　武，武田　和也，端山　昌樹，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）

ブースB
ELISA法を用いたサイトカイン測定ならびに抗原特異的免疫グロブリンの測定

青井　典明，屈　　銀斐，川内　秀之（島根大学医学部耳鼻咽喉科）

ブースC
Western Blotting法の基礎と実践―タンパク抽出，電気泳動，転写から検出まで―

熊井　琢美，林　　隆介，原渕　翔平，野崎　　結，大原　賢三，長門　利純，林　　達哉， 
原渕　保明（旭川医科大学 頭頸部癌先端的診断・治療学講座，耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

ブースD
CRISPER-Cas9を用いた遺伝子編集の基礎と応用

尹　　泰貴，神田　　晃，鈴木　健介，澤田　俊輔，小林　良樹，岩井　　大 
（関西医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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ハンズオン会場：6階　エルム・オーク

臨床ハンズオンセミナー　ベーシックコース 14:20～17:30 
ベーシックコース：シェーバーとバーの基本操作

講師：ベーシックコース　中丸　裕爾（北海道大学耳鼻咽喉科）
　　　　　　　　　　　　大村　和弘（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科）

［平成30年9月29日（土）］

第1会場：3階　彩雲の間

共通講習（感染対策） 8:00～9:00 
抗生物質・抗菌薬が効かなくなる未来に立ち向かえ

司会：原田　　保（川崎医科大学　名誉教授）
演者：大崎　能伸（旭川医科大学病院呼吸器センター）

第1会場：3階　彩雲の間

アドバンス内視鏡手術ビデオシンポジウム 9:10～10:40 
内視鏡手術の適応拡大と限界

司会：池田　勝久（順天堂大学），鴻　　信義（東京慈恵会医科大学）

1． 眼窩病変
野村研一郎（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． 頭蓋底手術
中川　隆之（京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3． 翼口蓋窩へのアプローチ方法のバリエーションおよびポイント
大村　和弘（東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室）

4． 下垂体病変・傍鞍部病変
田中　秀峰（筑波大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）
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第1会場：3階　彩雲の間

嗅覚シンポジウム 10:50～12:20 
嗅覚検査up to date：中枢神経疾患･認知症のスクリーニング・早期診断への
応用
司会：丹生　健一（神戸大学），三輪　高喜（金沢医科大学）

1． 神経変性疾患・認知症と嗅覚障害
武田　　篤（国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科）

2． 嗅覚同定能検査を含む多バイオマーカーを用いた認知症早期診断の試み
張田　雅之（金沢医科大学耳鼻咽喉科）

3． 嗅覚中枢路とアルツハイマー病との関連
鈴木　宏和（国立長寿医療研究センター耳鼻咽喉科）

4． 嗅覚の加齢性変化とパーキンソン病の嗅覚についての検討
藤尾　久美（神戸大学耳鼻咽喉・頭頸部外科）

第1会場：3階　彩雲の間

ランチョンセミナー8 12:20～13:20 
 共催：田辺三菱製薬株式会社/帝國製薬株式会社 

花粉症がひき起こす食物アレルギーとその対応
司会：市村　恵一（石橋総合病院　院長）
演者：白崎　英明（札幌医科大学耳鼻咽喉科）

第1会場：3階　彩雲の間

嗅覚教育セミナー 13:30～14:30 
ダイナミックな嗅覚系
司会：増山　敬祐（山梨大学）
演者：柏柳　　誠（旭川医科大学生理学講座神経機能分野）

第1会場：3階　彩雲の間

共通講習（医療安全） 14:40～15:40 
医療安全の基本
司会：氷見　徹夫（札幌医科大学　名誉教授）
演者：林　　達哉（旭川医科大学医療安全管理部，専任リスクマネジャー（医師GRM））
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第1会場：3階　彩雲の間

市民公開講座 16:00～17:30 
知っておきたい花粉症，副鼻腔炎，鼻出血の対応

司会：原渕　保明（旭川医科大学），藤枝　重治（福井大学）

1． 鼻血が出たら，どうすればいいの？
坂東　伸幸（北斗病院（帯広市）耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

2． 現代の蓄膿症は昔と違う！ 好酸球性副鼻腔炎
藤枝　重治（福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

3． 密接な関係がある病気！シラカバ花粉症と果物アレルギー
大原　賢三（旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

第2会場：3階　景雲の間

鼻腔生理学フォーラム 8:00～9:00 
 共催：フィンガルリンク株式会社

司会：大木　幹文（北里大学メディカルセンター），中島　逸男（獨協医科大学）

1． 鼻腔通気度検査・音響鼻腔計測検査の臨床応用
福島　　慶（国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉･頭頸部外科）

2． NO測定の生理的意義と臨床応用
石野　岳志（広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科）

第2会場：3階　景雲の間

日本・韓国鼻科学会セッション 9:10～10:30
司会：Mi Kyung Ye（Catholic University of Daegu），松根　彰志（日本医科大学武蔵小杉病院）

1． ILC subsets in Asian nasal polyps
Dong-Young Kim（Seoul National University College of Medicine）

2． Olfactory Training for Patients with Olfactory Disorder
Mi Kyung Ye（Catholic University of Daegu）

3． Effects of subcutaneous immunotherapy (SCIT) on the numbers of IL-10-producing CD4+ T cells 
and IL-10-producing B cells in peripheral blood of pollinosis patients
Tetsuya Terada（Osaka Medical College, Japan）

4． Detection of local IgE in Eosinophilic and non-Eosinophilic Rhinosinusitis
Nozomu Wakayama（Nippon Medical School, Musashikosugi Hospital, Japan）
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第2会場：3階　景雲の間

International Session 1 10:40～12:10
司会：Ji Hun Mo（Dankook University, Korea），岡野　光博（国際医療福祉大学）

1． The role of IL-17 in chronic rhinosinusitis with nasal polyp
Ji-Hun Mo（Dankook University College of Medicine, Cheonan, South Korea）

2． Effect of prostaglandin D2 on VEGF release by nasal polyp fibroblasts
Kengo Kanai（Kagawa Prefectural Central Hospital, Japan）

3． Immunomodulatory Effects of Adipose Stem Cells-derived Extracellular Vesicles on Allergic 
Airway Inflammation
Kyu-Sup Cho（Pusan National University School of Medicine）

4． Dental sinusitis (from an otolaryngologist perspective)
Jung Ho Bae（Ewha Womans University, School of Medicine, Seoul, Korea）

5． The use of an endonasal Doppler to locate the vascular pedicle of a nasoseptal flap prior to 
harvesting in patients who had previous irradiation to the nasopharynx
Samuel Chow（Prince of Wales Hospital, Hong Kong）

6． Vasculaized flap to cover nasopharyngeal defects
Samuel Chow（Prince of Wales Hospital, Hong Kong）

第2会場：3階　景雲の間

ランチョンセミナー9 12:20～13:20 
 共催：サノフィ株式会社 

鼻の機能と症状から見た鼻アレルギー対策
司会：洲崎　春海（昭和大学　名誉教授）
演者：竹野　幸夫（広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科）

第2会場：3階　景雲の間

International Session 2 13:30～14:30
司会：Michel Tong（The Chinese University of Hong Kong），清水　猛史（滋賀医科大学）

1． Endoscopic nasopharyngectomy in the management of recurrent na-sopharyngeal carcinoma
Fung Tai Hang Thomas（Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, Hong Kong）

2． Management of Sinonasal Malignancies: a 17-year Review in the Chinese University of Hong Kong
Ryan HW Cho（The Chinese University of Hong Kong）

3． Cigarette smoke-induced cell death causes persistent olfactory dysfunction in aged mice
Rumi Ueha（The University of Tokyo, Japan）

4． Clinical indication of nasal surgery for the CPAP intolerance in obstructive sleep apnea with 
nasal obstruction
Seiichi Nakata（Fujita Health University School of Medicine）
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第3会場：3階　瑞雲の間

ランチョンセミナー10 12:20～13:20 
 共催：第一薬品産業株式会社 

嗅覚障害の基礎と臨床
司会：吉原　俊雄（東都文京病院）
演者：近藤　健二（東京大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

ハンズオン会場：6階　エルム・オーク

臨床ハンズオンセミナー　アドバンスコース 13:30～16:30 
アドバンスコース：止血トレーニングコース

講師：アドバンスコース　讃岐　徹治（名古屋市立大学耳鼻咽喉科）
　　　　　　　　　　　　田中　秀峰（筑波大学耳鼻咽喉科）



―（183）   ―

日 鼻 誌 57（3），2018

一　般　演　題

［平成30年9月27日（木）］

第1会場：3階　彩雲の間

O-1群 抗原特異的免疫療法（演題：O-1～O-6） 10:00～11:00
座長：岡本　美孝（千葉大学），黒野　祐一（鹿児島大学）

O-1 Immunotherapy with Tg-Rice Expressing Whole T Cell Epitopes of Cryj1 and Cryj2
○川内　秀之1，青井　典明1，森倉　一朗1，淵脇　貴史1，山田　高也2，高岩　文雄3

1島根大学医学部耳鼻咽喉科，2島根大学総合科学研究支援センター実験動物部門， 
3農水省生物資源研究所

O-2 日本人ダニアレルギー性鼻炎患者における新規主要アレルゲンDer p 23感作状況の解析
○岡野　光博1，長谷川　輝2，土井雅津代2，大久保公裕3

1国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科，2鳥居薬品株式会社研究所，3日本医科大学耳鼻咽喉科

O-3 アンケートを用いた舌下免疫療法に関するスギ花粉症患者の実態調査　1から3シーズン目の比較
○太田　伸男1，湯田　厚司2，長舩　大士3，柴原　義博4，稲村　直樹5，東海林　史1，鈴木　祐輔6，
野口　直哉1，和田　弘太7，岡本　美孝8

1東北医科薬科大学医学部耳鼻咽喉科，2ゆたクリニック，3湘南鎌倉病院耳鼻咽喉科，4仙台市， 
5名取市，6山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科，7東邦大学医学部耳鼻咽喉科， 
8千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉頭頸部腫瘍学

O-4 スギ花粉症に対する経リンパ節免疫療法に関する検討
○寺田　哲也，吉田　卓也，鈴木　倫雄，稲中　優子，乾　　崇樹，河田　　了
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-5 アレルゲン免疫療法に用いるスギ花粉舌下液及びダニ舌下錠混合時のアレルゲン性について
○松岡　伴和1，深野　千陽2，中沢　　博2，増山　敬祐1，土井雅津代2

1山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2鳥居薬品株式会社研究所

O-6 スギ花粉飛散量からみた花粉症症状と舌下免疫療法の効果に関する検討
○櫻井　利興，米倉　修二，飯沼　智久，山崎　一樹，國井　直樹，櫻井　大樹，花澤　豊行， 
岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

13
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第2会場：3階　景雲の間

O-2群 新規手術法（演題：O-7～O-18） 10:00～12:00
座長：西池　季隆（大阪労災病院），比野平恭之（神尾記念病院）

O-7 Keystone areaの骨軟骨移行部の障害に対し半切肋骨移植を用いた鼻中隔軟骨の吊り上げ法
○宮脇　剛司1，川端　優也1，積山　真也1，梅田　　剛1，森山　　壮1，牧　　昌利2，飯村　慈朗3，
浅香　大也3，光吉　亮人3，森　　恵莉3，鴻　　信義3

1東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2横浜総合病院形成外科， 
3東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-8 医原性眼窩損傷に対する当院の取り組み
○山口　裕貴1，峯田　周幸2

1聖隷浜松病院頭頸部・眼窩顎顔面治療センター耳鼻咽喉科，2浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-9 病態に応じた上顎洞迷入インプラント摘出術
○佐藤　公則1,2，梅野　博仁1

1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， 
2久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-10 Open septorhinoplastyにおけるnasolabial angleの術中変化に対する検討
○森山　　壮1，積山　真也3，梅田　　剛3，宮脇　剛司3，飯村　慈朗2，浅香　大也2，鴻　　信義2

1東京慈恵会医科大学柏病院形成外科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室， 
3東京慈恵会医科大学附属病院形成外科

O-11 演題取り下げ

O-12 睡眠呼吸障害に対する最近の鼻科手術の効果
○久松　建一1，工藤　逸大2，牧山　　清2，松崎　洋海2，友松　裕貴2

1久松耳鼻咽喉科医院/土浦いびき・睡眠呼吸障害センター， 
2日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

O-13 OSAにたいする鼻閉手術の効果の検討
○千葉伸太郎1,2

1太田睡眠科学センター，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-14 重症好酸球性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術
○比野平恭之1，森　　智昭2，渡邊　　荘3，石井　賢治1，三浦康士郎1，神尾　友信1

1神尾記念病院耳鼻咽喉科，2昭和大学江東豊洲病院耳鼻咽喉科， 
3国立国際医療研究センター国府台病院耳鼻咽喉科

O-15 歯性上顎洞炎手術症例の検討
○伊東　明子，中屋　宗雄，熊田　純子，木田　　渉
東京都立多摩総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-16 当院で行った内視鏡下経鼻的下垂体手術の合併症についての検討
○中村　陽祐1，藤井　太平1，福島　　慶2，竹内　裕美1

1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， 
2国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-17 術後性上顎嚢胞に対する内視鏡下鼻内手術―有茎粘骨膜フラップの有用性―
○青木　　聡1，宮下　恵祐1，細川　　悠1，大村　和弘3，春名　眞一2，田中　康広1

1獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科，2獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科， 
3東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科

O-18 内視鏡下鼻副鼻腔手術の教育
○西池　季隆，大島　一男，上塚　　学，道場　隆博，小幡　　翔，大谷　志織，佐々　暢亜， 
梅田　直暉，河辺　隆誠
大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第2会場：3階　景雲の間

O-3群 感染症（1）（演題：O-19～O-24） 13:30～14:30
座長：飯田　政弘（東海大学）

O-19 当院で経験した浸潤性副鼻腔真菌症の4例
○宮下　恵祐1，細川　　悠1，青木　　聡1，大村　和弘1,2，春名　眞一3，田中　康広1

1獨協医科大学埼玉医療センター，2東京慈恵会医科大学附属病院，3獨協医科大学附属病院

O-20 鼻性視神経炎における視力予後因子の検討　早期外科治療の有効性
○細川　　悠1，大村　和弘1,2，青木　　聡1，宮下　恵祐1，春名　眞一3，田中　康広1

1獨協医科大学埼玉医療センター，2東京慈恵会医科大学附属病院，3獨協医科大学病院

O-21 浸潤型副鼻腔真菌症8例の検討
○山形　真理1，生島　寛享1，渡邊　健一1，野村　和弘2，香取　幸夫1

1東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科，2東北ろうさい病院

O-22 眼症状を来した鼻副鼻腔疾患の臨床的検討
○後藤　隆史，中村　　雄，梶原　　啓，東野　哲也
宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-23 鼻性視神経症をきたした浸潤型副鼻腔真菌症8例の検討
○宮丸　　悟1，讃岐　徹治1,2，西本　康兵1，折田　頼尚1

1熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2名古屋市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-24 歯性上顎洞炎の歯科治療介入による短期治療成績の検討
○武田　桃子1，森　　恵莉2，光吉　亮人2，関根　瑠美2，高石　慎也2，飯村　慈朗2，高倉　育子3，
小泉　桃子3，林　　勝彦3，鴻　　信義2

1東京都保健医療公社豊島病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室， 
3東京慈恵会医科大学歯科学教室
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第3会場：3階　瑞雲の間

O-4群 鼻出血（1）・新規治療法（演題：O-25～O-37） 10:00～12:10
座長：朝子　幹也（関西医科大学），上條　　篤（山梨大学）

O-25 オスラー病患者における鼻出血治療と満足度の調査
○米井　辰一1，端山　昌樹2，前田　陽平2，赤澤　仁司2，武田　和也3，津田　　武2，猪原　秀典2

1市立東大阪医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学， 
3大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科

O-26 医療用吸水スポンジを用いた他科医師が行う鼻出血止血法についての検討
○佐藤　有記1,2，米崎　雅史1，御厨　剛史1,3

1社会医療法人天神会古賀病院21耳鼻咽喉科，2佐賀大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座， 
3山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学

O-27 入院加療を要した鼻出血症例の検討
○坂東　伸幸，後藤　　孝，市川　晴之，河野　通久
北斗病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-28 当科における入院鼻出血症例の検討
○栗山　達朗，乾　　崇樹，寺田　哲也，吉田　卓也，鈴木　倫雄，稲中　優子，河田　　了
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-29 眼科で経験した涙嚢鼻腔吻合術後の鼻出血
○鈴木　　亨1，高橋　　辰2

1鈴木眼科クリニック，2高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック

O-30 短期滞在手術における術後出血の検討
○川村　繁樹1，馬場　　奨1，河本　光平2

1川村耳鼻咽喉科クリニック，2かわもと耳鼻咽喉科クリニック

O-31 オスラー病における鼻出血重症度スコアの有用性
○端山　昌樹1，前田　陽平1，赤澤　仁司1，岡崎　鈴代2，武田　和也1,2，津田　　武1，猪原　秀典1

1大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，2大阪市総合医療センター耳鼻咽喉科

O-32 鼻粘膜皮膚置換術後にみられる再出血部位の検討
○市村　恵一
石橋総合病院

O-33 重症気管支喘息合併好酸球性副鼻腔炎に対する抗体治療薬の効果
○朝子　幹也1，小林　良樹2，高田真紗美1，岩井　　大2

1関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-34 重症喘息に併発した好酸球性副鼻腔炎に対する抗IL-5抗体mepolizumabの臨床効果
○洲崎　勲夫1，田中　明彦2，水吉　朋美1，新井　佐和1，田中　義人1，徳留　卓俊1，平野康次郎1,3，
嶋根　俊和1,4，比野平恭之1，小林　一女1

1昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座，2昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科， 
3昭和大学頭頸部腫瘍センター，4神尾記念病院

O-35 好酸球性副鼻腔炎に対するbenralizumabの効果
○松山　敏之，西岡　由樹，近松　一朗
群馬大学耳鼻咽喉頭頸部外科

O-36 気管支喘息に合併する慢性副鼻腔炎に対するmepolizumabの臨床効果の検討
○井田沙絵子，高橋　英里，菊地さおり，飯野ゆき子
東京北医療センター

O-37 好酸球性副鼻腔炎に対する抗IL-5抗体の有効性
○上條　　篤1,2，初鹿　恭介1，杣　　知之3，吉川沙耶花2，代永　孝明1，五十嵐　賢1，加瀬　康弘2，
増山　敬祐1

1山梨大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科/アレルギーセンター， 
2埼玉医科大学耳鼻咽喉科/アレルギーセンター， 
3埼玉医科大学呼吸器内科/アレルギーセンター

第3会場：3階　瑞雲の間

O-5群 悪性腫瘍（1）（演題：O-38～O-44） 13:30～14:40
座長：和田　弘太（東邦大大森病院）

O-38 上顎洞真菌症を合併したメトトレキサート関連リンパ増殖症疾患の1例
○吉野　綾穂1，小町　太郎1，大久保由布1，久家　純子1，長谷川賢作1，大久保公裕2

1日本医科大学千葉北総病院，2日本医科大学

O-39 鼻出血より偶然認めた多型低悪性度腺癌の1例
○木村　直幹，西村　　在，木村　隆浩，太田　一郎，上村　裕和，北原　　糺
奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-40 甲状腺乳頭癌上顎洞転移の一例
○新村　　一，森　　恵莉，関根　瑠美，光吉　亮人，鄭　　雅誠，浅香　大也，小島　博己， 
鴻　　信義
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-41 副鼻腔骨髄肉腫（myeloid sarcoma）の一例
○鈴木　　淳1,2,3，野村　和弘1,4，菅原　　充2，香取　幸夫1

1東北大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科，2東北公済病院耳鼻咽喉科， 
3いわき市立総合磐城共立病院耳鼻咽喉科，4東北労災病院耳鼻咽喉科
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O-42 急性骨髄性白血病長期寛解後に鼻腔顆粒球肉腫として再発した1例
○新堀　香織，佐々木崇暢，池田　　良，池田　正直，堀井　　新
新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-43 両側網膜芽細胞腫治療後の二次癌として発生したと想定された鼻腔平滑筋肉腫の1例
○坂本　結衣，石野　岳志，高原　大輔，石橋　卓弥，竹野　幸夫
広島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-44 鼻腔原発移行上皮癌に対する内視鏡下鼻内手術の治療経験
○中森　基貴，竹内　裕美，中村　陽祐，森崎　剛史，小山　哲史，藤原　和典
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3会場：3階　瑞雲の間

O-6群 悪性腫瘍（2）（演題：O-45～O-54） 14:40～16:20
座長：高原　　幹（旭川医科大学），渡邊　　毅（長崎大学）

O-45 鼻副鼻腔乳頭腫の腫瘍マーカーとしての血中SCC抗原の検討
○北村　嘉章，神村盛一郎，松田　和徳，武田　憲昭
徳島大学医学部耳鼻咽喉科

O-46 頬部しびれ感を初発症状とした進行肺腺癌の1例
○市川　晴之1，坂東　伸幸1，後藤　　孝1，朝日　淳仁2，原渕　翔平3，河野　通久3，原渕　保明3

1北斗病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2北斗病院総合診療科，3旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-47 Modified TEMMを施行した上顎洞内反性乳頭腫51例の検討
○鈴木　元彦，尾崎　慎哉，村上　信五
名古屋市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科

O-48 鼻副鼻腔内反性乳頭腫の手術症例の検討
○森倉　一朗，青井　典明，清水　保彦，淵脇　貴史，川内　秀之
島根大学医学部耳鼻咽喉科

O-49 当科における鼻副鼻腔乳頭腫の治療経験
○藤井　博則1，橋本　　誠1，沖中　洋介1，御厨　剛史2，山下　裕司1

1山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科，2医療法人天神会古賀病院21耳鼻咽喉科

O-50 当院における片側性副鼻腔陰影の手術症例の検討
森下　裕之，竹尾　　哲
市立四日市病院耳鼻咽喉科

O-51 内視鏡下に摘出したglomangiopericytomaの一例
○荒木　大輔1，吉崎　智貴1，上村　明寛1，畑山　尚生1，原渕　保明2

1北海道厚生連旭川厚生病院，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科



―（189）   ―

日 鼻 誌 57（3），2018

19

O-52 総鼻道発生腫瘍に対する広範切除及び粘膜再建の手術例
○鄭　　雅誠1,2，浅香　大也1,2，斎藤　翔太1,2，加藤　孝邦1,2，小島　博己2，鴻　　信義2

1SUBARU健康保険組合太田記念病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

O-53 当院における嗅神経芽細胞腫に対する内視鏡下鼻内頭蓋底手術の現状と問題点
○渡邊　　毅1，中尾　信裕1，吉見　龍二1，讃岐　徹治2，金子　賢一1

1長崎大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2名古屋市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-54 当科における鼻腔・副鼻腔原発神経内分泌癌の検討
○関根　一郎，岸部　　幹，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

第4会場：2階　北斗の間

O-7群 悪性腫瘍（3）（演題：O-55～O-65） 10:00～11:50
座長：小林　一女（昭和大学），横井　秀格（杏林大学）

O-55 当院における鼻副鼻腔乳頭腫の治療成績
○源馬　亜希1，飯村　慈朗3，井上　大介1，近藤　　農1，三浦　正寛1，千葉伸太郎1，太田　史一1，
小島　博己2，鴻　　信義2

1太田総合病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科， 
3東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科

O-56 当科において鼻副鼻腔内反性乳頭腫に対して適応した手術手技の検討
○西堀　丈純1，若岡　敬紀2，林　　寿光1，久世　文也1，青木　光広1，伊藤　八次1

1岐阜大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2大垣市民病院頭頸部・耳鼻いんこう科

O-57 CT値測定による鼻副鼻腔扁平上皮癌と内反性乳頭腫鑑別の試み
○東　　咲波，菊田　　周，吉田　昌史，堀切　教平，清水　裕也，籠谷　領二，安藤　瑞生， 
近藤　健二，山岨　達也
東京大学医学部耳鼻咽喉科

O-58 当院における嗅神経芽細胞腫の治療方針と成績
○中薗　　彬1，中丸　裕爾1，鈴木　正宣1，水町　貴諭1，高木　　大2，本間　明宏1

1北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科頭頸部外科，2JA北海道厚生連札幌厚生病院耳鼻咽喉科

O-59 当科で治療した鼻副鼻腔肉腫の検討
○山下　　懐，上原　貴行，比嘉　朋代，當山　昌邦，鈴木　幹男
琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-60 当院で経験した鼻副鼻腔発生のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫と節外性NK/T細胞リンパ腫，鼻型
の比較検討
○田中　大貴1，森　　恵莉2，斎藤　翔太3，関根　瑠美2，光吉　亮人2，鄭　　雅誠3，浅香　大也2，
小島　博己2，鴻　　信義2

1東京慈恵会医科大学附属柏病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科学教室，
3SUBARU健康保険組合太田記念病院耳鼻咽喉科
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O-61 副鼻腔原発悪性リンパ腫5例の検討
○佐藤　遼介1，熊井　琢美1,2，岸部　　幹1，高原　　幹1，片田　彰博1，林　　達哉1,2， 
原渕　保明1

1旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学

O-62 鼻副鼻腔扁平上皮癌に対する肉眼的腫瘍体積による予後予測
○鈴木　秀典，西川　大輔，別府慎太郎，小出　悠介，寺田　星乃，西川　大祐，花井　信広
愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科

O-63 当科における鼻副鼻腔癌症例の検討～特に上顎洞扁平上皮癌について～
○能田　拓也，高岡　勇稀，川上　　理，下出　祐造，辻　　裕之
金沢医科大学頭頸部甲状腺外科

O-64 当科における進行上顎洞癌に対する超選択的動注化学療法併用放射線治療の成績
○真栄田裕行，金城　秀俊，上里　　迅，安慶名信也，當山　昌那，比嘉　朋代，上原　貴行， 
山下　　懐，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-65 鼻性NK/T細胞リンパ腫に対する放射線同時併用動注化学療法
○脇坂　理紗，高原　　幹，長門　利純，岸部　　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

第4会場：2階　北斗の間

O-8群 手術法（1）（演題：O-66～O-71） 13:30～14:30
座長：大島　猛史（日本大学）

O-66 後鼻神経末梢枝切断術の有効性の検討
○梅本　真吾，立山　香織，鈴木　正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科

O-67 後鼻漏症状を有する慢性鼻炎症例の手術治療による症状変化
○川野　健二，黄川田　徹，荒木　康智，原　亜希子，内田　哲郎
鼻のクリニック東京

O-68 局所麻酔下日帰り手術における後鼻神経切断術の水中手術の工夫について
○河本　光平
かわもと耳鼻咽喉科クリニック

O-69 empty nose syndromeに対する鼻腔底形成術
○牛尾　宗貴1，石丸　純子2，小村さやか3，鈴木　光也1

1東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科，2NTT東日本関東病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3JCHO東京山手メディカルセンター耳鼻咽喉科
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O-70 日帰り・局所麻酔での鼻副鼻腔内視鏡手術における鎮静薬の検討 
―極量の塩酸デクスメデトミジンでの鎮静―
○金子　敏彦
金子耳鼻咽喉科

O-71 日帰り局麻手術にこだわった睡眠時無呼吸症を合併した口蓋裂症例に対する鼻腔形態手術の1例
○大岡　久司
大岡医院稲荷診療所

第4会場：2階　北斗の間

O-9群 良性腫瘍（1）（演題：O-72～O-80） 14:40～16:10
座長：小川　　郁（慶應義塾大学），吉川　　衛（東邦大学医療センター大橋病院）

O-72 くしゃみによって生じた眼窩気腫の一例
○篠原　　宏，清水　啓成，菱村　祐介，中野　光花，吉田沙絵子
河北総合病院耳鼻咽喉科

O-73 鼻腔内に萠出を認めた乳児逆性過剰歯牙の1例
○利國桂太郎，富永　健裕
国家公務員共済組合連合会立川病院

O-74 眼窩骨膜下膿瘍が疑われたが眼窩骨膜下血腫であった1例
○土定　靖典，上野　貴雄，吉崎　智一
金沢大学付属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-75 前篩骨動脈を温存し鼻内内視鏡下に眼窩上方へアプローチした眼窩骨膜下血腫の1例
○進　　保朗1，御厨　剛史3，梅野　博仁2

1公立八女総合病院耳鼻咽喉科，2久留米大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座， 
3古賀病院21耳鼻咽喉科

O-76 鼻副鼻腔に3種類の腫瘍を合併した好酸球性副鼻腔炎の1例
○寒川　　泰，秋山　貢佐，星川　広史
香川大学医学部耳鼻咽喉科

O-77 動眼神経単独麻痺をきたした蝶形骨嚢胞の1例
○菱村　祐介，清水　啓成，篠原　　宏，吉田沙絵子，中野　光花
河北総合病院耳鼻咽喉科

O-78 鼻腔後方より発生したSeromucinous Hamartomaの1例
○西間木宏舞1，山辺　　習2

1太田西ノ内病院，2寿泉堂綜合病院
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O-79 下鼻甲介に発生した骨血管腫の一例
○竹田　和世1,2，西嶌　大宣1，越智　　篤3，岸本　誠司1

1亀田総合病院耳鼻咽喉・頭頸部外科，2日本赤十字医療センター耳鼻咽喉科， 
3埼玉協同病院耳鼻咽喉科

O-80 鼻中隔粘膜より発生した多形腺腫の1例
○久保田圭一
JCHO北海道病院

第5会場：2階　錦糸の間

O-10群 感染症（2）・自己免疫疾患（1）（演題：O-81～O-93） 10:00～12:10
座長：塚原　清彰（東京医科大学），中丸　裕爾（北海道大学）

O-81 下壁型眼窩吹き抜け骨折に対する硬性再建の工夫
○高林　宏輔，長峯　正泰，藤田　豪紀
旭川赤十字病院耳鼻咽喉科

O-82 Pott’s puffy tumorの1例
○吉田　充裕，佐藤　進一
倉敷中央病院

O-83 内視鏡下鼻副鼻腔手術を行った鼻性眼窩内合併症の2例
○梅田　直暉，西池　季隆，大島　一男，上塚　　学，道場　隆博，小幡　　翔，大谷　志織， 
佐々　暢亜，河辺　隆誠，富山要一郎
大阪労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-84 歯根嚢胞をEndoscopic modified medial maxillectomy（EMMM）で摘出した歯性副鼻腔炎の1例
○平野康次郎，洲崎　勲夫，徳留　卓俊，新井　佐和，小林　一女
昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-85 眼症状がなく，硬膜炎で発症した浸潤型副鼻腔真菌症の1例
○増田　聖子1，草場　雄基1，植田　寛之1,2，岡崎　太郎1,2

1労働者健康安全機構熊本労災病院耳鼻咽喉科，2熊本大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-86 両側前頭開頭術の9年後に前頭洞炎から前頭部皮下膿瘍を来した1例
○池田　正直1，石岡孝二郎1，新堀　香織2，若杉　　亮1，池田　　良3，佐々木崇暢3，堀井　　新3

1新潟市民病院耳鼻いんこう科，2新潟県立新発田病院耳鼻咽喉科， 
3新潟大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-87 下位脳神経麻痺を来した浸潤性副鼻腔真菌症の1例
○井伊里恵子，田中　秀峰，宮本　秀高，和田　哲郎
筑波大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-88 診断に苦慮した上気道限局型多発血管炎性肉芽腫症における抗moesin抗体価の変動
○國井　直樹，飯沼　智久，櫻井　利興，大木　雄示，山崎　一樹，米倉　修二，茶薗　英明， 
櫻井　大樹，花澤　豊行，岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

O-89 IgG4に関連すると思われた慢性鼻副鼻腔炎の2症例
○谷口賢新郎1，太田　　康1，鈴木　光也1，蛭田　啓之2，北村　　真2

1東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科，2東邦大学医療センター佐倉病院病理診断科

O-90 眼窩内腫瘍に対して経鼻的に生検し，IgG4関連疾患が示唆された一例
○南　　隆二1，此枝　生恵1，小川　　郁2

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-91 診断に副鼻腔手術を要したIgG4関連眼疾患の2症例
○中西わか子，内山美智子，物部　寛子
日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科

O-92 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻副鼻腔手術を機にIgG4関連疾患と確定診断した1例
○古川　　傑，中村　泰介，一寸木宏和，森　　智昭
昭和大学江東豊洲病院耳鼻咽喉科

O-93 鼻腔粘膜病変を初期症状とした後天性表皮水疱症の一例
○武田　鉄平1，石井　　健2，河合　匡子2，梶原　理子1，大平　真也1，井上　彰子1，山田　由貴1，
松浦賢太郎1，長舩　大士1，和田　弘太1

1東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科，2東邦大学医療センター大森病院皮膚科

［平成30年9月28日（金）］

第2会場：3階　景雲の間

O-11群 基礎研究（1）（演題：O-94～O-106） 9:10～11:20
座長：阪本　浩一（大阪市立大学），竹野　幸夫（広島大学）

O-94 スギ・ヒノキ花粉症患者におけるスギ花粉舌下免疫療法のヒノキ花粉症に対する効果の免疫学的検討
○菊岡　弘高1，神前　英明1，松本　晃治1，戸嶋　一郎1，清水　志乃1，岡野　光博2，湯田　厚司1,3，
清水　猛史1

1滋賀医科大学耳鼻咽喉科，2国際医療福祉大学耳鼻咽喉科，3ゆたクリニック

O-95 ダニアレルギー舌下免疫療法の有効性の検証
○濱田　聡子1,2，小林　良樹2,3，河内　理咲2,3，神田　　晃2,3，朝子　幹也3,4，岩井　　大3

1関西医科大学香里病院耳鼻咽喉科，2関西医科大学附属病院アレルギーセンター， 
3関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科， 
4関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科頭頸部外科
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O-96 アレルギー疾患児におけるスギ花粉感作の検討
○川島佳代子1，佐々木崇博2，奥野　未佳1，山本　雅司1

1大阪はびきの医療センター耳鼻咽喉科，2大阪大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-97 就学時検診児におけるアレルギー疾患と睡眠障害実態調査
○兵　　行義，濱本　真一，雑賀　太郎，田所　宏章，原　　浩貴
川崎医科大学耳鼻咽喉科学

O-98 秋田市におけるスギ花粉飛散状況とCry J1の比較
○富澤　宏基，山田　俊樹，宮部　　結，齋藤　秀和，山田武千代
秋田大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-99 プロポリス摂取によるスギ花粉症症状の予防効果に関する検討
○米倉　修二，櫻井　利興，飯沼　智久，山崎　一樹，櫻井　大樹，花澤　豊行，岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

O-100 ナローバンドUVBがアレルギー性鼻炎モデルラットの鼻症状とヒスタミンH1受容体遺伝子発現亢進
に与える影響
○神村盛一郎1，北村　嘉章1，藤井　達也2，水口　博之3，福井　裕行4，武田　憲昭1

1徳島大学医学部耳鼻咽喉科，2JA高知病院耳鼻咽喉科，3大阪大谷大学薬学部薬理学講座， 
4徳島大学大学院医歯薬学研究部分子難治性疾患学

O-101 アレルギー性鼻炎における脂質メディエーターを介した鼻粘膜2型自然リンパ球の役割
○戸嶋　一郎，松本　晃治，山本小百合，清水　志乃，神前　英明，清水　猛史
滋賀医科大学医学部耳鼻咽喉科

O-102 粒子状物質（particulate matter; PM）の上・下気道や免疫応答に与える影響
○大西　俊範，平野　　滋，安田　　誠
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-103 細胞内カルシウムによるマウス鼻粘膜線毛運動の制御機構
○安田　　誠，呉本　年弘，村上賢太郎，乾　　隆昭，平野　　滋
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-104 ILC2活性化による鼻粘膜炎症への影響について
○森川　太洋，藤枝　重治
福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-105 好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎鼻粘膜における発現分子プロファイリング
○吉田加奈子，高林　哲司，坂下　雅文，意元　義政，加藤　幸宣，成田　憲彦，藤枝　重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-106 培養鼻粘膜上皮細胞を用いた家兎副鼻腔骨増生モデルによる前臨床研究の試み
○菊地　　瞬1,2，森野常太郎1,2，小島　博己1，鴻　　信義1

1東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室，2東京女子医科大学先端生命医科学研究所
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第3会場：3階　瑞雲の間

O-12群 嗅覚障害（演題：O-107～O-119） 9:10～11:20
座長：志賀　英明（金沢医科大学），山岨　達也（東京大学）

O-107 鼻手術周術期における嗅覚評価の試み
○浅間　洋二1,2

1あさま耳鼻咽喉科医院，2あさま研究所

O-108 当科における感冒後嗅覚障害の検討
○柴田　美雅1，鈴木　秀明2

1産業医科大学病院産業医臨床研修等指導教員，2産業医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-109 思春期における嗅覚同定能の調査“Open Essence”を用いて
○弦本　結香1,2，森　　恵莉1，関根　瑠美1，倉島　彩子1，鄭　　雅誠1，小島　博己1，鴻　　信義1

1東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科，2JCHO東京新宿メディカルセンター耳鼻咽喉科

O-110 高齢者の嗅覚と認知機能の関連～十日町いきいき健康調査の解析～
○佐々木崇暢，新堀　香織，池田　　良，池田　正直，堀井　　新
新潟大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-111 認知閾値改善を指標にした外傷後嗅覚障害の予後に影響する因子の検討
○長野源太郎，菊田　　周，堀切　教平，清水　裕也，籠谷　領二，近藤　健二，山岨　達也
東京大学医学部耳鼻咽喉科

O-112 嗅覚検査と認知機能検査の検討～岩木健康増進プロジェクト健診の結果から～
○三國谷由貴，佐々木　亮，後藤　真一，工藤　玲子，松原　　篤
弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座

O-113 日本における嗅覚障害患者に対するB-SIT（Brief smell identificaiton）結果の検討
○赤澤　仁司1,2，端山　昌樹1，津田　　武1，識名　　崇3，前田　陽平1，武田　和也4，猪原　秀典1

1大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学， 
2大阪大学医学部付属病院中央クオリティマネジメント部， 
3市立池田病院耳鼻いんこう科，4大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科

O-114 感冒後嗅覚障害の嗅覚予後と肥満との関連ついての検討
○堀切　教平，菊田　　周，東　　咲波，長野源太郎，清水　裕也，籠谷　領二，近藤　健二， 
山岨　達也
東京大学医学部耳鼻咽喉科

O-115 インスリン点鼻投与による嗅上皮障害後の再生促進効果について
○菊田　　周，堀切　教平，清水　裕也，籠谷　領二，上羽　瑠美，近藤　健二，山岨　達也
東京大学医学部耳鼻咽喉科
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O-116 呼吸性嗅覚障害の診断におけるT&T基準嗅力検査を用いたNasal decongestion testの有用性について
○松脇　由典1，満山知恵子1，大村　和弘1,2

1医療法人社団恵芳会松脇クリニック品川，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

O-117 光干渉断層計（Optical coherence tomography）による嗅粘膜評価
○上田　俊雄1，坂本　達則2，小林　正佳3，桑田　文彦1，石川　正昭4，中川　隆之1，大森　孝一1

1京都大学大学院医学研究科，2北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科， 
4兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-118 嗅神経性嗅覚障害における食事を利用した嗅覚刺激療法の比較研究
○志賀　英明1，經田　香織2，山崎　憲子2，岡本　一宏2，影近　謙治3，三輪　高喜1

1金沢医科大学医学部耳鼻咽喉科学，2金沢医科大学病院心身機能回復技術部門， 
3金沢医科大学リハビリテーション医学

O-119 原因不明および加齢による嗅覚障害に対する嗅覚刺激療法の効果
○奥谷　文乃1，小林　泰輔2，伊藤　広明2，吉田　真夏2，兵頭　政光2

1高知大学医学部地域看護学講座，2高知大学医学部耳鼻咽喉科学講座

第3会場：3階　瑞雲の間

O-13群 手術法（2）（演題：O-120～O-126） 14:00～15:10
座長：肥塚　　泉（聖マリアンナ医科大学），鈴木　正志（大分大学）

O-120 小児における後鼻孔狭窄，閉鎖の取り扱いについて
○馬場信太郎
東京都立小児総合医療センター耳鼻咽喉科

O-121 小児上顎洞性後鼻孔ポリープに対するEndoscopic Modified Medial Maxillectomyの適用
○弦本　惟郎1,2，飯村　慈朗1,2，露無　松里1,2，中島　庸也1，小島　博己2，鴻　　信義2

1東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

O-122 術中超音波検査を用いた鼻骨骨折整復術
○佐藤　廣仁1，野本　美香1，鈴木　　亮1，鈴木　俊彦1，垣野内　景1，鹿野　真人2，野本　幸男2，
室野　重之1

1福島県立医科大学耳鼻咽喉科，2大原綜合病院耳鼻咽喉科

O-123 当科において手術加療を行った眼窩骨折の検討
○常見　泰弘，阿久津　誠，石井　健太，柏木　隆志，春名　眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科
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O-124 当院における鼻中隔外鼻形成術症例の検討
○飯村　慈朗1，積山　真也3，梅田　　剛3，関根　瑠美2，光吉　亮人2，高石　慎也2，大村　和弘2，
森　　恵莉2，宮脇　剛司3，小島　博己2，鴻　　信義2

1東京歯科大学市川総合病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科， 
3東京慈恵会医科大学形成外科

O-125 歯性上顎洞炎の診断と治療に関するアンケート調査
○奥野　未佳1，端山　昌樹2，前田　陽平2，川島佳代子1，武田　和也2,3，津田　　武2，猪原　秀典2

1大阪はびきの医療センター耳鼻咽喉科，2大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，
3大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科

O-126 当科におけるThiel法固定を用いた内視鏡下鼻副鼻腔手術cadaver実習
○阿部　靖弘，鈴木　祐輔，齊藤　史明，倉上　和也，欠畑　誠治
山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

第4会場：2階　北斗の間

O-14群 手術法（3）（演題：O-127～O-139） 9:10～11:20
座長：出島　健司（京都第二赤十字病院）， 
　　　山下　裕司（山口大学）

O-127 頭頸部癌再建術後の涙のう鼻腔吻合術
○竹林　宏記1，都築　建三2，岡　　秀樹3，児島　雄介4，橋本　健吾2，三浦（雪辰）依子5， 
岡崎　　健2，阪上　雅史2

1大阪みなと中央病院耳鼻咽喉科，2兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，3宝塚市立病院耳鼻咽喉科， 
4毛利耳鼻科，5NTT西日本大阪病院耳鼻咽喉科

O-128 鼻涙管閉塞を契機に，総涙小管閉塞に進展した症例への内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術
○高原　慎一，安井　理絵
加古川中央市民病院耳鼻咽喉科

O-129 当科で経験した視神経障害を呈した鼻副鼻腔疾患の検討
○阿久津　誠，柏木　隆志，常見　泰弘，平林　秀樹，春名　眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-130 タフポンジ®の有用性（第一報）　局麻鼻手術での使用経験
○中上　桂吾1，貞安　　令2，比野平恭之3

1平井すばるクリニック耳鼻咽喉科，2東京女子医科大学東医療センター耳鼻咽喉科， 
3神尾記念病院耳鼻咽喉科

O-131 周術期における抗血栓療法がもたらす内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後出血リスクの検討
○野田　実里1，檜垣　貴哉1，小山　貴久1，村井　　綾1，野田　洋平1，假谷　　伸1，岡野　光博2，
西﨑　和則1

1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，2国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科
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O-132 当院での日帰り内視鏡下鼻副鼻腔手術における手術支援機器の工夫
○達富　真司，細田　泰男，藤田　京子，梅田　裕生
細田耳鼻科EARCLINIC

O-133 著明な嗅裂病変に対するシリコンシート留置の工夫
○村上　亮介，細矢　　慶，鈴木　宏隆，佐藤　一樹，中石　　柾，大久保公裕
日本医科大学耳鼻咽喉科

O-134 ESSにおける喉頭微細手術用器械の有用性
○関根　基樹，斎藤　弘亮，金田　将治，山本　　光，飯田　政弘
東海大学耳鼻咽喉科

O-135 当科における両側性慢性副鼻腔炎再手術症例の検討
○出島　健司，内田　真哉，斎藤　淳志，村上　　怜，森本　寛基
京都第二赤十字病院耳鼻咽喉科

O-136 バセドウ病眼症減圧手術に関連する難治性副鼻腔炎に対し，内視鏡下副鼻腔手術を行った3例の検討
○蓼原　　瞬，井之口　豪，古閑　紀雄，藤尾　久美，丹生　健一
神戸大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-137 当院における鼻閉に対する鼻骨骨切り術を併用した鼻中隔外鼻形成術の治療経験
○宮本　秀高1，田中　秀峰1，井伊里恵子1，佐々木　薫2，和田　哲郎1

1筑波大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2筑波大学形成外科

O-138 当科におけるEndoscopic modified medial maxillectomy 44例の統計と手術時の工夫
○北山　一樹1，赤澤　仁司2，津田　　武2，識名　　崇1

1市立池田病院耳鼻いんこう科，2大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-139 難治性前頭洞嚢胞に対する人工骨充填手術
○多田　靖宏1，谷　亜希子1,2，垣野内　景1，大河内幸男1

1福島赤十字病院耳鼻咽喉科鼻副鼻腔センター，2谷病院耳鼻咽喉科

第4会場：2階　北斗の間

O-15群 良性腫瘍（2）（演題：O-140～O-148） 14:00～15:30
座長：大森　孝一（京都大学），鈴木　幹男（琉球大学）

O-140 キリアン氏手術で摘出した前頭洞骨腫の一例
○松本　　悠1，和田　　昂2，生駒　　亮1，折舘　伸彦2

1横浜南共済病院，2横浜市立大学附属病院

O-141 Hydrodebriderが有用であった前頭洞嚢胞の2症例
○齊藤　史明，鈴木　祐輔，阿部　靖弘，倉上　和也，欠畑　誠治
山形大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-142 歯原性角化のう胞に対してESSを施行したGorlin症候群の1例
○新田　義洋1,2，鈴木　立俊2，山下　　拓2，大木　幹文3

1大和市立病院耳鼻咽喉科，2北里大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科， 
3北里大学メディカルセンター耳鼻咽喉科

O-143 内視鏡下副鼻腔手術を施行した蝶形骨洞乳頭腫の2症例
○高倉　大匡，舘野　宏彦，將積日出夫
富山大学大学院医学薬学研究部耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-144 血管栓塞後に摘出した若年性血管線維腫の2症例
柏木　隆志，常見　泰弘，○阿久津　誠，金谷　洋明，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

O-145 冠状切開によるアプローチが有用であった前頭洞嚢胞の一症例
○石井　健太，常見　泰弘，阿久津　誠，柏木　隆志，後藤　一貴，金谷　洋明，平林　秀樹， 
春名　眞一
獨協医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-146 Gasket seal法および有茎鼻中隔粘膜弁を用いて頭蓋底再建を行った髄膜瘤経鼻的手術症例
○森田　瑞樹1，朝子　幹也2，高田真紗美2，阪本　大樹1，嶋村　晃宏1，岩井　　大1

1関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-147 内反性乳頭腫合併が術後に判明し再手術を要した2例
○小町　太郎1，吉野　綾穂1，細矢　　慶2，大久保由布1，久家　純子1，長谷川賢作1，大久保公裕2

1日本医科大学千葉北総病院耳鼻咽喉科，2日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科

O-148 翼口蓋窩に発生した三叉神経鞘腫の一例
中尾　信裕，○渡邊　　毅，金子　賢一
長崎大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

第5会場：2階　錦糸の間

O-16群 悪性腫瘍（4）（演題：O-149～O-161） 9:10～11:20
座長：東野　哲也（宮崎大学），峯田　周幸（浜松医科大学）

O-149 印環細胞癌の眼窩内転移に対して内視鏡下鼻副鼻腔手術を施行し，自覚症状改善を認めた一例
○鶴田　幸之，前田　陽平，端山　昌樹，津田　　武，赤澤　仁司，猪原　秀典
大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-150 内視鏡下に摘出した鼻中隔腺様嚢胞癌の一例
○松永　崇志1,2，梅本　真吾1，鈴木　正志1

1大分大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2医療法人豊泉会豊永耳鼻咽喉科医院
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O-151 上顎部分切除術に硬口蓋粘骨膜弁を用いて閉鎖を行った鼻腔腫瘍の二例
○井上由佳理1，大村　和弘1,3，青木　　聡1，宮下　恵祐1，細川　　悠1，穴澤卯太郎1，春名　眞一2，
田中　康広1

1獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科，2獨協医科大学耳鼻咽喉科， 
3東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科

O-152 涙嚢肉腫の1例
○寺西　裕一，横田知衣子，亀井優嘉里，神田　裕樹，高野さくらこ，井口　広義
大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学

O-153 2度の内視鏡手術で摘出した衛星病変を伴う悪性黒色腫症例
○浦口　健介1，小桜　謙一1，土井　　彰1，赤木　博文2，田村　耕三1

1高知医療センター耳鼻咽喉科，2南岡山医療センター

O-154 頭蓋底手術を施行した鼻腔原発腸管型腺癌の1例
○中村　和樹，香取　幸夫
東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-155 蝶形骨洞癌の放射線治療後に内頸動脈仮性動脈瘤の破裂と蝶口蓋動脈から出血をきたした1症例
○三橋　拓之，三橋　亮太，永田　　圭，梅野　博仁
久留米大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-156 鼻中隔に発生した平滑筋肉腫の一症例
○野口　直哉，東海林　史，角田梨紗子，鈴木　貴博，粟田口敏一，太田　伸男
東北医科薬科大学耳鼻咽喉科

O-157 上顎洞原発NUT midline carcinomaの1例
○山内　智彦，西野　　宏
自治医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

O-158 重粒子線治療を行った副鼻腔癌の4症例。難渋した合併症の経過
○藤井　太平，中村　陽祐，竹内　裕美
鳥取大学医学部耳鼻咽喉科

O-159 重粒子線治療目的で当科を受診した鼻腔粘膜悪性黒色腫症例の検討
○古川まどか
神奈川県立がんセンター頭頸部外科

O-160 ニボルマブが著効した上顎癌の一症例
○折田　浩志，竹本　　剛，岡崎　吉紘
山口県立総合医療センター耳鼻咽喉科

O-161 ニボルマブが著効を示した再発上顎扁平上皮癌の一例
○西川　大祐，鈴木　秀典，寺田　星乃，花井　信広
愛知県がんセンター中央病院頭頸部外科
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［平成30年9月29日（土）］

第3会場：3階　瑞雲の間

O-17群 基礎研究（2）（演題：O-162～O-166） 9:10～10:00
座長：田中　康広（獨協医科大学越谷病院）

O-162 3Dカメラを用いた外鼻の腫脹改善の検討
○梅田　　剛1，積山　真也1，森山　　壮1，牧　　昌利1，飯村　慈朗2，浅香　大也2，鴻　　信義2，
宮脇　剛司1

1東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-163 眼窩内腫瘤の診断における経鼻腔アプローチの有用性の検討
○安藤　友希，竹野　幸夫，高原　大輔，西田　　学，久保田和法，樽谷　貴之，佐々木　淳， 
服部　貴好，坂本　結衣，石野　岳志
広島大学耳鼻咽喉科学頭頸部外科学

O-164 共分散構造分析による小児鼻疾患の症状とQOLの因果モデル構築
○荒木　康智1,2

1鼻のクリニック東京，2慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

O-165 副鼻腔炎による顔面温度の変化
○石丸　　正
医療法人社団耳順会ひょうたん町耳鼻咽喉科医院

O-166 画像解析による副鼻腔真菌症の発生要因の検討
○西嶌　大宣1,2，近藤　健二1，山本　高久3，藤本　千里1,4，山岨　達也1

1東京大学医学部耳鼻咽喉科，2亀田総合病院耳鼻咽喉科，3岐阜工業高等専門学校機械工学科， 
4東京逓信病院耳鼻咽喉科

第3会場：3階　瑞雲の間

O-18群 基礎研究（3）（演題：O-167～O-179） 10:00～12:10
座長：松原　　篤（弘前大学），吉崎　智一（金沢大学）

O-167 鼻茸組織に対するDNaseの作用
○齋藤　秀和，宮部　　結，山田武千代
秋田大学医学部医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

O-168 好酸球性副鼻腔炎における下気道評価方法についての検討
○鈴木　倫雄，吉田　卓也，乾　　崇樹，寺田　哲也，河田　　了
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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O-169 上皮由来サイトカイン（IL-25，IL-33，TSLP）産生におけるNADPH酸化酵素の役割
○神前　英明，松本　晃司，戸嶋　一郎，清水　猛史
滋賀医科大学医学部耳鼻咽喉科

O-170 好酸球性副鼻腔炎におけるTRPチャネルの発現
○加藤　幸宣，高林　哲司，二之宮貴裕，吉田加奈子，森川　太洋，意元　義政，藤枝　重治
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-171 好酸球性副鼻腔炎病態におけるSEMA4Dの機能解析
○津田　　武，前田　陽平，武田　和也，赤澤　仁司，端山　昌樹，猪原　秀典
大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-172 副鼻腔炎粘膜におけるレドックス制御機構とスカベンジャー受容体の発現について
○高原　大輔，西田　　学，久保田和法，石橋　卓弥，石野　岳志，竹野　幸夫，平川　勝洋
広島大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-173 好酸球性副鼻腔炎におけるペリオスチンアイソフォームの検討
○二之宮貴裕，加藤　幸宣，意元　義政，高林　哲司，藤枝　重治
福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-174 ホスホリルコリン経鼻免疫応答におけるコレラトキシンとpoly（I:C）のアジュバント効果の相違
○地村　友宏，大堀純一郎，永野　広海，川畠　雅樹，牧瀬　高穂，黒野　祐一
鹿児島大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-175 EBウイルス陽性鼻性NK/T細胞リンパ腫に対するペプチドワクチン療法の開発
○原渕　翔平1,3，熊井　琢美1,2，長門　利純1，林　　達哉2，原渕　保明1

1旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学， 
3旭川医科大学病理学講座免疫病理分野

O-176 当院における鼻副鼻腔乳頭腫のHPV感染状況の検討
○上野　貴雄，吉崎　智一
金沢大学医薬保健研究域医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-177 次世代シークエンサーを用いた慢性副鼻腔炎の鼻腔内マイクロバイオーム解析
○木戸口正典1,2，二之宮貴裕1，野口恵美子2，藤枝　重治1

1福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2筑波大学医学医療系遺伝医学

O-178 仔マウスにおける肺炎球菌の鼻咽腔保菌に受動喫煙が及ぼす影響
○村上　大地，河野　正充，酒谷　英樹，保富　宗城
和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-179 電子顕微鏡所見にて診断した原発性線毛運動不全症の3例
○竹内　万彦
三重大学医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科
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第4会場：2階　北斗の間

O-19群 新規診断法（演題：O-180～O-188） 9:10～10:40
座長：大木　幹文（北里大学メディカルセンター），都築　健三（兵庫医科大学）

O-180 コンビームCT画像を用いた客観的鼻閉症状評価の試み
○鈴木　祐輔，阿部　靖弘，斎藤　史明，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-181 鼻弁狭窄のCT解析による動的評価
○積山　真也1，宮脇　剛司1，梅田　　剛1，飯村　慈朗2，浅香　大也2，森　　恵莉2，鴻　　信義2

1東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-182 音響鼻腔計測検査および鼻腔通気度検査を用いたSeptorhinoplastyの評価
○野本　美香，鈴木　　亮，鈴木　俊彦，佐藤　廣仁，垣野内　景，室野　重之
福島県立医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-183 鼻閉患者における日常の鼻腔局所療法の選択について
○大木　幹文1，大橋健太郎1,2，宮下　圭一1,2，中村　吉成1,2，鈴木　立俊2

1北里大学メディカルセンター耳鼻咽喉科，2北里大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-184 好酸球性副鼻腔炎における篩骨洞好酸球浸潤についての検討
○乾　　崇樹，寺田　哲也，鈴木　英祐，栗山　達朗，吉田　卓也，鈴木　倫雄，河田　　了
大阪医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-185 SNOT-22を用いた好酸球性副鼻腔炎の術後評価と管理
○荻野枝里子，廣芝　新也
ひろしば耳鼻咽喉科・京都みみはな手術センター

O-186 副鼻腔CTにおける頭蓋底の評価（Keros分類と前篩骨動脈の走行に着目して）
○藤崎　倫也1，坂田　正行1，長井　美樹1，前田　陽平2，端山　昌樹2

1堺市立総合医療センター，2大阪大学医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-187 慢性副鼻腔炎における術前，術中，術後所見の関連性
○都築　建三，橋本　健吾，岡崎　　健，阪上　雅史
兵庫医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-188 術中内視鏡所見からみた慢性副鼻腔炎の再発性の検討
○橋本　健吾，都築　建三，岡崎　　健，阪上　雅史
兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科
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第4会場：2階　北斗の間

O-20群 副鼻腔炎（1）（演題：O-189～O-197） 10:40～12:10
座長：北原　　糺（奈良県立医科大学），春名　眞一（獨協医科大学）

O-189 ステロイド含有鼻うがいの安全性と効果性の検討
○若山　　望1，吉野　綾穂2，小町　太郎2，村上　亮介3，細矢　　慶3，鈴木　宏隆1,3，松根　彰志2，
大久保公裕3

1日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科，2日本医科大学千葉北総病院耳鼻咽喉科， 
3日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-190 手術加療を行った片側性副鼻腔病変の検討
○山田光一郎1，池田　浩己1,2，林　　泰之1，中平　真衣1，谷上　由城1，本多　啓吾1，暁　久美子1，
木村　俊哉1，三浦　　誠1

1日本赤十字社和歌山医療センター耳鼻咽喉科，2池田耳鼻いんこう科院

O-191 好酸球性副鼻腔炎・非好酸球性副鼻腔炎の患者背景に関する比較検討
○前田　陽平1，竹村　和哉1，中谷　彩香2，端山　昌樹1，津田　　武1，武田　和也3，赤澤　仁司1，
猪原　秀典1

1大阪大学医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，2大阪警察病院耳鼻咽喉科， 
3大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科

O-192 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻内副鼻腔手術の予後についての検討
○井上なつき，横井佑一郎，葉山　奈々，両角　尚子，高畑　喜臣，久保田俊輝，吉川　　衛
東邦大学医療センター大橋病院耳鼻咽喉科学講座

O-193 NSAIDs過敏喘息を合併した，好酸球性副鼻腔炎手術例の臨床像および嗅覚改善率の検討
○西田　幸平，小林　正佳，坂井田　寛，北野　雅子，森下　裕之，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-194 当科における歯性上顎洞炎再発症例の検討
○高田　洋平1，高田　智子1，高安　幸恵1，朝子　幹也2，岩井　　大3

1星ヶ丘医療センター耳鼻咽喉科，2関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-195 副鼻腔炎画像所見の乏しい鼻副鼻腔由来関連痛の診断と治療の検討
○御厨　剛史1,2，米崎　雅史1，佐藤　有記1,3

1社会医療法人天神会古賀病院21，2山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学， 
3佐賀大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座

O-196 Spheno-ostio-choanal polyp症例の検討
○秋山　貢佐，寒川　　泰，星川　広史
香川大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-197 骨代謝抑制剤関連顎骨壊死によると考えられた副鼻腔炎14例の臨床的検討 
～併用薬剤との関連について～
○池田　哲也，横井　秀格，松本　祐磨，川田　往嗣，齋藤康一郎
杏林大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・顎口腔外科
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第5会場：2階　錦糸の間

O-21群 手術法（4）（演題：O-198～O-206） 9:10～10:40
座長：小川　　洋（福島県立医科大学会津医療センター），折田　頼尚（熊本大学）

O-198 上鼻甲介の内反が主因と考えられる気導性嗅覚障害の2症例
○服部　貴好，石橋　卓弥，高原　大輔，石野　岳志，竹野　幸夫
広島大学大学院耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

O-199 上咽頭悪性腫瘍を疑った頭蓋底真菌症例
○大江　健吾1，菊地　正弘1，田口　敦士2，桑田　文彦1，松永　麻美1，中川　隆之1，大森　孝一1

1京都大学医学部付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2天理よろづ相談所病院耳鼻咽喉科

O-200 鼻腔原発小細胞癌の一例
○田所　宏章，兵　　行義，福田裕次郎，福島　久毅，原　　浩貴
川崎医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-201 動静脈血管奇形による鼻出血に救命治療を要した一例と，致死的鼻出血に対する多科診療連携体制
について
○小幡　　翔1，前田　陽平2，端山　昌樹2，津田　　武2，武田　和也2，赤澤　仁司2，西池　季隆1，
猪原　秀典1

1大阪労災病院，2大阪大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

O-202 蝶口蓋孔を経由しない後鼻神経の1例
○阪上　　剛1，成尾　一彦1，北原　　糺2

1奈良県総合医療センター耳鼻咽喉科，2奈良県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-203 内視鏡下に生検を行った特発性眼窩炎症の1例
○鈴木久美子1，柴宮　夏子1，石田　知也1，三根　　正2，倉富勇一郎1

1佐賀大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座，2佐賀大学医学部眼科学講座

O-204 内視鏡下経鼻手術にて閉鎖しえた特発性髄液鼻漏の一例
○大國　　毅1，白崎　英明1，高野　賢一1，関　　伸彦2，山本　圭祐1，氷見　徹男1,3

1札幌医科大学付属病院耳鼻咽喉科，2手稲クローバー耳鼻咽喉科， 
3札幌禎心会病院聴覚・めまい医療センター

O-205 眉毛下切開から内視鏡補助下に上直筋生検を施行した特発性眼窩筋炎の一例
○鈴木　優美
獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科

O-206 重度の涙小管水平部閉塞に対して行った結膜涙嚢鼻腔吻合術の2例
○高橋　　辰1，高橋　佳奈2，鈴木　　亨3

1高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック，2条里コスモス眼科，3鈴木眼科クリニック
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第5会場：2階　錦糸の間

O-22群 手術法（5）（演題：O-207～O-215） 10:40～12:10
座長：將積日出夫（富山大学），村上　信五（名古屋市立大学）

O-207 篩骨動脈を茎とする鼻中隔粘膜弁を用いた鼻中隔穿孔閉鎖術の1例
○勝俣　量平，鈴木　正宣，中薗　　彬，中丸　裕爾，本間　明宏
北海道大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-208 両側の有茎鼻中隔粘膜弁を用い髄液漏閉鎖術を行なった外傷性多発頭蓋底骨折の1例
○坂田　正行，藤崎　倫也，長井　美樹
堺市立総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

O-209 後天性後鼻孔狭窄症に対して内視鏡下に粘膜弁を用いて治療した1症例
○光吉　亮人，関根　瑠美，高石　慎也，森　　恵莉，飯村　慈朗，浅香　大也，小島　博己， 
鴻　　信義
東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室

O-210 膿瘍ドレナージを要した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死による鼻副鼻腔感染合併症の2例
○松見　文晶1，清水　雅子1,2

1公益財団法人星総合病院耳鼻いんこう科，2清水医院

O-211 頭蓋底手術を複数回要した難治性線維性骨異形成症
○讃岐　徹治1,2，宮丸　　悟2，西本　康兵2，村上　信五1

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熊本大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

O-212 術後性上顎嚢胞に対しEndoscopic modified medial maxillectomyを行った2症例の検討
○八尾　　亨，山田健太郎，三輪　高喜
金沢医科大学耳鼻咽喉科

O-213 骨髄異形成症候群（MDS）による血小板減少を合併した上顎血瘤腫の1例
○鈴木　俊彦1，野本　美香1，鈴木　　亮1，佐藤　廣仁1，多田　靖宏2，室野　重之1

1福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科，2福島赤十字病院耳鼻咽喉科

O-214 内頸動脈瘤による鼻咽頭出血に対してIVRを施行し，救命しえた1例
○竹村　和哉1,2，北村　貴裕2，前田　陽平1，端山　昌樹1，宇野　敦彦2，猪原　秀典1

1大阪大学医学部附属病院耳鼻咽喉頭頸部外科， 
2大阪急性期・総合医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科

O-215 好酸球性副鼻腔炎に合併した冠攣縮性狭心症の1例
○本間　博友，楠　　威志
順天堂大学医学部附属順天堂静岡病院
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［ポスターセッション　平成30年9月28日（金）］

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-1群 基礎研究（4）（演題：P-1～P-10） 18:00～18:50
座長：河田　　了（大阪医科大学），白崎　英明（札幌医科大学）

P-1 ホスホリルコリン舌下免疫によるアレルギー性鼻炎の抑制
○牧瀬　高穂，大堀純一郎，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

P-2 アレルギー性鼻炎における総IgE値と特異的IgE値の関連性の検討
○谷水　弘毅1，鈴木　宏隆1，若山　　望1，関根　久遠1，山口　　智1，松根　彰志1，大久保公裕2

1日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科，2日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-3 腸内細菌叢と総IgE抗体の関連―岩木健康増進プロジェクト2016の結果から―
○野村　彩美，松原　　篤，高畑　淳子
弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座

P-4 鼻茸組織中の活性化好酸球のmRNA発現プロファイル
○尹　　泰貴1,2，小林　良樹1，神田　　晃1，Bui Van Dan1，鈴木　健介1，朝子　幹也1， 
岩井　　大1

1関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2武田総合病院耳鼻咽喉科

P-5 コントロール不良ECRSに対するHFA-BDP経鼻呼出療法の有効性の評価
○桑原　敏彰，小林　良樹，朝子　幹也，神田　　晃，友田　幸一，岩井　　大
関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-6 カンボジア国立病院における職員のアレルギー性鼻炎に関する疫学調査
○坂下　雅文1，大村　和弘2，坂本　達則3，高林　宏輔4，栃木　康祐5，宮下　恵祐5，高林　哲司1，
成田　憲彦1，藤枝　重治1

1福井大学医学部耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科，3北野病院耳鼻咽喉科， 
4旭川赤十字病院耳鼻咽喉科，5獨協医科大学埼玉医療センター耳鼻咽喉科

P-7 鼻粘膜におけるTh2炎症に対する粘膜インピーダンスモニタリングの検討
○中村　真浩，池田　勝久
順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P-8 重症アレルギーに対するOmalizumab併用免疫療法導入を試みた1例
○河内　理咲1，朝子　幹也2，高田真紗美2，阪本　大樹1，宇都宮敏生3，岩井　　大1，濱田　聡子4

1関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3済生会野江病院耳鼻咽喉科，4関西医科大学香里病院耳鼻咽喉科

P-9 スギ花粉症患者における鼻汁好酸球検査の臨床的検討
○永田　善之1，山内　由紀1，小山　英明2，野村　泰之1，釡谷まりん1，大島　猛史1

1日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科，2小山耳鼻咽喉科アレルギー科医院
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P-10 ARIAからみるアレルギー性鼻炎の分類と重症度―2016年岩木健康増進プロジェクト健診より―
○原　隆太郎，松原　　篤，高畑　淳子
弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学講座

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-2群 基礎研究（5）（演題：P-11～P-20） 18:00～18:50
座長：神田　　晃（関西医科大学），小林　正佳（三重大学）

P-11 日常のにおいアンケート，VAS，カード式嗅覚検査，基準嗅力検査，静脈性嗅覚検査の結果と相互
関係
○岡崎　　健，都築　建三，橋本　健吾，阪上　雅史
兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-12 内視鏡下経蝶形骨洞手術における嗅覚機能への影響
○尾崎　慎哉1，鈴木　元彦1，中村　善久2，讃岐　徹治1，横田　　誠1，村上　信五1

1名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科，2名古屋第二赤十字病院

P-13 嗅粘膜傷害・再生過程における炎症細胞浸潤の時間的空間的様式
○近藤　健二1，菊田　　周1，西嶌　大宣2，上羽　瑠美1，山岨　達也1

1東京大学医学部耳鼻咽喉科，2亀田総合病院耳鼻咽喉科

P-14 創薬研究を目指したマウス嗅上皮器官培養系の検討
○桑田　文彦1，上田　俊雄1，石川　正昭2，小林　正佳3，中川　隆之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兵庫県立尼崎総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3三重大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-15 ヒト鼻粘膜上皮細胞における転写因子p63の新たな役割
○高野　賢一1，大國　　毅1，宮田　　遼1，氷見　徹夫2

1札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科，2札幌医科大学

P-16 マイクロバイオーム解析を用いたアモキシシリン暴露による鼻咽腔・中耳腔細菌叢変化の検討
○平岡　政信，保富　宗城
和歌山県立医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-17 3Dプリンターと画像を用いたマウス鼻副鼻腔の解剖学教育
○神田　　晃1,2，近藤　健二3，鎌倉　快之4，神納　貴生4，小林　良樹1,2，尹　　泰貴1，鈴木　健介1，
ブイ・バン ザン1，坂田　喜子5，河野由美子6，宇都宮啓太6，谷川　　昇6，川内　秀之7，岩井　　大1

1関西医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，2関西医科大学アレルギーセンター， 
3東京大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，4大阪工業大学情報科学部， 
5関西医科大学生命医学研究所，6関西医科大学放射線科学，7島根大学医学部耳鼻咽喉科
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P-18 副鼻腔の解剖学的バリエーションの検討
○竹内万理恵，坂本　達則，北田　有史，吉田　季来，鈴木　　良，金井　理絵，前谷　俊樹， 
金丸　眞一
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

P-19 内視鏡下副鼻腔手術（ESS）における微小眼球・眼窩振動測定
○伊藤　　伸1，藤山　大輝2，中村　真浩1，小池　卓二2，池田　勝久1

1順天堂大学医学部耳鼻咽喉科学講座，2電気通信大学大学院情報工学研究科

P-20 清潔操作が可能な3D-CTビューワー操作装置の開発
○荒木　康智1,2

1鼻のクリニック東京，2慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-3群 感染症（3）・自己免疫疾患（2）（演題：P-21～P-30） 18:00～18:50
座長：青井　典明（島根大学），武田　憲昭（徳島大学）

P-21 Crowned dens syndromeを合併した副鼻腔真菌症の一例
○武田　早織，酒谷　英樹，村上　大地，河野　正光，杉田　　玄，平岡　政信，保富　宗城
和歌山県立医科大学

P-22 診断，治療に難渋した浸潤性副鼻腔真菌症の2症例
○村上　大輔，澤津橋基広，宮本　雄介，山本　陵太，友延　恵理，中川　尚志
九州大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-23 良好な経過を辿った浸潤型副鼻腔真菌症例
○成尾　一彦1，阪上　　剛1，北原　　糺2

1奈良県総合医療センター耳鼻咽喉科，2奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-24 脳膿瘍をきたした浸潤型前頭洞真菌症の1例
○羽成　敬広，木谷　卓史，西田　直哉，羽藤　直人
愛媛大学耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-25 内視鏡下手術を施行した鼻副鼻腔真菌症症例の検討
○齋藤　善光1，宮本　康裕1，多村　悠紀1，稲垣　太朗1，中村　　学2，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

P-26 粘膜皮膚リーシュマニア症の1例
○堀内　辰也，初鹿　恭介，上條　　篤，松岡　伴和，代永　孝明，増山　敬祐
山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-27 視力障害ならびに頭痛を主訴とした多発血管炎性肉芽腫症の一例
○青井　典明，淵脇　貴史，川内　秀之
島根大学医学部耳鼻咽喉科
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P-28 複視が初発症状でリンパ増殖性疾患と診断された眼窩内側壁病変の1例
○千葉　裕人1，大塚　康司1，馬詰和比古2，稲垣　太郎1，太田　陽子1，白井　杏湖1，丸山　　諒1，
赤井　　亮1，塚原　清彰1

1東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科分野，2東京医科大学眼科分野

P-29 鼻副鼻腔，眼窩IgG4関連疾患の一例
○木村　泰彰，横井　秀格，松本　祐磨，川田　往嗣，松田　昌之，齋藤康一郎
杏林大学医学部耳鼻咽喉科教室

P-30 上咽頭生検によりIgG4関連眼疾患と診断した1症例
○宮本　雄介1，宮城　司道2，村上　大輔1，山本　陵太1，友延　恵理1，澤津橋基広1，中川　尚志1

1九州大学医学部耳鼻咽喉頭頸部外科，2福岡徳洲会病院耳鼻いんこう科

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-4群 悪性腫瘍（5）（演題：P-31～P-40） 18:00～18:50
座長：花澤　豊行（千葉大学），原　　浩貴（川崎医科大学）

P-31 鼻腔内に発生した髄外性形質細胞腫例
○山本まり恵1，金井　健吾2，藤原　瑠美2，平田　裕二2，岡野　光博3，西﨑　和則4

1香川県立中央病院初期臨床研修医，2香川県立中央病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
3国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科，4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-32 診断に苦慮した上顎血管肉腫の1例
○小山　貴久1，檜垣　貴哉1，野田　実里1，野田　洋平1，假谷　　伸1，岡野　光博2，西﨑　和則1

1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学，2国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科

P-33 当科における鼻副鼻腔悪性腫瘍症例の臨床的検討
○児玉　浩希1，石垣　高志1，田中　大貴1，小島　博己2，鴻　　信義2

1東京慈恵会医科大学附属柏病院耳鼻咽喉科，2東京慈恵会医科大学附属病院耳鼻咽喉科

P-34 上顎原発形質芽細胞腫（Plasmablastic lymphoma）の1例
○野田　洋平，黒田　一範，野田　実里，小山　貴久，村井　　綾，檜垣　貴哉，假谷　　伸， 
西﨑　和則
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

P-35 右眼瞼下垂を初発症状とした血管内リンパ腫の一例
○山田　俊樹，齋藤　秀和，宮部　　結，山田武千代
秋田大学医学部附属病院耳鼻咽喉科

P-36 鼻副鼻腔原発の筋上皮癌の1症例
○木谷　卓史，西田　直哉，羽成　敬広，羽藤　直人
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科
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P-37 前頭洞原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例
○松田　昌之，横井　秀格，松本　祐磨，川田　往嗣，木村　泰彰，齋藤康一郎
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室

P-38 放射線療法が著効した鼻腔上皮筋上皮癌の一例
○中島　祥晴1，伊藤　和行1，中島賢一郎1，竹内　　薫1，武田真紀子1，竹内　裕美2

1松江赤十字病院耳鼻咽喉・頭頸部外科， 
2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

P-39 当科で経験した鼻副鼻腔小細胞癌の2例
○沖中　洋介，藤井　博則，橋本　　誠，山下　裕司
山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学

P-40 翼口蓋窩腺様嚢胞癌に対する重粒子線治療後の晩期有害事象の経過と対応
○立山　香織，伊東　和恵，梅本　真吾，鈴木　正志
大分大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-5群 手術法（6）（演題：P-41～P-50） 18:00～18:50
座長：坂本　達則（田附興風会医学研究所北野病院），松岡　伴和（山梨大学）

P-41 鼻副鼻腔血瘤腫の3例
○牧原靖一郎1，内藤　智之1，松本　淳也1，假谷　　伸2，岡野　光博3，西﨑　和則2

1香川労災病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学， 
3国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科

P-42 眼症状を呈した副鼻腔疾患の手術症例の検討
○廣瀬　智紀，都築　建三，橋本　健吾，岡崎　　健，阪上　雅史
兵庫医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-43 顔貌変化をきたし手術加療を要した副鼻腔の炎症性疾患2例
○羽生　健治1，矢富　正徳2，清水　雅明2，小川　恭生1,2，塚原　清彰2

1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， 
2東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

P-44 小児における鼻性眼窩内合併症の外科的治療の検討
○中島早百合，塩沢　晃人，春山　琢男，肥後隆三郎
順天堂大学浦安病院耳鼻咽喉科

P-45 小児眼窩骨膜下膿瘍の1例
○積山　幸祐1，黒野　祐一2

1鹿児島生協病院耳鼻咽喉科，2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
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P-46 内視鏡下鼻副鼻腔手術を行なった原発性線毛運動不全症症例
○山本　大喜，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

P-47 前頭洞と上顎洞に主病変を認めた慢性非浸潤性副鼻腔真菌症の一例
○服部　　藍，野中　　学，近藤　律男，瀬尾友佳子，立川麻也子，小野英莉香，野島　知人， 
五島可奈子
東京女子医科大学耳鼻咽喉科教室

P-48 内視鏡下に摘出しえた上顎洞後壁に生じた逆生歯例
○中井　義紀1，家根　旦有1，清水　直樹1，尾崎　大輔1，太田　善夫2

1近畿大学医学部奈良病院耳鼻咽喉科，2近畿大学医学部奈良病院臨床検査部

P-49 鼻腔に発生した多形腺腫の2例
○鈴木　　亮，野本　美香，佐藤　廣仁，鈴木　俊彦，室野　重之
福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P-50 当院におけるEndoscopic Modified Lothrop Procedure（EMLP）を施行した症例の検討
○當山　昌那1，上原　貴行1，山下　　懐1，長谷川昌宏2，鈴木　幹男1

1琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座，2沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

［平成30年9月29日（土）］

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-6群 悪性腫瘍（6）（演題：P-51～P-64） 16:00～17:10
座長：岩井　　大（関西医科大学），梅野　博仁（久留米大学）

P-51 副鼻腔内反性乳頭腫症例の検討
○石川　竜司，峯田　周幸
浜松医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-52 外科的切除のみで治療した涙腺原発MALTリンパ腫の一例
○熊田　純子，伊東　明子，中屋　宗雄
東京都立多摩総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-53 前頭開頭と経鼻内視鏡のcombined approachにおける頭蓋底再建法について
○宮本　康裕，齋藤　善光，稲垣　太朗，多村　悠紀，肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科

P-54 当院における鼻副鼻腔悪性リンパ腫の検討
○山本　圭佑，宮田　　遼，大國　　毅，高野　賢一
札幌医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座
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P-55 鼻内視鏡手術後に診断された悪性腫瘍症例の臨床的検討と術前検査に関するアンケート調査
○江口　博孝1，端山　昌樹2，前田　陽平2，武田　和也2，津田　　武2，猪原　秀典2

1独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院， 
2大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

P-56 鼻中隔穿孔を契機に診断された鼻腔移行上皮癌の一例
○久保田瑛進1,2，國部　　勇1,2，駒林　優樹1,2，原渕　保明2

1札幌東徳洲会病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-57 蝶形骨洞原発悪性黒色腫の一例
○河野　通久1，石田　芳也1，和田　哲治1，原渕　保明2

1北見赤十字病院頭頸部・耳鼻咽喉科，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-58 視症状を契機に発見された小児NUT midline carcinomaの一例
○森川　大樹，村本　大輔，藤田　　岳，土井　勝美
近畿大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P-59 鼻腔平滑筋肉腫の1症例
○藤原　智貴，熊井　琢美，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

P-60 上顎洞血管肉腫の一例
○保立　裕史1，石井　秀幸1，北南　和彦1，原渕　保明2

1釧路ろうさい病院耳鼻咽喉科，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-61 長期緩解後に再発したが分子標的薬の投与が著効した悪性黒色腫の一例
○齋藤　　滋1，野澤はやぶさ1，岸部　　幹2

1名寄市立総合病院，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-62 悪性黒色腫に対するNivolumab投与が契機となった急性副腎不全の1例
○東山　由佳1，朝子　幹也2，高田真紗美2，阪本　大樹1，嶋村　晃宏1，岩井　　大1

1関西医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科， 
2関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-63 Bevacizumab（アバスチン）使用患者に生じた鼻中隔穿孔の1例
○平塚　宗久1,2

1浦添総合病院，2琉球大学医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-64 副鼻腔炎における骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の関連について
○松本　祐磨，横井　秀格，池田　哲也，川田　往嗣，木村　泰彰，松田　昌之，齋藤康一郎
杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室
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ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-7群 手術合併症・鼻腔通気度（演題：P-65～P-77） 16:00～17:05
座長：阿部　靖弘（山形大学），平林　秀樹（獨協医科大学）

P-65 当科で経験した髄液鼻漏の一例
○多村　悠紀，宮本　康裕，稲垣　太朗，齋藤　善光，中村　　学，岡田　智幸，肥塚　　泉
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科

P-66 上顎洞穿刺により視力低下をきたしたが外眼切開により治癒した1例
○徳留　卓俊，平野康次郎，洲崎　勲夫，水吉　朋美，内山　美緒，新井　佐和，小林　一女
昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座

P-67 眼症状を伴った副鼻腔疾患の検討
○藤居　直和1，宮澤　昌行1，寺崎　雅子1，嶋根　俊和2

1小田原市立病院耳鼻咽喉科，2昭和大学頭頸部腫瘍センター

P-68 大阪大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科関連施設における鼻骨骨折治療の現状 
―勤務医アンケートを通して―
○芦田　直毅1,2，前田　陽平2，端山　昌樹2，津田　　武2，赤澤　仁司2，神原　留美1，猪原　秀典2

1市立吹田市民病院耳鼻咽喉科，2大阪大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

P-69 Endoscopic modified medial maxillectomy（EMMM）を用いた眼窩底骨折整復術
○内山美智子，中西わか子
日本赤十字社医療センター耳鼻咽喉科

P-70 人工物を用いた鼻・副鼻腔領域外傷整復術における長期経過後の創部感染
○春名　威範1，橘　　智靖1，假谷　　伸2，檜垣　貴哉2，岡野　光博3，西﨑　和則2

1姫路赤十字病院耳鼻咽喉科，2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学， 
3国際医療福祉大学耳鼻咽喉科

P-71 上顎洞異物に合併した上顎洞真菌症例
○高木　太郎，横井　隆司
愛媛県立新居浜病院耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-72 Le Fort1型骨切り術後鼻閉症例の治療経験および客観的評価を用いた検討
○初鹿　恭介1，上條　　篤1，代永　孝明1，堀内　辰也1，大島　直也2，松岡　伴和1，増山　敬祐1

1山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座， 
2山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系形成外科学講座

P-73 当科における鼻中隔前彎症例
○西嶋　文美，永田　博史
翠明会山王病院
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P-74 鼻外法における鼻腔通気性の変化
○木村　文美，中田　誠一
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院耳鼻咽喉科

P-75 当科におけるnasal CPAP療法継続における因子の検討
○執行　　寛1，原渕　保明2

1札幌徳洲会病院耳鼻咽喉科，2旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-76 鼻腔通気度計による内視鏡下鼻副鼻腔手術前後の通気度評価
○金田　将治，関根　基樹，斉藤　弘亮，山本　　光，飯田　政弘
東海大学医学部耳鼻咽喉科

P-77 当院における鼻副鼻腔手術患者の呼吸機能評価―第2報―
○橋本　　誠，藤井　博則，沖中　洋介，小林　由貴，菅原　一真，山下　裕司
山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-8群 副鼻腔炎（2）・鼻出血（2）（演題：P-78～P-91） 16:00～17:10
座長：寺田　哲也（大阪医科大学），兵頭　政光（高知大学）

P-78 当科で手術加療した上顎洞血瘤腫症例
○寺西　正明，曾根三千彦
名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学耳鼻咽喉科

P-79 当科における後鼻神経切断術の治療成績
○上原　貴行，山下　　懐，當山　昌那，鈴木　幹男
琉球大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科

P-80 当科で施行した鼻内涙のう鼻腔吻合術22例25側の検討
○大塚　康司1，柴田　元子2，嶺崎　輝海2，清水　雅明1，岡吉　洋平3，服部　和裕3，矢富　正徳1，
北村　剛一1，丸山　　諒1，塚原　清彰1

1東京医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科，2東京医科大学眼科，3戸田中央病院耳鼻咽喉科

P-81 重度小児慢性鼻炎の手術成績とその課題
○原　亜希子，荒木　康智，内田　哲郎，川野　健二
鼻のクリニック東京

P-82 当科における小児副鼻腔炎症例の検討
○野島　曉人，賀屋　勝太，伊藤　　伸，池田　勝久
順天堂大学医学部付属順天堂医院
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P-83 当科における好酸球性副鼻腔炎の術後治療の現状
○高畑　淳子，野村　彩美，野村　彩美
弘前大学医学部耳鼻咽喉科

P-84 第二基板開放前の前頭洞開放に影響する解剖構造について
○平賀　良彦1，荒木　康智2
1静岡赤十字病院耳鼻咽喉科，2慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室

P-85 片側性副鼻腔病変におけるCTの有用性に関する検討
○天野　雄太1，端山　昌樹2，武田　和也1，前田　陽平2，猪原　秀典2
1大阪市立総合医療センター耳鼻いんこう科，2大阪大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-86 当科において内視鏡下鼻副鼻腔手術を施行した症例における篩骨洞天蓋の形態に関する検討
○西田　直哉，木谷　卓史，羽成　敬広，羽藤　直人
愛媛大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-87 当科における鼻出血症例の検討
○丹沢　泰彦，加瀬　康弘
埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科

P-88 当科における鼻出血症例の検討
○松田麻里子，貴田　朋子，西村　理宇，岡　　秀樹
宝塚市立病院耳鼻咽喉科

P-89 休日夜間救急外来を受診した鼻出血症例の臨床的統計

日本大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学

P-90 難治性の術後鼻出血により診断されたvon Willebrand病の1例
○舘野　宏彦，高倉　大匡，将積日出夫
富山大学医学部耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-91 黄ごん成分（Baicalin）がアレルギー炎症に与える影響の検討
○高林　哲司，吉田加奈子，坂下　雅文，意元　義政，成田　憲彦，藤枝　重治
福井大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科

ポスター会場：2階　孔雀・白鳥・北辰の間

P-9群 副鼻腔炎（3）・良性腫瘍（3）（演題：P-92～P-105） 16:00～17:10
座長：辻　　裕之（金沢医科大学），岸部　幹（旭川医科大学）

P-92 鼻腔の粘膜接触解除により改善をきたした顔面痛の一例
○寒風澤知明，大高　隆輝
王子総合病院耳鼻咽喉科
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P-93 鼻腔内に生じた逆性歯牙の1症例
○大平　真也1，長舩　大士1,2，松井　秀仁1，梶原　理子1，武田　鉄平1，松浦賢太郎1，和田　弘太1

1東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科，2湘南鎌倉総合病院

P-94 眼球突出をきたした特発性篩骨洞嚢胞の1例
○河野　敏朗1，湯田　惠子1，石戸谷淳一2，生駒　　亮3，折館　伸彦4

1西横浜国際総合病院耳鼻咽喉科，2石戸谷耳鼻咽喉科，3横浜南共済耳鼻咽喉科， 
4横浜市大耳鼻咽喉科頭頸部外科

P-95 手術待機中に脳膿瘍を併発した頭蓋底骨欠損を伴う蝶形骨洞炎例
○齋藤　弘亮，関根　基樹，山本　　光，金田　将治，飯田　政弘
東海大学医学部耳鼻咽喉科

P-96 巨大な中鼻甲介蜂巣の1例
○亀井優嘉里，高野さくらこ，寺西　裕一，神田　裕樹，井口　広義
大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学

P-97 副鼻腔病変を合併したPapillon-Lefevre症候群の1例
○二井　一則
山形県立中央病院頭頸部耳鼻咽喉科

P-98 鼻中隔から発生した多形腺腫例
○藤井　達也1,2，北村　嘉章2，神村盛一郎2，武田　憲昭2

1JA高知病院耳鼻咽喉科，2徳島大学医学部耳鼻咽喉科

P-99 PET/CTでFDG集積を示した頭頸部領域線維性骨異型性症の1例
○丸山　　諒，大塚　康司，稲垣　太郎，太田　陽子，白井　杏湖，赤井　　亮，千葉　裕人， 
塚原　清彰
東京医科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科

P-100 鼻腔乳頭腫と鑑別を必要とした呼吸上皮腺腫様過誤腫（REAH）の2例
○九鬼　伴樹，村嶋　智明，吉岡　哲志，加藤　久幸，櫻井　一生，内藤　健晴
藤田保健衛生大学医学部耳鼻咽喉科学教室

P-101 CBCTによる含歯性嚢胞の画像評価
○小川　　洋1，山内　智彦2，小針　健大1

1福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科，2自治医科大学医学部耳鼻咽喉科

P-102 左上顎に発生した角化性嚢胞性歯原性腫瘍の1例
○矢富　正徳1，羽生　健治2，大塚　康司1，塚原　清彰1

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・頭頸部外科学分野
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P-103 当科における鼻中隔を基部とする腫瘍の検討
○代永　孝明，初鹿　恭介，堀内　辰也，松岡　伴和，上條　　篤，増山　敬祐
山梨大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

P-104 Arrested pneumatizasion of the skull baseの1例
○新井　佐和1，平野康次郎1，洲崎　勲夫1，徳留　卓俊1，小林　一女1，波多野久美2

1昭和大学医学部耳鼻咽喉科学講座，2昭和大学医学部放射線医学講座

P-105 演題取り下げ




