
〈第 1会場〉

特別講演 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月3日（木） 13:40～14:40

司会： 平野　　滋 （京都府立医科大学）

SL 新型コロナウイルスに対する治療薬とワクチン開発の現状：ポストコロナ時代はいつくるか？
森下　竜一 （大阪大学臨床遺伝子治療学）

〈第 1会場〉

総会 3月4日（金） 13:15～13:40

〈第 1会場〉

最優秀論文賞授賞式および受賞講演 3月4日（金） 13:40～14:00

第31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〉

シンポジウム1 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月3日（木） 9:00～11:00

司会： 春名　眞一 （獨協医科大学） 
竹野　幸夫 （広島大学）

「鼻科手術の最適化～適応とアプローチ～」

S1-1 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術の最適化
菊地　正弘 （京都大学）

S1-2 眼窩吹き抜け骨折手術の最適化
高林　宏輔 （旭川赤十字病院）

S1-3 好酸球性副鼻腔炎の治療最適化～手術を中心に～
前田　陽平 （大阪大学）

S1-4 アレルギー性鼻炎に対する手術を受ける患者の臨床的因子
意元　義政 （福井大学）
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〈第 2会場〉

シンポジウム2 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月3日（木） 10:10～12:10

司会： 香取　幸夫 （東北大学） 
小川　　真 （JCHO大阪病院）

「音声・嚥下・気道手術の最適化～客観的指標に基づいて～」

S2-1 片側声帯麻痺に対する手術治療の最適化
細川　清人 （大阪大学）

S2-2 声門開大術
松島　康二 （東邦大学医療センター大森病院）

S2-3 嚥下機能改善手術における定量評価法の臨床的意義
千年　俊一 （久留米大学）

S2-4 臨床背景と科学的検証に基づく誤嚥防止手術の術式選択
上羽　瑠美 （東京大学摂食嚥下センター/東京大学）

〈第 1会場〉

シンポジウム3 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月3日（木） 14:50～16:30

司会： 吉崎　智一 （金沢大学） 
朝蔭　孝宏 （東京医科歯科大学）

「口腔癌手術の最適化～バイオマーカーを用いて～」

S3-1 臨床病理学的因子と頸部リンパ節転移
花井　信広 （愛知県がんセンター）

S3-2 Liquid biopsyに基づく口腔癌手術の最適化
田中　秀憲 （大阪大学）

S3-3 導入化学療法が口腔癌微小環境に与える免疫的効果
辻川　敬裕 （京都府立医科大学）

〈第 1会場〉

シンポジウム4 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月4日（金） 9:00～11:00

司会： 丹生　健一 （神戸大学） 
折田　頼尚 （熊本大学）

「甲状腺癌手術の最適化～術式、アプローチ、音声再建～」

S4-1 Metabolic Tumor Volumeに基づく甲状腺乳頭癌の再発リスクと術式選択
宮部　淳二 （大阪国際がんセンター）
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S4-2 当科における内視鏡補助下甲状腺悪性腫瘍手術
高原　　幹 （旭川医科大学）

S4-3 甲状腺手術における神経温存・神経再建
笹井　久徳 （住友病院）

S4-4 甲状腺癌気管浸潤への対応
北村　守正 （金沢医科大学）

〈第 2会場〉

シンポジウム5 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月4日（金） 14:30～16:30

司会： 小島　博己 （東京慈恵会医科大学） 
羽藤　直人 （愛媛大学）

「耳科手術の最適化～トラブルシューティング～」

S5-1 「真珠腫性中耳炎」～後壁保存型手術～
我那覇　章 （宮崎大学）

S5-2 フツーの人工内耳手術を普通に終わらせるということ
松本　　希 （九州大学）

S5-3 アブミ骨手術
水足　邦雄 （防衛医科大学校）

S5-4 耳科手術の最適化＜慢性中耳炎＞
森鼻　哲生 （市立東大阪医療センター）

〈第 2会場〉

教育パネルディスカッション 【耳鼻咽喉科領域講習】 3月4日（金） 10:10～12:10

司会： 欠畑　誠治 （山形大学） 
塚原　清彰 （東京医科大学）

「耳鼻咽喉科頭頸部外科の手術手技の伝承～師匠の目線、弟子の目線～」

EP-1 型の継承　レジデントの立場から
渡邉　　嶺 （国立がん研究センター中央病院）

EP-2 頭頸部手術：「型」の継承
吉本　世一 （国立がん研究センター中央病院）

EP-3 師匠との5年間を振り返って
青木　　聡 （獨協医科大学埼玉医療センター）

EP-4 手技を魅せ、弟子を視る
大村　和弘 （東京慈恵会医科大学）

22



〈第 1会場〉

臨床研究セミナー 3月4日（金） 14:30～15:30

司会： 大森　孝一 （京都大学）

CS 臨床現場からエビデンスを：単施設研究から学会主導研究まで
北村　哲久 （大阪大学環境医学）

〈第 2会場〉

教育セミナー1 3月3日（木） 9:00～9:30

司会： 志賀　清人 （岩手医科大学）

ES-1 耳下腺良性腫瘍に対する手術治療
上村　裕和 （奈良県立医科大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー2 3月3日（木） 9:30～10:00

司会： 益田　宗幸 （九州がんセンター）

ES-2 ゼロから始める甲状腺半切除術　反回神経・副甲状腺の機能温存
黒瀬　　誠 （札幌医科大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー3 3月3日（木） 14:50～15:20

司会： 兵頭　政光 （高知大学）

ES-3 嚥下評価
二藤　隆春 （埼玉医科大学総合医療センター）

EP-5 より安全・確実な耳科手術の伝承 －弟子の立場から－
金井　理絵 （田附興風会医学研究所北野病院）

EP-6 患者の歓びと弟子の指導
金丸　眞一 （田附興風会医学研究所北野病院）

EP-7 手術手技イノベーションが生まれる場　－東京ボイスセンターの場合－
駒澤　大吾 （声のクリニック赤坂）

EP-8 音声外科医を育てるマインドとフィールド
渡邊　雄介 （国際医療福祉大学）
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〈第 2会場〉

教育セミナー5 3月3日（木） 15:50～16:20

司会： 坂本　達則 （島根大学）

ES-5 アレルギー性鼻炎に対する手術
高田　洋平 （関西医科大学総合医療センター）

〈第 3会場〉

教育セミナー6 3月3日（木） 9:00～9:30

司会： 小林　一女 （昭和大学）

ES-6 鼓膜形成術
萩森　伸一 （大阪医科薬科大学）

〈第 3会場〉

教育セミナー7 3月3日（木） 9:30～10:00

司会： 古川まどか （神奈川県立がんセンター）

ES-7 エネルギーデバイス　～電気メスの基礎知識にもとづいたベストプラクティス～
和佐野浩一郎 （国立病院機構東京医療センター）

〈第 3会場〉

教育セミナー8 3月3日（木） 10:00～10:30

司会： 松浦　一登 （国立がん研究センター東病院）

ES-8 舌部分切除術（早期舌癌を取り扱う上での注意点）
音在　信治 （大阪国際がんセンター）

〈第 2会場〉

教育セミナー4 3月3日（木） 15:20～15:50

司会： 和田　弘太 （東邦大学医療センター大森病院）

ES-4 鼻中隔手術－矯正術の基本から穿孔閉鎖まで
牧原靖一郎 （香川労災病院/岡山大学）
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〈第 1会場〉

教育セミナー9 3月4日（金） 15:30～16:00

司会： 楯谷　一郎 （藤田医科大学）

ES-9 中咽頭癌に対する経口的切除 ～これから頭頸部外科医を志そうか悩んでいる若い先生方へ～
森　　照茂 （香川大学）

〈第 1会場〉

教育セミナー10 3月4日（金） 16:00～16:30

司会： 菅澤　　正 （埼玉医科大学国際医療センター）

ES-10 頸部郭清術を俯瞰的に捉えるには
別府慎太郎 （愛知県がんセンター病院）

〈第 2会場〉

教育セミナー11 3月4日（金） 9:00～9:30

司会： 岡野　光博 （国際医療福祉大学成田病院）

ES-11 上顎洞手術
武田　和也 （近畿大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー12 3月4日（金） 9:30～10:00

司会： 鴻　　信義 （東京慈恵会医科大学）

ES-12 前頭洞手術
鈴木　正宣 （北海道大学）

〈第 2会場〉

教育セミナー13 3月4日（金） 14:00～14:30

司会： 清水　猛史 （滋賀医科大学）

ES-13 蝶形骨洞手術　基本手技～その先へ
宮本　秀高 （筑波大学）
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〈第 3会場〉

教育セミナー15 3月4日（金） 9:30～10:00

司会： 伊藤　真人 （自治医科大学）

ES-15 経外耳道的内視鏡下耳科手術 TEES
伊藤　　吏 （山形大学）

〈第 3会場〉

教育セミナー16 3月4日（金） 14:00～14:30

司会： 梅野　博仁 （久留米大学）

ES-16 「喉頭形成術」を始めるための工夫
福原　隆宏 （鳥取大学）

〈第 1会場〉

共通講習1 【専門医共通講習】 3月3日（木） 11:10～12:10

司会： 山岨　達也 （東京大学）

「医療安全」

CC-1 レジリエンス・エンジニアリング理論に基づく医療安全への統合的アプローチ：Safety-Ⅱ
中島　和江 （大阪大学医学部・中央クオリティマネジメント部）

〈第 1会場〉

共通講習2 【専門医共通講習】 3月3日（木） 16:50～17:50

司会： 堀井　　新 （新潟大学）

「感染対策」

CC-2 COVID-19　最新の話題と感染対策について
忽那　賢志 （大阪大学感染制御学）

〈第 3会場〉

教育セミナー14 3月4日（金） 9:00～9:30

司会： 東野　哲也 （宮崎大学）

ES-14 外耳道後壁削除・乳突開放型鼓室形成術について
川島　貴之 （八尾市立病院）
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〈展示会場〉

頭頸部超音波研究会企画　頸部超音波ハンズオンセミナー 3月4日（金） 9:00～11:00

司会： 藤本　保志 （愛知医科大学） 
古川まどか （神奈川県立がんセンター）

HS-G 頭頸部超音波診断－総論－
古川まどか （神奈川県立がんセンター）

HS-1 甲状腺
下出　祐造 （金沢医科大学）

HS-2 唾液腺の超音波診断
古川まどか （神奈川県立がんセンター）

HS-3 リンパ節・その他頸部腫瘤
齋藤　大輔 （岩手医科大学）

HS-4 咽頭・喉頭・副鼻腔の超音波診断
福原　隆宏 （鳥取大学）

HS-5 頭頸部癌診療における超音波の活用
寺田　星乃 （愛知県がんセンター）

実技インストラクター
橋本　香里 （神奈川県立がんセンター）
吉田　真夏 （神奈川県立がんセンター）
堂西　亮平 （鳥取大学）
富岡　利文 （国立がん研究センター東病院）

〈第 1会場〉

共通講習3 【専門医共通講習】 3月4日（金） 11:10～12:10

司会： 本間　明宏 （北海道大学）

「医療倫理」

CC-3 医学・医療倫理の現在と未来
加藤　和人 （大阪大学医の倫理と公共政策学）

〈展示会場〉

電気メスハンズオンセミナー 3月3日（木） 10:30～12:00

共催：株式会社アムコ
司会： 吉崎　智一 （金沢大学）

SHS 明日から実践！電気メスの基礎と安全使用のためのハンズオン
和佐野浩一郎 （国立病院機構東京医療センター）
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〈第 2会場〉

ランチョンセミナー2 3月3日（木） 12:30～13:20

共催：楽天メディカル株式会社
司会： 丹生　健一 （神戸大学）

「頭頸部イルミノックス治療～切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌への光～」

LS2-1 実地診療下での頭頸部イルミノックス治療（光免疫療法）の実際
花井　信広 （愛知県がんセンター）

LS2-2 Results of a Phase 1/2a Trial of RM-1929 PIT for rHNSCC Patients and Their Long-term 
Survival Data
David Cognetti （Thomas Jefferson University Hospital）

〈第 3会場〉

ランチョンセミナー3 3月3日（木） 12:30～13:20

共催：メルクバイオファーマ株式会社
司会： 猪原　秀典 （大阪大学）

「再発・転移頭頸部癌薬物療法の変遷」

LS3-1 R/M HNSCCに対する分子標的薬を用いた治療選択 
～国内多施設共同臨床研究の結果を踏まえて～
鈴木　基之 （大阪大学）

LS3-2 プラチナ感受性の再発・転移頭頸部扁平上皮癌の薬物療法
～最新のエビデンスに基づく治療選択～
本間　義崇 （国立がん研究センター中央病院）

〈第 1会場〉

ランチョンセミナー1 3月3日（木） 12:30～13:20

共催：小野薬品工業株式会社　　　　　　　　 　 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

司会： 朝蔭　孝宏 （東京医科歯科大学）

LS1 実臨床から考える再発・転移頭頸部癌の薬物療法シークエンス
鈴木　真輔 （秋田大学）
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〈第 1会場〉

ランチョンセミナー5 3月4日（金） 12:20～13:10

共催：MSD株式会社
司会： 本間　明宏 （北海道大学）

LS5 再発・転移頭頸部癌治療のエビデンスをどのように捉え、CPSを踏まえていかに臨床応用するか
岡野　　晋 （国立がん研究センター東病院）

〈第 2会場〉

ランチョンセミナー6 3月4日（金） 12:20～13:10

共催：あすか製薬株式会社
司会： 猪原　秀典 （大阪大学）

LS6 甲状腺全摘術後の最適な甲状腺ホルモン補充療法
伊藤　　充 （隈病院内科）

〈第 3会場〉

ランチョンセミナー7 3月4日（金） 12:20～13:10

共催：インテュイティブサージカル合同会社
司会： 北野　博也 （社会医療法人誠光会）

LS7 経口的ロボット支援手術の魅力を語る －安全なロボット手術の導入に向けて－
楯谷　一郎 （藤田医科大学）

〈第 4会場〉

ランチョンセミナー4 3月3日（木） 12:30～13:20

共催：バイエル薬品株式会社
司会： 本間　明宏 （北海道大学）

「希少遺伝子変異を考慮した頭頸部癌の治療戦略」

LS4-1 頭頸部癌領域における薬物療法　UPDATE
門脇　重憲 （愛知県がんセンター薬物療法部）

LS4-2 当院における唾液腺癌症例におけるラロトレクチニブの使用経験
菅谷　明徳 （茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター腫瘍内科）
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〈第 4会場〉

ランチョンセミナー8 3月4日（金） 12:20～13:10

共催：株式会社名優
司会： 鴻　　信義 （東京慈恵会医科大学）

「内視鏡下鼻腔・副鼻腔手術後の充填素材」

LS8-1 ネックスパックを使用した内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理
柳　　徳浩 （東京慈恵会医科大学）

LS8-2 内視鏡下鼻腔・副鼻腔手術後の充填素材に何を求めるのか：
nasal packingからnasal dressingへの変遷
中川　隆之 （京都駅前耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック/京都大学）
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〈第 2会場〉

学生・研修医セッション・表彰 16:30～17:50

座長： 藤枝　重治 （福井大学） 
高野　賢一 （札幌医科大学）

SR-1 国際医療福祉大学成田病院における副鼻腔炎手術に対する新規親水性ポリウレタンフォーム
の有用性の検討
小池　隆史 （国際医療福祉大学）

SR-2 真珠腫の再発によると考えられた側頭部皮下腫瘤の一例
大嶺　拓海 （琉球大学）

SR-3 甲状軟骨に再発病変を認めた多発性骨髄腫の1例
大塚　彩加 （公立昭和病院）

SR-4 耳下腺手術113例における穿刺吸引細胞診とMRIによる術前画像診断の比較検討
岩田　寛子 （九州医療センター）

SR-5 舌癌術後の切除範囲・再建皮弁によるQOLの差異についての検討
水沼茉莉花 （岩手医科大学）

SR-6 頭頸部扁平上皮癌患者における血清亜鉛値の意義
太田　哲史 （横浜市立大学）

SR-7 甲状腺錐体葉嚢胞と判断に迷った多房性巨大甲状舌管嚢胞症例
佐々木千愛 （福井赤十字病院）

学生・研修医セッション・表彰　第1日目　2022年（令和4年）3月3日（木）
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〈第 3会場〉

第1群　基礎  10:30～11:20

座長： 安藤　瑞生 （岡山大学） 
太田　一郎 （近畿大学奈良病院）

O01-1 がん転移に寄与する因子群を集学的に標的とすることによる効率的転移抑制の試み
林　　祐志 （愛媛大学）

O01-2 High-grade transformationを起こした唾液腺明細胞癌のゲノム解析
小林　謙也 （国立がん研究センター中央病院/東京大学）

O01-3 イメージング質量分析を使用した耳下腺癌におけるリン脂質の発現
兼竹　博文 （大阪医科薬科大学）

O01-4 耳下腺多形腺腫再発・多形腺腫由来癌におけるキマーゼ発現の増加について
木下　一太 （大阪医科薬科大学）

O01-5 HPV関連中咽頭癌におけるDNA損傷修復系因子の活性化と予後に関する検討
甲能　武幸 （慶應義塾大学）

〈第 3会場〉

第2群　化学・放射線療法1  11:20～12:10

座長： 小川　徹也 （愛知医科大学） 
星川　広史 （香川大学）

O02-1 初診時遠隔転移を認める頭頸部癌M1症例における臨床的検討
松本　宗一 （高知大学）

O02-2 再発転移頭頸部扁平上皮癌に対するmPFE療法とmTPEx療法を比較するランダム化
第2相多施設共同試験 
鈴木　基之 （大阪大学）

O02-3 当科におけるinduction PCE療法の実際
石井　裕貴 （山梨大学）

O02-4 進行頭頸部癌に対する導入化学療法としてのPCE療法の検討
田中　亮子 （新潟県立がんセンター新潟病院/新潟大学）

O02-5 進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法Paclitaxel/Carboplatin/Cetuximab
（PCE療法）の検討
青井　二郎 （国立病院機構四国がんセンター）

一般演題　第1日目　2022年（令和4年）3月3日（木）
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〈第 3会場〉

第3群　COVID-19  14:50～15:50

座長： 原渕　保明 （旭川医科大学） 
前田　陽平 （大阪大学）

O03-1 COVID-19パンデミック下での入院前スクリーニング検査の有用性の検討
佐藤　満雄 （近畿大学）

O03-2 COVID-19症例における気管内挿管による喉頭合併症
相原　　栞 （愛媛大学）

O03-3 中等症病床におけるCOVID-19重症患者の気管切開手術の経験
末方　　由 （大阪大学/市立池田病院）

O03-4 新型コロナウイルス陽性患者（COVID-19）における外科的気管切開術の周術期対応について
道塚　智彦 （旭川医科大学）

O03-5 当科にて気管切開術を施行したCOVID-19患者の臨床経過の検討
金本　紀亜 （大阪市立大学）

O03-6 COVID肺炎治療後に発症した気管内肉芽の一例
笹脇麻珠子 （東京臨海病院/東京慈恵会医科大学）

〈第 3会場〉

第4群　手術支援機器1  15:50～16:50

座長： 吉本　世一 （国立がん研究センター中央病院） 
横島　一彦 （栃木県立がんセンター）

O04-1 前頭蓋底手術におけるビデオ顕微鏡システムORBEYEの使用経験 
－耳鼻咽喉科医の目線から－
蓼原　　瞬 （神戸大学）

O04-2 耳鼻咽喉科頭頸部外科手術における手術用顕微鏡システムORBEYEのアドバンテージ
工　　　穣 （信州大学）

O04-3 外視鏡ORBEYEを用いた顎下腺手術の検討（5例の使用経験）
八木　正夫 （関西医科大学）

O04-4 民生品を用いた無影灯用カメラ固定ブランケット作成の試み
吉岡　哲志 （藤田医科大学）

O04-5 第一鰓裂性瘻孔摘出に神経連続モニタリングが有用であった一例
岸本真由子 （愛知医科大学）

O04-6 NIMを用いて起源神経を同定、摘出した腕神経叢神経鞘腫例
福田裕次郎 （川崎医科大学）

33



〈第 3会場〉

第5群　手術支援機器2  16:50～17:50

座長： 林　　隆一 （国立がん研究センター東病院） 
工　　　穣 （信州大学）

O05-1 電気メスを用いる腫瘍切除トレーニングモデルの作成
坂本　佳代 （愛媛大学）

O05-2 ウェアラブルカメラを活用した頭頸部外科手術修練の工夫と有用性
木村　有佐 （京都府立医科大学）

O05-3 3Dプリンタにて作成した模型を使用し手術活用した口腔癌症例、今後の展望
利國桂太郎 （足利赤十字病院）

O05-4 中耳・側頭骨手術における3Dプリンターを用いた術前シミュレーションの検討
福本　一郎 （千葉大学）

O05-5 咽喉頭立体モデルによるELPS手術手技トレーニング
藤村真太郎 （京都大学）

O05-6 耳管ピン手術講習のための人工側頭骨模型の開発と今後の応用
守田　雅弘 （守田耳鼻咽喉科大阪駅前耳管クリニック）

〈第 4会場〉

第6群　経口的切除1  9:00～10:00

座長： 塩谷　彰浩 （防衛医科大学校） 
清水　　顕 （東京医科大学）

O06-1 経口的ロボット支援手術導入初期にあたっての当科の取り組み
山下　　拓 （北里大学）

O06-2 咽喉頭良性腫瘍の鏡視下咽喉頭手術（ELPS・TOVS）に用いたリユーザブルデバイスの有用性
渡部　佳弘 （国際医療福祉大学成田病院）

O06-3 当院におけるTOVSの工夫
森山　宗仁 （大分大学）

O06-4 鏡視下咽頭手術における3D内視鏡と内視鏡固定器具の有用性
大上　研二 （東海大学）

O06-5 内視鏡下経口的咽喉頭手術（TOVS）で摘出した下咽頭血管奇形症例
有賀　健治 （大阪急性期・総合医療センター）

O06-6 声門癌に対する内視鏡的咽喉頭手術（ELPS）の経験
鈴木　由紀 （がん・感染症センター東京都立駒込病院）
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〈第 4会場〉

第7群　経口的切除2  10:00～11:00

座長： 大上　研二 （東海大学） 
杉本　太郎 （がん・感染症センター東京都立駒込病院）

O07-1 喉頭下咽頭癌に対する導入化学療法後経口的咽喉頭部分切除術（ICT-TOVS）の検討
廣川祥太郎 （防衛医科大学校）

O07-2 当院における内視鏡下経口的咽喉頭部分切除術（TOVS）の治療成績
左京　愛莉 （順天堂大学医学部附属浦安病院）

O07-3 当科で中咽頭扁平上皮癌に対しTOVS（内視鏡下経口的咽喉頭部分切除術）を施行した
症例の検討
竹林亜貴子 （慶應義塾大学）

O07-4 舌根部癌に対する経口的切除術前の選択的舌動脈塞栓術
小山　哲史 （鳥取大学）

O07-5 ELPSにより摘出した喉頭神経鞘腫の1例
福家　智仁 （伊勢赤十字病院）

O07-6 当院における径口的咽頭悪性腫瘍切除術（TOVS）の検討
本多　勇輔 （九州医療センター）

〈第 4会場〉

第8群　イルミノックス  11:00～12:00

座長： 家根　旦有 （近畿大学奈良病院） 
牧野　琢丸 （岡山大学）

O08-1 マウス口腔癌モデルに対する内視鏡下近赤外光線免疫療法
岡田　隆平 （米国国立がん研究所/東京医科歯科大学）

O08-2 術前3-D CTと術中CT撮影を併用した光免疫療法の1例
増淵　達夫 （国際医療福祉大学三田病院）

O08-3 当院におけるイルミノックス治療
篠崎　　剛 （国立がん研究センター東病院）

O08-4 上咽頭癌化学放射線療法後の局所再発に対して頭頸部イルミノックス治療を施行した1例
小村　　豪 （国立がん研究センター中央病院）

O08-5 ナビゲーションシステムが有用であった頭頸部イルミノックス治療の1例
岡本　伊作 （東京医科大学）

O08-6 頸部イルミノックス治療後に経口切除後を行った上顎歯肉癌術後再発の1例
小林　義明 （愛知県がんセンター）
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〈第 4会場〉

第9群　甲状腺1  14:50～15:50

座長： 辻　　裕之 （金沢医科大学） 
宇野　敦彦 （大阪急性期・総合医療センター）

O09-1 術野での超音波検査とVANS法で安全に手術しえた、甲状腺峡部乳頭癌の1症例
鈴木　克尚 （中部ろうさい病院）

O09-2 耳後部アプローチによるVANS内視鏡補助下甲状腺手術
菅野　真史 （福井大学）

O09-3 取り下げ
 

O09-4 当科における内視鏡補助下甲状腺手術（VANS）症例の検討
川上　　理 （金沢医科大学）

O09-5 当科における甲状腺穿刺吸引細胞診の検討
竹本　　剛 （山口県立総合医療センター）

O09-6 甲状腺穿刺吸引細胞診の施行後に一過性びまん性甲状腺腫脹を来した1例
南條　茉央 （聖隷三方原病院）

〈第 4会場〉

第10群　鼻副鼻腔1  15:50～16:50

座長： 別府　　武 （埼玉県立がんセンター） 
西川　大輔 （愛知県がんセンター）

O10-1 放射線化学療法が奏功したEBER陽性蝶形骨洞癌の一例
三浦　智也 （弘前大学）

O10-2 癌抑制遺伝子SMARCB1欠損鼻副鼻腔癌に対して重粒子線治療を施行した1例
松葉　義大 （千葉大学）

O10-3 HPV-related multiphenotypic sinonasal carcinomaの1例
三浦　直一 （広島市立広島市民病院）

O10-4 鼻腔原発扁平上皮癌におけるp16についての検討
山村　晃司 （東京大学）

O10-5 鼻副鼻腔癌に対するRADPLATの有効性と安全性に関する検討
福角　隆仁 （大阪大学）

O10-6 当科における上顎洞扁平上皮癌治療成績の検討
道場　隆博 （大阪労災病院）
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〈第 4会場〉

第11群　鼻副鼻腔2  16:50～17:50

座長： 竹内　万彦 （三重大学） 
北村　嘉章 （徳島大学）

O11-1 下鼻甲介術後のステロイド・抗菌薬軟膏とパッキングによる痂皮抑制効果
内田　哲郎 （鼻のクリニック東京）

O11-2 術後ステロイド投与が不要な好酸球性副鼻腔炎の臨床的特徴について
宮村　洸輔 （愛仁会太田総合病院）

O11-3 内視鏡下鼻副鼻腔術後に前弯の増悪および鼻弁狭窄を呈し外鼻形成術を施行した1症例
中村　允人 （徳洲会湘南鎌倉総合病院/東邦大学医療センター大森病院）

O11-4 上咽頭癌治療後に生じた後鼻孔閉鎖を経鼻内視鏡下に開放しえた一例
奥野　未佳 （大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター）

O11-5 手術待機期間中に閉鎖壁が肥厚した先天性後鼻孔閉鎖症の乳児例
上村　健太 （三重大学）

O11-6 電動式骨手術器械「ZAOSONiC」を用いた鼻腔形態手術
鈴木　祐輔 （山形大学）

〈第 5会場〉

第12群　化学・放射線療法2  9:00～10:00

座長： 近松　一朗 （群馬大学） 
平野　　隆 （大分大学）

O12-1 腫瘍浸潤リンパ球は予後因子であり、化学放射線療法に対する感受性のマーカーとなる
川嵜　洋平 （秋田大学）

O12-2 小児、思春期・若年がん患者に対する妊孕性温存療法－現状と改善の取り組み－ 
秋定　直樹 （岡山大学/岡山大学リプロダクションセンター/国立病院機構四国がんセンター）

O12-3 S-1を用いた頭頸部癌のAdjuvant Chemotherapyに対してラフチジン併用群と非併用群にお
ける治療完遂の影響
吉野高一郎 （東京医科大学）

O12-4 頭頸部癌患者におけるセツキシマブ投与は中心静脈ポート周囲の感染及び抜去の必要性を有
意に助長する
大道亮太郎 （岡山大学）

O12-5 セツキシマブによる皮膚障害に対して漢方薬が有効であった1例
平　憲吉郎 （鳥取大学）

O12-6 喉頭癌に対する化学療法による肺結核再燃が疑われた1例
横田知衣子 （大阪市立大学）
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〈第 5会場〉

第13群　甲状腺2  10:00～11:00

座長： 藤原　和典 （鳥取大学） 
佐野　大佑 （横浜市立大学）

O13-1 当科における未分化癌を含む甲状腺癌に対するレンバチニブ治療症例の検討
石田　知也 （佐賀大学）

O13-2 レンバチニブ投与を行った甲状腺癌症例の検討
田浦　政彦 （福岡大学）

O13-3 レンバチニブ治療中に甲状腺機能亢進と病勢進行を認めた濾泡癌の1例
戸田　宗治 （神奈川県立がんセンター）

O13-4 当科における甲状腺分化癌肺転移症例の検討
塩水　紀香 （山形大学/米沢市立病院）

O13-5 術前に甲状腺未分化癌が疑われた甲状腺Carcinoma showing thymus-like differentiation
（CASTLE）の1例
須藤　智美 （千葉県がんセンター）

O13-6 甲状腺未分化癌切除症例の検討
石田航太郎 （静岡県立静岡がんセンター）

〈第 5会場〉

第14群　中下咽頭喉頭  11:00～12:10

座長： 鈴木　幹夫 （琉球大学） 
鈴木　秀典 （愛知県がんセンター）

O14-1 当科での下咽頭癌症例の検討
岡崎　　雅 （日本海総合病院）

O14-2 当科での下咽頭癌の臨床統計
石谷　圭佑 （徳島大学）

O14-3 下咽頭扁平上皮癌放射線治療後の局所再発に対する救済手術の検討
小野　剛治 （久留米大学）

O14-4 放射線治療を行った早期下咽頭癌の局所制御予測因子：SUVmax値の有用性
木谷　洋輔 （横浜市立大学）

O14-5 当科における喉頭癌症例の臨床的検討
山本　昌和 （長崎大学）

O14-6 当科における中咽頭癌症例の検討
小佐野雅識 （山梨大学）

O14-7 頭頸部癌術後の再発の発見契機についての検討
宮丸　　悟 （熊本大学）
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〈第 5会場〉

第15群　頸部１  14:50～15:50

座長： 岸野毅日人 （香川大学） 
岡村　　純 （聖隷浜松病院）

O15-1 舌根部に生じた正中頸嚢胞の症例
野澤　眞祐 （堺市立総合医療センター）

O15-2 嚥下障害を伴った高齢者の正中頸嚢胞の症例
三好　　毅 （堺市立総合医療センター）

O15-3 再手術を行った正中頸瘻・頸嚢症例
長井　美樹 （堺市立総合医療センター）

O15-4 OK-432硬化療法が奏功した鎖骨上胸管嚢胞の1例
荒木　大輔 （王子総合病院/旭川医科大学）

O15-5 下咽頭梨状陥凹瘻の臨床検討
松崎　尚寛 （鹿児島大学）

O15-6 内視鏡下電気焼灼術を行った下咽頭梨状陥凹瘻症例の検討
石永　　一 （三重大学）

〈第 5会場〉

第16群　甲状腺3  15:50～16:50

座長： 森谷　季吉 （淡海医療センター） 
富樫　孝文 （新潟県立がんセンター）

O16-1 Transmanubrial osteomuscular sparing approachを用いて切除した甲状腺乳頭癌症例
辻村　隆司 （日本赤十字社和歌山医療センター）

O16-2 縦隔内甲状腺腫に対して胸腔鏡補助下に甲状腺腫瘍摘出術を行った一例
竹本　洋介 （山口大学）

O16-3 ロボット支援縦隔アプローチ＋頸部アプローチにて摘出した縦隔甲状腺腫例
村嶋　明大 （名古屋市立大学）

O16-4 当科における縦隔甲状腺腫手術例の検討
鎌田　恭平 （埼玉県立がんセンター）

O16-5 嚢胞内容の縦隔への穿破により呼吸困難を生じた甲状腺腫瘤症例
加藤　大星 （栃木県立がんセンター）

O16-6 手術を施行した高度肥満症合併甲状腺乳頭癌の1例
神戸　史乃 （山形県立中央病院）
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〈第 5会場〉

第17群　甲状腺4  16:50～17:50

座長： 岩﨑　真一 （名古屋市立大学） 
上村　裕和 （奈良県立医科大学）

O17-1 巨大甲状腺腫を呈し手術加療行った慢性甲状腺炎の2例
小池　良典 （住友病院）

O17-2 喉頭進展を伴った甲状腺動静脈奇形の1例
池田　　葵 （京都府立医科大学）

O17-3 自然出血した副甲状腺腺腫の一例
阿部　秀晴 （富山大学）

O17-4 外科的治療を要したアミオダロン誘発性甲状腺中毒症症例
新井　　智 （順天堂大学）

O17-5 中毒性多結節性甲状腺腫3症例の治療経験
赤松　摩紀 （国際医療福祉大学成田病院）

O17-6 外科治療を要した小児Basedow病の一例
岸本　和大 （金沢医科大学）

〈第 6会場〉

第18群　頸部2  9:00～10:00

座長： 保富　宗城 （和歌山県立医科大学） 
大越　　明 （東北大学）

O18-1 咽後膿瘍からLemierre症候群を合併した1例
篠田裕一朗 （兵庫医科大学）

O18-2 コロナ禍で発症したLemierre症候群の例
久保　朋子 （日本赤十字社大津赤十字病院）

O18-3 COVID-19肺炎の治療経過中に生じた深頸部膿瘍の1例
白石　健悟 （千葉大学）

O18-4 口蓋扁桃摘出術後に頻回なこう鼻により頸部皮下気腫、縦郭気腫を来した1症例
鈴木　哲史 （弘前大学）

O18-5 耳下腺腫瘍摘出術後に生じた結節性筋膜炎の1例
豊田　拓司 （京都市立病院）

O18-6 前頸部に発生した結節性筋膜炎の1例
平石浩太郎 （静岡済生会総合病院）
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〈第 6会場〉

第19群　唾液腺1  10:00～11:00

座長： 河田　　了 （大阪医科薬科大学） 
藤　　賢史 （九州がんセンター）

O19-1 進行性NTRK融合遺伝子陽性唾液腺癌患者におけるラロトレクチニブの有効性と安全性
（アンコール演題）
田原　　信 （国立がん研究センター東病院）

O19-2 当科において根治切除が可能であった頭頚部原発Undifferentiated pleomorphic sarcoma
症例の検討
松本　吉史 （国立がん研究センター中央病院）

O19-3 ステノン管原発と考えられる扁平上皮癌の1例
樋口　雅大 （香川大学）

O19-4 ステノン管原発悪性腫瘍の2例
鈴木　貴博 （東北医科薬科大学）

O19-5 最近経験した顎下腺原発腺様嚢胞癌3例
山本　佳史 （大阪急性期総合医療センター）

O19-6 当科で経験した耳下腺原発悪性リンパ腫症例について
堀　　健志 （山口大学）

〈第 6会場〉

第20群　唾液腺2  11:00～12:10

座長： 岩井　　大 （関西医科大学） 
酒井　昭博 （東海大学）

O20-1 耳下腺多形腺腫に対する手術310症例の検討
樽井　彬人 （天理よろづ相談所病院）

O20-2 当科における耳下腺粘表皮癌46例に対する治療成績
寺田　哲也 （大阪医科薬科大学）

O20-3 当科における耳下腺腫瘍の検討
坂東　伸幸 （北斗病院）

O20-4 当科において手術治療を行った耳下腺癌101症例の臨床的検討
森　　昂生 （千葉大学）

O20-5 顎下腺癌の臨床的検討
佐藤　文彦 （久留米大学/飯塚病院）

O20-6 耳下腺唾液腺導管癌と多形腺腫由来癌症例の臨床像の比較
東野　正明 （大阪医科薬科大学）
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〈第 6会場〉

第21群　高齢者  14:50～15:20

座長： 寺田　友紀 （兵庫医科大学） 
真栄田裕行 （琉球大学）

O21-1 高齢者の頭頸部癌治療
釜谷　紬岐 （福井大学）

O21-2 高齢頭頸部癌患者の認知機能と術後せん妄の関係の検討
籾山　香保 （北里大学）

O21-3 高齢頭頸部癌再建手術症例における高齢者機能評価の有用性
岡野　　渉 （国立がん研究センター東病院）

〈第 6会場〉

第22群　鼻副鼻腔3  15:20～15:50

座長： 大久保公裕 （日本医科大学） 
都築　健三 （兵庫医科大学）

O22-1 嗅覚障害を契機に診断に至った鼻中隔Rosai-Dorfman diseaseの一例
松山　怜美 （厚木市立病院/東京慈恵会医科大学）

O22-2 鼻粘膜皮膚置換術後の痂皮付着に鼻洗浄が有効であった遺伝性出血性末梢血管拡張症の2例
武田　英明 （北海道大学）

O22-3 内視鏡レンズ洗浄装置を利用した水中コブレーター手術の長所
小林　正佳 （三重大学）

〈第 6会場〉

第23群　気管  15:50～16:50

座長： 北村　守正 （金沢医科大学） 
千年　俊一 （久留米大学）

O23-1 気管原発腺様嚢胞癌に対し気管環状切除・端々吻合術で喉頭機能を温存しえた1例
久保田　叡 （福島県立医科大学）

O23-2 甲状腺乳頭癌に対して気管端々吻合を施行した4例の検討
寺田　夕希 （熊本大学）

O23-3 声門下狭窄症に対する輪状軟骨切除および気管輪環状切除術
桝井　貴史 （奈良県立医科大学）

O20-7 頭頸部悪性腫瘍登録を用いた大唾液腺癌に関するリアルワールドデータ
川北　大介 （名古屋市立大学）
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〈第 6会場〉

第24群　症例1  16:50～17:50

座長： 室野　重之 （福島県立医科大学） 
赤埴　詩朗 （関西労災病院）

O24-1 気管断裂の既往のある迷走神経鞘腫症例に対して手術をした1例
柳橋　　賢 （総合病院土浦協同病院）

O24-2 出血性ショックを来し緊急止血術を行った舌根部静脈瘤の1例
森　　大地 （京都第一赤十字病院）

O24-3 巨大頸部咽喉頭静脈奇形に対し、ハイブリット手術室にて経口腔的硬化療法を施行した例
中村　宏舞 （愛知医科大学）

O24-4 頸動脈小体腫瘍と鑑別を要した孤立性線維腫瘍の1例
高田　晋明 （兵庫県立尼崎総合医療センター）

O24-5 摘出に難渋した頸動脈小体腫瘍の一例
道田　哲彦 （神戸市立医療センター中央市民病院）

O24-6 巨舌を呈した舌脂肪腫症の手術治療経験
須藤　　敏 （沖縄県立中部病院）

〈第 7会場〉

第25群　症例2  9:00～10:00

座長： 荒木　幸仁 （防衛医科大学校） 
大石　賢弥 （大阪市立大学）

O25-1 当院で治療した頭頸部原発神経内分泌癌症例の検討
加納　里志 （北海道大学）

O25-2 軟口蓋に発生した孤立性線維性腫瘍の1例
岩下　花綸 （川崎医科大学）

O25-3 咽頭腫瘤として紹介された頸椎軟骨肉腫の1例
森倉　一朗 （島根大学）

O23-4 声門下気管狭窄に対する加療が奏功した1例
弓井　康平 （広島大学）

O23-5 気管狭窄に対してV－V ECMO下に手術を施行した二症例
大内　陽平 （香川大学）

O23-6 当院における気管切開症例の検討
舘田　　勝 （仙台医療センター）
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〈第 7会場〉

第26群　耳・側頭骨1  10:00～11:00

座長： 土井　勝美 （近畿大学） 
鈴木　秀明 （産業医科大学）

O26-1 成人特発性耳性髄液漏の1例
芦田　直毅 （大阪労災病院）

O26-2 経乳突的に耳介軟骨を使用し髄液漏停止術を行った側頭骨内髄膜脳瘤の一例
山田　浩之 （けいゆう病院/慶應義塾大学）

O26-3 内視鏡下アブミ骨手術における鼓索神経のバリエーションと斜視鏡を用いたPre/Post-corda 
tympani approach
高橋　昌寛 （東京慈恵会医科大学）

O26-4 Medial Meatal Fibrosisに対する当科での手術治療の経験
森鼻　哲生 （市立東大阪医療センター）

O26-5 錐体部真珠腫手術における顔面神経の処理について
伊藤　真人 （自治医科大学）

O26-6 先天性卵円窓欠損症に対しTEESにて内耳開窓術を行った1例
杉本　寿史 （金沢大学）

〈第 7会場〉

第27群　症例3  11:00～12:10

座長： 角南貴司子 （大阪市立大学） 
今井　隆之 （宮城県立がんセンター）

O27-1 皮膚筋炎に合併した原発不明癌症例
浦口　健介 （岡山大学/香川労災病院）

O27-2 舌癌治療9年後に生じた原発不明頸部転移腺癌の1例
金村　　亮 （徳島大学）

O27-3 頸部リンパ節腫脹を契機に診断された小細胞肺癌の一例
斉藤　優仁 （東邦大学医療センター大橋病院）

O25-4 舌根より発生したClear cell carcinomaの一例
塚本　　咲 （総合病院土浦協同病院）

O25-5 舌根部粘表皮癌症例
宮本　佑美 （鹿児島大学）

O25-6 口蓋扁桃腫瘍を呈したpolymorphous adenocarcinomaの1例
加藤　光彦 （埼玉医科大学国際医療センター）
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〈第 7会場〉

第28群　耳・側頭骨2  14:50～15:50

座長： 中川　尚志 （九州大学） 
北原　　糺 （奈良県立医科大学）

O28-1 当科で経験した鼓室内Glomus tumorの2例
勝又　徳行 （聖隷横浜病院）

O28-2 鼓室型パラガングリオーマ症例
松山　浩太 （自治医科大学）

O28-3 真珠腫性中耳炎と鑑別を要した中耳原発粘膜悪性黒色腫の一例
佐藤　　瞭 （群馬大学）

O28-4 当科で手術加療した外耳道腺様嚢胞癌の2症例
武山　雄貴 （千葉大学）

O28-5 当科における外耳道扁平上皮癌の治療成績
堤　　　剛 （東京医科歯科大学）

O28-6 外耳道癌に対する陽子線治療症例の検討
高野　　学 （名古屋市立大学医学部附属西部医療センター）

〈第 7会場〉

第29群　耳・側頭骨3  15:50～16:50

座長： 將積日出夫 （富山大学） 
肥塚　　泉 （聖マリアンナ医科大学）

O29-1 Slim modiolar電極のtip fold-overを術中コーンビームCTで指摘しえた2症例
井上　大志 （京都大学）

O29-2 人工内耳インプラントの感染に対して有形皮弁と全層植皮を伴うインプラント入替術を
行った一例
田中　晶平 （国立病院機構大阪医療センター）

O27-4 頭頸部領域における脱分化型脂肪肉腫の1例
古梅　純規 （関西医科大学）

O27-5 巨大な腫瘤を形成した下咽頭紡錘細胞癌の一例
新城　正太 （琉球大学病院）

O27-6 頸椎前方固定術18年後に咽頭食道瘻孔を生じた一例
北中　麻里 （京都大学）

O27-7 頸部アプローチで摘出した食道異物の一例
今村香菜子 （けいゆう病院）
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〈第 7会場〉

第30群　口蓋扁桃摘出術  16:50～17:50

座長： 原　　浩貴 （川崎医科大学） 
片田　彰博 （旭川医科大学）

O30-1 マイクロデブリッダー使用によるアデノイド切除術の検討 －従来法との比較－
稲田　紘也 （藤田医科大学ばんたね病院）

O30-2 3D外視鏡ORBEYEを用いた口蓋扁桃摘出術の検討
林　　慶和 （関西医科大学）

O30-3 Bizactは口蓋扁桃摘出術の短時間手術を可能にする
安齋　　崇 （順天堂大学）

O30-4 閉塞性睡眠時無呼吸における、口蓋扁桃摘出術、口蓋垂軟口蓋咽頭形成術前後の画像解析
金子　政道 （藤田医科大学ばんたね病院）

O30-5 口蓋扁桃摘出術の後出血の検討
山田誠二郎 （市立岸和田市民病院）

O30-6 血液凝固第13因子製剤の投与が有効であった口蓋扁桃摘出術後出血反復症例
小川　　真 （JCHO大阪病院）

O29-3 開放乳突腔を有する混合性難聴耳に対するBONEBRIDGE手術の経験 
茂木　雅臣 （東京慈恵会医科大学附属第三病院）

O29-4 側頭骨軟骨肉腫に対する側頭骨外側切除後の人工中耳VSB植込み症例
井手　慎介 （宮崎大学）

O29-5 内リンパ嚢開放術後および中耳加圧治療後の内リンパ腔容積変化
北原　　糺 （奈良県立医科大学）

O29-6 中耳手術における神経再生誘導チューブによる鼓索神経再建例
山中　敏彰 （奈良県立医科大学）
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〈第 8会場〉

第31群　口腔1  9:00～10:00

座長： 坂田　俊文 （福岡大学） 
安里　　亮 （京都医療センター）

O31-1 当科での茎状突起過長症の手術治療経験
岸下　定弘 （NTT東日本関東病院）

O31-2 高カルシウム血症とBRAF変異を有した再発性エナメル上皮腫の1例報告
鈴木　秀典 （愛知県がんセンター）

O31-3 急速に進行した上歯肉SMARCA4欠損悪性腫瘍の一例
本郷　由比 （国立病院機構東京医療センター/慶應義塾大学）

O31-4 硬口蓋明細胞癌の一例
岩野　圭佑 （大阪市立総合医療センター）

O31-5 病理学的に孔道癌と診断された舌癌の一例
伊藝　真樹 （琉球大学）

O31-6 上顎骨に発生した軟骨芽細胞型骨肉腫例
池田　智紀 （滋賀医科大学）

〈第 8会場〉

第32群　頸部膿瘍  10:00～11:00

座長： 鈴木　正志 （大分大学） 
成田　憲彦 （福井大学）

O32-1 頸部壊死性筋膜炎の3症例
栢野　香里 （京都中部総合医療センター）

O32-2 縦隔鏡下閉鎖式陰圧ドレーン挿入により治療した降下性壊死性縦隔炎の2例
中石　　柾 （日本医科大学）

O32-3 顎骨壊死により側頭部にまで膿瘍が波及した1症例
宮本　憲征 （八尾市立病院）

O32-4 抜歯を契機にMycoplasma hominisによる深頸部膿瘍をきたした1例
眞崎　達也 （山口県厚生農業協同組合連合会長門総合病院/山口県立総合医療センター）

O32-5 化膿性胸鎖関節炎を併発した深頸部膿の1例
大澤　　悠 （山形県立中央病院）

O32-6 当科における深頸部膿瘍250例の臨床的検討
藤田　尚晃 （川崎医科大学）
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〈第 8会場〉

第34群　喉頭1  14:50～15:50

座長： 山下　　勝 （鹿児島大学） 
讃岐　徹治 （名古屋市立大学）

O34-1 喉頭炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍の3例
次郎丸梨那 （九州大学）

O34-2 放射線治療後の声門下狭窄に対してバルーン拡張術を行った1症例
小澤泰次郎 （豊橋市民病院）

O34-3 当科における若年型喉頭乳頭腫の検討
岡崎　鈴代 （大阪母子医療センター）

O34-4 線維芽細胞増殖因子注入による片側性声帯麻痺の治療
金澤　丈治 （自治医科大学/国際医療福祉大学）

O34-5 反回神経切断例に対する神経再生誘導材を用いた再建の経験
渡邉　昭仁 （恵佑会札幌病院）

O34-6 取り下げ

〈第 8会場〉

第33群　鼻副鼻腔4  11:00～12:00

座長： 山田武千代 （秋田大学） 
小林　正佳 （三重大学）

O33-1 上顎洞乳頭腫に対するPrelacrimal approachとしてのEMMMの有用性
中山　次久 （獨協医科大学）

O33-2 上顎洞に生じたintravascular papillary endothelial hyperplasiaの1例
原田　雄基 （北里大学メディカルセンター）

O33-3 鼻中隔原発多形腺腫の一例
山田　　遥 （群馬大学）

O33-4 鼻腔多形腺腫に対して腫瘍摘出術を施行した二例
久壽米木駿 （東京大学）

O33-5 鼻中隔炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の一例
新國　　摂 （群馬大学）

O33-6 鼻副鼻腔に発生したYolk sac tumorの1例
篠村　夏織 （大分大学/大分県立病院）
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〈第 8会場〉

第35群　唾液腺3  15:50～16:50

座長： 三澤　　清 （浜松医科大学） 
多田雄一郎 （国際医療福祉大学三田病院）

O35-1 長期生存を得たG-CSF産生耳下腺癌の一例
貴田　紘太 （兵庫医科大学）

O35-2 耳下腺に発生した脱分化型上皮筋上皮癌の1例
林　　秀斗 （旭川医科大学）

O35-3 甲状腺・顎下腺に同時転移を認めた腎細胞癌の一例
伊藤　瑞貴 （NTT東日本関東病院）

O35-4 Epstein-Barr virus関連耳下腺リンパ上皮癌の1例
久保田瑛進 （北斗病院/旭川医科大学）

O35-5 唾液腺導管癌による傍腫瘍症候群の1例
森田　　翔 （川崎市立多摩病院）

O35-6 耳下腺のアンドロゲン受容体陽性唾液腺導管癌でCAB療法後に治療抵抗性となった一症例
奥田　　匠 （宮崎大学）

〈第 8会場〉

第36群　唾液腺4  16:50～17:50

座長： 田渕　経司 （筑波大学） 
東野　正明 （大阪医科薬科大学）

O36-1 皮膚自壊を伴うWarthin腫瘍の一例
福里壮一朗 （東京慈恵会医科大学）

O36-2 耳下腺ワルチン腫瘍の取り扱い－経過観察できるか－
西村　尋眸 （大阪医科薬科大学）

O36-3 ステノン管切除吻合を行った特発性ステノン管狭窄症の1例
近藤　律男 （東京都立駒込病院/東京女子医科大学）

O36-4 内視鏡の唾液腺管狭窄への応用
松延　　毅 （日本医科大学）

O36-5 悪性腫瘍を疑った耳下腺内結節性筋膜炎の一例
為野　仁輔 （京都第一赤十字病院）

O36-6 口蓋小唾液腺IgG4関連唾液腺炎の1症例
河村　理恵 （市立豊中病院）
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〈第 3会場〉

第38群　栄養2  11:10～12:10

座長： 浅田　行紀 （宮城県立がんセンター） 
末廣　　篤 （京都大学）

O38-1 頭頸部癌化学放射線治療においてセレン欠乏はシスプラチン総投与量に影響を与える
大越　　明 （東北大学）

O38-2 頭頸部癌患者における骨格筋量低下と治療予後に関する検討
岩佐陽一郎 （信州大学）

O38-3 頭頸部癌におけるサルコペニアインデックスについて
正道　隆介 （新潟大学）

O38-4 化学放射線療法における予後予測因子としてのサルコペニア、全身性炎症反応マーカーの
有用性の検証
遠藤　一平 （金沢大学）

O38-5 サルコペニアが手術あるいは放射線治療を受けた頭頸部癌患者の予後へ与える影響に関する
メタ解析
竹中　幸則 （大阪警察病院/大阪大学）

〈第 3会場〉

第37群　栄養1  10:10～11:10

座長： 蝦原　康宏 （埼玉医科大学国際医療センター） 
小村　　豪 （国立がん研究センター中央病院）

O37-1 頭頸部遊離皮弁再建手術における術後早期経腸栄養の効果
石井　　亮 （東北大学）

O37-2 頭頸部癌再建手術に対する当科でのERASプロトコルの有用性についての検討
柊　　陽平 （横浜市立大学）

O37-3 HMB配合製剤よるCRT誘発粘膜炎抑制効果の第2相ランダム化比較試験
黒木　圭二 （国立病院機構九州がんセンター）

O37-4 頭頸部癌化学放射線療法における予防的胃瘻造設について
鬼頭　良輔 （信州大学）

O37-5 喉頭全摘出症例におけるPrognostic Nutritional Index（PNI）と術後合併症に関する検討
卜部　浩介 （大阪国際がんセンター）

O37-6 術前栄養状態と頭頚部悪性腫瘍切除・遊離組織移植術後の予後についての検討
中村　和樹 （宮城県立がんセンター/東北大学）

一般演題　第2日目　2022年（令和4年）3月4日（金）
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〈第 3会場〉

第40群　合併症2  15:30～16:30

座長： 藤本　保志 （愛知医科大学） 
上田　　勉 （広島大学）

O40-1 当科における甲状腺癌頸部郭清術症例のリンパ漏についての検討
稲村　直哉 （市立札幌病院）

O40-2 頸部郭清術後リンパ漏に対して経皮的胸管塞栓術を施行し、速やかに改善した1例
川崎　健史 （東京慈恵会医科大学）

O40-3 頸部郭清術後に生じた乳糜胸の一例
山本　祐輝 （大阪市立大学）

O40-4 20年以上経過した頸部手術後の乳糜漏に対するリンパ管結紮術施行例
村尾　拓哉 （滋賀医科大学）

O40-5 喉頭癌再発巣の頸動脈浸潤・動脈破裂切迫例に対する頸動脈内カバードステント挿入と頸動
脈切除・頸部郭清術
今井　隆之 （宮城県立がんセンター）

〈第 3会場〉

第39群　合併症1  14:30～15:30

座長： 三谷　浩樹 （がん研有明病院） 
渡邉　昭仁 （恵佑会札幌病院）

O39-1 口腔悪性腫瘍再建手術症例281例の検討術後合併症はなぜ減少したのか？
福武　純子 （大阪国際がんセンター）

O39-2 頭頸部癌再建術における術後感染の発症と予防抗菌薬の検討
玉川　俊次 （和歌山県立医科大学）

O39-3 喉頭癌・下咽頭癌患者における救済手術後合併症リスクの客観的評価法
大久保淳一 （産業医科大学）

O39-4 当科における喉頭全摘術後の死腔予防の工夫
小島　崇史 （順天堂大学）

O39-5 喉頭全摘後における咽頭皮膚瘻の予測指標：COP-NLRの有用性
松本　　信 （筑波大学）

O39-6 化学放射線療法後の喉頭全摘出術におけるオトガイ下皮弁を用いた咽頭皮膚瘻予防の試み
鈴木　真輔 （秋田大学）

O38-6 頭頸部扁平上皮癌症例における治療前指標についての検討
竹川莉菜子 （福井大学）
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〈第 4会場〉

第42群　化学・放射線療法3  10:00～11:00

座長： 安松　隆治 （九州大学） 
小柏　靖直 （上福岡総合病院）

O42-1 頭頸部扁平上皮癌に対するシスプラチン80mg/m2併用CCRT：
多施設共同研究第II相試験の5年予後調査
大滝　耕平 （新潟県立新発田病院）

O42-2 クリニカルパスを用いたWeekly CDDP併用放射線治療
大平　彩菜 （横浜市立大学）

O42-3 シスプラチン併用化学放射線治療後に再発した頭頚部癌症例の検討
宮崎　　孝 （九州大学）

O42-4 CDDPに過敏反応を呈し、脱感作療法を施行した上咽頭癌の1例
木内　有紗 （山梨大学）

O42-5 声門癌に対するCRT施行中にTENを発症し、嚥下機能低下をきたした一例
藤井宗一郎 （大阪大学）

〈第 4会場〉

第41群　頭蓋底  9:00～10:00

座長： 花澤　豊行 （千葉大学） 
菊地　正弘 （京都大学）

O41-1 当院での鼻性髄液漏における内視鏡下手術症例の検討
當山　昌那 （琉球大学）

O41-2 コラーゲン使用吸収性人工硬膜による頭蓋底再建と髄液漏対策
山田武千代 （秋田大学）

O41-3 髄膜炎を契機として発見された前頭洞型髄膜脳瘤の一例
清水目奈美 （弘前大学）

O41-4 翼口蓋神経節分枝から発生したと考えられる上咽頭神経鞘腫の1例
向井　昌功 （東京女子医科大学）

O41-5 経鼻内視鏡下に翼口蓋窩アプローチで摘出した翼状突起基部進展を伴う鼻腔平滑筋肉腫の1例
有泉　陽介 （東京医科歯科大学）

O41-6 前頭洞炎、中耳炎を契機に鼻性頭蓋内合併症を来した一例
糸山　晋作 （山口赤十字病院）

O40-6 頸動脈形成術により救命し得た喉頭壊死による頸動脈破裂の1例
日江井裕介 （藤田医科大学）
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〈第 4会場〉

第44群　嚥下  14:00～15:00

座長： 熊井　良彦 （長崎大学） 
齋藤康一郎 （杏林大学）

O44-1 深頸部膿瘍後の嚥下障害に対して嚥下改善手術が著効した一例
飯沼　亮太 （岐阜大学/中濃厚生病院）

O44-2 甲状腺乳頭癌のルビエールリンパ節摘出後に生じた高度嚥下障害の一例
松浦　一輝 （信州大学）

O44-3 喉頭挙上術が著効した頸部自傷後嚥下障害の一例
名古　周平 （大阪急性期・総合医療センター）

O44-4 強直性脊椎骨増殖症（Forestier病）による嚥下障害に異なる対応を要した5症例の検討
清野　由輩 （北里大学）

〈第 4会場〉

第43群　再建  11:00～12:10

座長： 中溝　宗永 （東京女子医科大学） 
隈部　洋平 （兵庫県立尼崎総合医療センター）

O43-1 喉頭癌に対する喉頭全摘術における甲状腺切除に関する検討
木村　隆幸 （近畿大学）

O43-2 進行下咽頭癌に対する咽喉頭食道摘出に伴う最適な遊離空腸再建時の血管選択について
倉澤　志朗 （関西医科大学）

O43-3 下咽頭癌の遊離再建手術における空腸再建と皮弁再建の術後機能に関する検討
渡嘉敷邦彦 （東京医科大学）

O43-4 当科における大胸筋皮弁による再建症例の検討
大峡　慎一 （順天堂大学）

O43-5 DP皮弁を用いたindirect flapによる下咽頭喉頭全摘術後の咽頭再建法
佐々木慶太 （千葉県がんセンター）

O43-6 咽喉食摘出術に自動吻合器を用い胃管再建術を回避した下咽頭癌の1例
櫛橋　幸民 （国際医療福祉大学三田病院）

O43-7 下咽頭喉頭全摘・遊離空腸再建術後に移植空腸の腸間膜リンパ節転移をきたした3例
松居　祐樹 （がん研究会有明病院）

O42-6 シスプラチン初回投与後に腎不全と両側重度感音難聴を来した下咽頭扁平上皮癌の1例
坂田健太郎 （福岡大学）
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〈第 5会場〉

第46群　口腔2  9:00～10:00

座長： 中島　寅彦 （九州医療センター） 
藤澤　琢郎 （関西医科大学）

O46-1 当院における口腔癌頚部リンパ節転移の検討
森田　慎也 （四国がんセンター）

O46-2 当科における口腔癌症例の検討
平野　　隆 （大分大学）

O46-3 上歯肉扁平上皮癌の検討
伊藤　文展 （国立病院機構東京医療センター/慶應義塾大学）

O46-4 下歯肉扁平上皮癌の臨床的検討
佐藤　公宣 （久留米大学）

〈第 4会場〉

第45群　眼窩  15:00～16:00

座長： 櫻井　大樹 （山梨大学） 
中丸　裕爾 （北海道大学）

O45-1 当科における睫毛下・経上顎洞Combined approachによる眼窩底骨折再建術の検討
成田　憲彦 （福井大学）

O45-2 仮道への涙管チューブ留置によるCheese wiringに対する内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術
倉持　篤史 （東邦大学医療センター佐倉病院）

O45-3 視力障害を呈した前床突起嚢胞の1例
寺西　裕一 （大阪市立大学）

O45-4 鼻内・鼻外法の併用で摘出した涙嚢原発乳頭腫の1症例
川島　孝介 （東邦大学医療センター大森病院）

O45-5 骨髄異形成症候群に合併した鼻脳型ムーコル症の一例
木村　亮平 （東京慈恵会医科大学附属第三病院）

O45-6 内視鏡下鼻副鼻腔手術に対する術中視覚誘発電位の使用経験
山本　圭佑 （札幌医科大学）

O44-5 小児嚥下障害症例に対する声門閉鎖術
村上　大造 （熊本大学）

O44-6 頭頸部癌サルコペニア症例における治療前嚥下関連筋の検討
新井　啓仁 （京都府立医科大学）
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〈第 5会場〉

第48群　外傷  11:00～12:00

座長： 西池　季隆 （大阪労災病院） 
舘田　　勝 （仙台医療センター）

O48-1 当科における顔面骨骨折の臨床的検討
曹　弘規 （兵庫県立西宮病院）

O48-2 木片異物が眼窩内側壁から頭蓋内に達した穿通外傷の一例
濱本　文美 （神戸市立医療センター中央市民病院）

O48-3 鼻腔より穿通した頭蓋内異物の一例
郡司　寛之 （昭和大学藤が丘病院）

O48-4 開放性喉頭外傷の1例
北川　雄基 （金沢大学）

〈第 5会場〉

第47群　口腔3  10:00～11:00

座長： 花井　信広 （愛知県がんセンター） 
村上　大造 （熊本大学）

O47-1 舌癌における旧分類と新分類による治療成績の比較
野呂　恵起 （大阪医科薬科大学/市立ひらかた病院）

O47-2 当科における舌扁平上皮癌症例の臨床的検討
金子　昌行 （日本海総合病院）

O47-3 当科における舌扁平上皮癌の治療成績
西　　秀昭 （長崎大学）

O47-4 病理形態学的評価（簇出Budding、腫瘍間質比）による舌癌予後因子の検討
坂井　利彦 （東京大学/国立がん研究センター中央病院）

O47-5 予防的頸部郭清術を施行した口腔扁平上皮癌pN0症例における検索リンパ節個数と予後につ
いての検討
喜井　正士 （大阪国際がんセンター）

O47-6 口腔がんの腫瘍径と深達度と頸部転移割合の関係－SNNS国内多施設共同研究結果から－
松塚　　崇 （朝日大学病院）

O46-5 上歯肉、硬口蓋癌に対する予防頸部郭清の検討
檜原　浩介 （がん研有明病院）

O46-6 当院における頬脂肪体弁を用いた口腔手術5症例の検討
築家　伸幸 （広島大学）
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〈第 5会場〉

第50群　副咽頭  15:00～16:00

座長： 大月　直樹 （近畿大学） 
有泉　陽介 （東京医科歯科大学）

O50-1 Facelift法による副咽頭腫瘍摘出術の経験
太田　伸男 （東北医科薬科大学）

O50-2 異なるアプローチで摘出した副咽頭間隙多形腺腫の3症例
藤平　悠貴 （茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター）

O50-3 甲状腺乳頭癌の副咽頭間隙転移に関する検討
榎本　圭佑 （和歌山県立医科大学）

O50-4 副咽頭間隙腫瘍35例の臨床的検討
吉松　誠芳 （京都大学）

〈第 5会場〉

第49群　喉頭温存手術  14:00～15:00

座長： 藤井　　隆 （大阪国際がんセンター） 
松本　文彦 （順天堂大学）

O49-1 気管膜様部を合併切除した喉頭温存下咽頭頸部食道癌手術
益田　宗幸 （国立病院機構九州がんセンター）

O49-2 胸部食道癌・下咽頭癌術後に異時性頸部食道癌に対して喉頭温存手術を実施した1例
有吉　偉雄 （神戸大学）

O49-3 舌根癌外切開アプローチにおける術中超音波検査の有用性
別府　　武 （埼玉県立がんセンター）

O49-4 下咽頭部分切除術において適切な部位から咽頭腔に侵入する工夫
三谷　壮平 （愛媛大学）

O49-5 予防的頸部郭清が喉頭亜全摘に及ぼす影響
宮本　俊輔 （北里大学）

O49-6 傾向スコアを用いた下咽頭部分切除術と放射線療法の治療成績比較
江口紘太郎 （国立がん研究センター中央病院）

O48-5 当科で経験した頸部チェーンソー外傷の2症例
今野　　渉 （獨協医科大学）

O48-6 外傷性顔面神経麻痺に対して減荷術を行った症例の検討
佐藤　　崇 （大阪大学）

56



〈第 6会場〉

第52群　免疫療法2  10:00～11:00

座長： 折舘　伸彦 （横浜市立大学） 
加納　里志 （北海道大学）

O52-1 Pembrolizumabの免疫関連有害事象と考えられる1型糖尿病と副腎不全を生じた一例
飯島　宏章 （東海大学）

O52-2 ニボルマブの長期投与後に生じ治療に難渋した気管軟骨炎の一例
伊藤　広明 （高知大学）

O52-3 免疫チェックポイント阻害薬治療中に重篤な低Na血症をきたした1例
中里　　瑛 （宮城県立がんセンター/富山大学）

〈第 6会場〉

第51群　免疫療法1  9:00～10:00

座長： 小澤　宏之 （慶應義塾大学） 
齊藤　祐毅 （東京大学）

O51-1 ニボルマブを投与した頭頸部癌症例におけるIBPS（inflammation-based prognostic score）
の検討
松尾美央子 （九州大学）

O51-2 頭頸部扁平上皮癌における生検・腫瘍全体のPD-L1発現、免疫特性の一致率の検討
吉村佳奈子 （京都府立医科大学）

O51-3 Nivolumabを投与した再発・転移頭頸部癌の28-8抗体と22C3抗体を比較したPD-L1発現率と
生存率の検討
伊藤　達哉 （東京医科大学）

O51-4 ペムブロリズマブ（Pem）投与症例における好中球/リンパ球比（NLR）の動態と治療効果の検討
森本　寛基 （京都府立医科大学）

O51-5 再発転移頭頸部癌の免疫治療において、CAR・NLRの予後予測に対する有用性についての検討
小幡　和史 （札幌医科大学）

O51-6 頭頸部扁平上皮癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の効果と好中球・リンパ球比の関連
についてのメタ解析
野崎　謙吾 （大阪警察病院）

O50-5 当科における外側咽頭後リンパ節郭清術症例の検討
小出　暢章 （埼玉県立がんセンター）

O50-6 外側咽頭後リンパ節摘出術とそのアプローチ
杉本美香子 （大阪大学）
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O52-4 Nivolumab＋Ipilimumab投与後に複数のirAEを来した悪性黒色腫の1例
大島　秀介 （新潟大学）

O52-5 免疫チェックポイント阻害薬単剤投与にて急性増悪状態から回復しえた
耳下腺唾液腺導管癌の一例
川畑　隆之 （宮崎県立宮崎病院）

O52-6 取り下げ

〈第 6会場〉

第53群　免疫療法3  11:00～12:10

座長： 小川　武則 （岐阜大学） 
宮本　俊輔 （北里大学）

O53-1 名古屋市立大学でニボルマブ療法を行った症例の画像所見と治療効果との関連
的場　拓磨 （名古屋市立大学）

O53-2 当科で行った再発・転移頭頚部癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の治療成績
末吉慎太郎 （久留米大学）

O53-3 当科でのニボルマブ使用経験について
楠本　拓哉 （関西労災病院）

O53-4 当院における、免疫チェックポイント阻害剤を使用し奏効を得た頭頸部癌扁平上皮癌症例
南野　太志 （近畿中央病院）

O53-5 当科における免疫チェックポイント阻害剤中止後化学療法に関する検討
福岡　　修 （東京大学）

O53-6 再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対する免疫チェックポイント阻害剤後のweekly PTX-Cmab
療法の有効性と安全性
若崎　高裕 （九州大学）

O53-7 免疫療法における腫瘍縮小手術の役割－局所進行口腔粘膜悪性黒色腫の治療経験－
木村　隆浩 （奈良県立医科大学）
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〈第 6会場〉

第55群　化学・放射線療法4  15:00～16:00

座長： 今西　順久 （国際医療福祉大学成田病院） 
喜井　正士 （大阪国際がんセンター）

O55-1 声門癌の放射線単独照射治療終了後に両側声帯麻痺を生じ、気管切開を要した1例
歌方　　諒 （大垣市民病院）

O55-2 中咽頭癌化学放射線療法中に発症したアメーバ赤痢の一例
三輪　　好 （埼玉医科大学国際医療センター）

O55-3 上顎洞癌に対する導入化学療法においてアメーバ感染症を合併した一例
山内　麻由 （国際医療福祉大学三田病院）

O55-4 導入化学療法、局所デブリードマンおよびシスプラチン併用放射線治療で制御を得た
G-CSF腫瘍の一例
西川　玲央 （東京医科大学）

O55-5 耳下腺癌に対するBNCTの治療経験
粟飯原輝人 （大阪医科薬科大学関西BNCT共同医療センター/大阪医科薬科大学）

O55-6 再発頭頸部癌10例に対するホウ素中性子捕捉療法の治療効果
齋藤　大輔 （岩手医科大学）

〈第 6会場〉

第54群　診断  14:00～15:00

座長： 松塚　　崇 （朝日大学） 
岸本　　曜 （京都大学）

O54-1 当科で施行した針生検についての検討
深澤　雅彦 （聖マリアンナ医科大学）

O54-2 当院における頭頸部病変に対する経皮的針生検の有用性についての検討
逸見　真弘 （横須賀共済病院）

O54-3 耳下腺腫瘍に対する新しい細胞診分類
谷内　政崇 （済生会吹田病院）

O54-4 良性耳下腺腫瘍に対する局在分類案
河田　　了 （大阪医科薬科大学）

O54-5 頭頸部癌診療におけるポイントオブケア超音波（POCUS）の有用性
古川まどか （神奈川県立がんセンター）

O54-6 唾液腺腫瘍の治療前診断におけるエラストグラフィーの役割
池田　雅一 （福島県立医科大学）
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〈第 7会場〉

第57群　耳・側頭骨4  10:00～11:00

座長： 山下　裕司 （山口大学） 
山中　敏彰 （奈良医科大学）

O57-1 高度混合性難聴に対する聴力改善手術
三代　康雄 （大阪市立総合医療センター）

O57-2 聾・聾型聴力を呈した外リンパ瘻確実例の聴力予後
瀬尾　　徹 （聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

O57-3 口唇口蓋裂児に対する鼓膜チューブ留置術の時期の検討
小宅功一郎 （昭和大学藤が丘病院）

O57-4 難治性耳管開放症患者に対する耳管ピン複数回挿入例の検討
柴崎　知生 （日本大学）

O57-5 耳管開放症患者における不安・抑うつ傾向の検討
小池　直人 （日本大学）

O57-6 両側あぶみ骨上部構造固着の一例
鎌倉　武史 （大阪大学）

〈第 7会場〉

第56群　症例4  9:00～10:00

座長： 大堀純一郎 （鹿児島大学） 
寺田　哲也 （大阪医科薬科大学）

O56-1 頸部に発生したランゲルハンス細胞肉腫の1例
宮本　大輔 （福井大学）

O56-2 顎関節に生じたびまん型腱滑膜巨細胞腫の一例
皆木　正人 （広島市立広島市民病院）

O56-3 術前薬物療法後に手術をおこなった側頭骨巨細胞腫の一例
石川健一朗 （東北大学）

O56-4 頭蓋底の骨破壊像を認めた中心性巨細胞肉芽腫/巨細胞修復性肉芽腫の1例
今成　隼人 （市立釧路総合病院）

O56-5 段階的な外科的切除を要した良性対称性脂肪腫症の1例
安本　眞美 （神戸市立医療センター中央市民病院）

O56-6 耳下腺手術中に生じた三叉神経心臓反射による洞停止の1例
砂金　美紀 （君津中央病院）
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〈第 7会場〉

第59群　悪性黒色腫  14:00～15:00

座長： 竹中　幸則 （大阪警察病院） 
西尾　直樹 （名古屋大学）

O59-1 超高齢者の鼻腔悪性黒色腫に低侵襲な内視鏡治療が奏功した1例
久保　怜子 （順天堂大学）

O59-2 鼻副鼻腔悪性黒色腫に対する経鼻内視鏡手術
安原　一夫 （竹田綜合病院）

O59-3 鼓室内転移を来した鼻腔悪性黒色腫の一例
加藤　　裕 （大阪労災病院）

O59-4 鼻副鼻腔悪性黒色腫根治治療例の検討
対馬那由多 （北海道大学）

O59-5 涙嚢原発悪性黒色腫の1例
田村　啓一 （兵庫県立尼崎総合医療センター）

O59-6 センチネルリンパ節生検を利用した外鼻悪性黒色腫の手術治療経験
大澤　陽子 （福井赤十字病院）

〈第 7会場〉

第58群　経口的切除3  11:00～12:00

座長： 山下　　拓 （北里大学） 
篠崎　　剛 （国立がん研究センター東病院）

O58-1 咽喉頭癌経口切除術の治療成績と喉頭制御温存不成功要因の検討
今西　順久 （国際医療福祉大学成田病院/川崎市立川崎病院）

O58-2 後期高齢者における下咽頭癌TOVS症例の検討
平野　正大 （防衛医科大学校）

O58-3 下咽頭癌照射後再発に対するSalvege経口的切除術についての検討
酒井　昭博 （東海大学）

O58-4 経口的咽頭部分切除術をおこなった症例の術後嚥下機能の検討
西　　龍郎 （福岡大学）

O58-5 頭頸部表在癌の経過観察期間と手術時期についての一考察
杉本　太郎 （がん・感染症センター東京都立駒込病院）

O58-6 新潟市における頭頸部がん検診の試み
岡部　隆一 （長岡中央綜合病院/新潟大学）
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〈第 8会場〉

第61群　唾液腺5  9:00～10:00

座長： 大島　猛史 （日本大学） 
鈴木　真輔 （秋田大学）

O61-1 眼瞼原発アポクリン癌の1例
坂本　めい （山口県立総合医療センター）

O61-2 耳下腺転移を伴った巨大眼瞼部脂腺癌の一例
佐永田健太 （千葉大学）

O61-3 眼瞼脂腺癌の耳下腺・頸部リンパ節転移症例の検討
岩城　弘尚 （がん研有明病院）

O61-4 唾液腺導管癌に相当する涙のう原発腺癌の1例
田中　芳樹 （札幌医科大学）

O61-5 耳下腺に発生した成熟嚢胞性奇形腫の1例
鈴木　　陽 （順天堂大学医学部附属順天堂医院）

O61-6 病理コンサルテーションが診断に有効であった小児の耳下腺に生じた
限局型Castleman病の一例
江原　浩明 （鳥取大学）

〈第 7会場〉

第60群　喉頭2  15:00～16:00

座長： 松原　　篤 （弘前大学） 
四宮　弘隆 （神戸大学）

O60-1 頸部外切開で摘出した喉頭粘膜下solitary fibrous tumorの一例
森崎　剛史 （鳥取大学）

O60-2 有毛部皮弁の脱毛に難渋した喉頭部分切除術後の1例
勢井　洋史 （愛媛大学）

O60-3 声門下に限局した悪性リンパ腫の一例
木村　拓也 （愛媛県立中央病院）

O60-4 喉頭に発生した髄外性形質細胞腫の一例
安永　雅一 （誠光会淡海医療センター）

O60-5 小細胞型神経内分泌癌に横紋筋肉腫を合併した症例
岡村　誠司 （佐賀大学）

O60-6 喉頭癌術後に右大腿転移をきたした1例
八鍬　修一 （山形大学）
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〈第 8会場〉

第63群　甲状腺5  11:00～12:00

座長： 八木　正夫 （関西医科大学） 
福原　隆宏 （鳥取大学）

O63-1 診断に苦慮した甲状腺乳頭癌下顎骨転移の1例
長岐　孝彦 （弘前大学）

O63-2 頸部リンパ節転移を契機に発見された甲状腺オカルト癌の一例
藤山　和士 （NTT東日本関東病院）

O63-3 病理組織診断で悪性所見を認めなかった甲状腺結節の術後に肺転移を来した症例
佐々木崇博 （隈病院）

O63-4 副甲状腺嚢胞と考えられた異所性甲状腺乳頭癌の一例
梶原　　啓 （宮崎県立宮崎病院）

O63-5 リンチ症候群が疑われた副甲状腺癌の1例
千田　邦明 （山形大学）

O63-6 甲状腺原発粘表皮癌の一例
笹川　ゆい （新潟大学）

〈第 8会場〉

第62群　症例5  10:00～11:00

座長： 室伏　利久 （帝京大学溝口病院） 
向川　卓志 （静岡がんセンター）

O62-1 両急性感音難聴を契機として癌性髄膜炎の診断に至った一例
平野　雄介 （日本海総合病院/山形大学）

O62-2 腫瘍随伴DICを併発しながらもNivolumabが著効した再発頬粘膜癌の一例
越智浩太郎 （東京大学）

O62-3 頭頸部癌術後に非閉塞性腸間膜虚血症を発症した1例
服部　友香 （筑波大学）

O62-4 心臓転移をきたした頭頸部癌の3症例
藤井慶太郎 （宮城県立がんセンター）

O62-5 心臓転移をきたした舌癌の一例
安田　佳織 （独立行政法人国立病院機構京都医療センター）

O62-6 耳鼻咽喉科を受診し、胸部単純X線写真を契機に指摘された心血管病変の3例
瀧澤　義徳 （浜松医科大学）
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〈第 8会場〉

第65群　副甲状腺  15:00～16:00

座長： 篠原　尚吾 （神戸市立医療センター中央市民病院） 
片山　昭公 （札幌徳洲会病院）

O65-1 甲状腺内副甲状腺腺腫を伴う原発性副甲状腺機能亢進症に対して手術を施行した1例
小島　史也 （東京医科歯科大学/総合病院土浦協同病院）

O65-2 当院における原発性副甲状腺機能亢進症に対する手術症例の検討
関水真理子 （慶應義塾大学）

O65-3 甲状腺全摘後の副甲状腺機能低下症の発症因子および術中ICG蛍光法による発症予測と
その指標について
入谷　啓介 （神戸大学）

O65-4 副甲状腺腺腫の周術期における血清カルシウム値とPTHの検討
花本　　敦 （大阪市立総合医療センター）

O65-5 レセプトデータベースを用いた術後性副甲状腺機能低下症の疫学調査
高橋　剛史 （新潟大学）

O65-6 甲状腺腫瘍との鑑別を要した甲状腺内副甲状腺腺腫の一例
松下祐希子 （国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院）

〈第 8会場〉

第64群　甲状腺6  14:00～15:00

座長： 門田　伸也 （四国がんセンター） 
山崎　恵介 （新潟大学）

O64-1 甲状舌管癌の治療経験
小島　雅貴 （順天堂大学医学部附属浦安病院）

O64-2 喉頭全摘術を要した甲状舌管嚢胞由来の扁平上皮癌の一例
徳重　豪士 （昭和会いまきいれ総合病院）

O64-3 残存甲状腺切除術を施行した甲状腺癌の検討
上田　啓史 （神戸市立医療センター中央市民病院）

O64-4 甲状腺乳頭癌レベルVリンパ節転移のリスク因子に関する検討
山本　雅司 （近畿大学）

O64-5 高齢者甲状腺乳頭癌の臨床検討
林　　崇明 （東京大学）

O64-6 甲状腺全摘後15年経過して肺転移をきたした好酸球増多を伴う硬化型粘表皮癌の1例
北川　理奈 （国家公務員共済組合連合会浜の町病院/九州大学）
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